
2021年10月～適用

JR東日本

交通広告キャンペーンのご案内

車内サイネージ、車内ポスター

駅ナカサイネージ、駅ナカポスター

他の鉄道会社でもキャンペーンがございます。
担当営業までお気軽にお問い合わせください。

※記載の広告掲出費には、動画データ、ポスターやステッカーなどの各制作費は含まれておりません。



キャンペーン実施期間
2021年9月～11月 NEW!“フリースポット企画A” トレインチャンネル＋まど上チャンネル

保証倍率
2.32倍～

ＡＤ

★首都圏主要10路線+ゆりかもめでのセットプラン。
★トレインチャンネル全線セット15秒×2枠に加え、まど上チャンネル15秒×1枠確約。
※フリースポット企画→ご希望の月内で、掲出週は媒体社側で調整し掲出する企画です。

5,000,000円 （保証掲出金額 11,600,000円)

媒体名 放映期間 秒数 放映枠数 放映開始日
トレインチャンネル

1週間 15秒
2枠

月曜
まど上チャンネル 1枠

【特別価格】

トレインチャンネル 15秒2枠 まど上チャンネル 15秒1枠（3面使用） 対象路線

※山手線、横須賀総武線快速E235系

※税別価格です

※首都圏主要10路線

山手線、中央線快速、京浜東北線・根岸線、京葉線、埼京線

横浜線、南武線、常磐線各駅停車、中央線・総武線各駅停車

横須賀線・総武線快速、ゆりかもめ

山手線、横須賀線・総武線快速

各期間
3社限定



キャンペーン実施期間
2021年9月～11月 NEW!“フリースポット企画B” トレインチャンネル＋ドア横新Bポスター

★首都圏主要15路線+ゆりかもめでのセットプラン。
★トレインチャンネル全線セット15秒×2枠＋ドア横新Bポスター3面セット×1枠確約。
※フリースポット企画→ご希望の月内で、掲出週は媒体社側で調整し掲出する企画です。

ＡＤ

トレインチャンネル 15秒2枠 ドア横新Bポスター 3面セット 掲出路線

※ドア横新B3面

10,000,000円 (保証掲出金額 25,400,000円)【特別価格】

媒体名 掲出期間 秒数/枚数 枠数 掲出開始日
トレインチャンネル

1週間
15秒 2枠

月曜
ドア横新B3面セット 30,000枚 1枠

※税別価格です

保証倍率
2.54倍～

山手線、中央線快速、京浜東北線・根岸線、京葉線、埼京線

横浜線、南武線、常磐線各駅停車、中央線・総武線各駅停車

横須賀線・総武線快速、ゆりかもめ

京浜東北線・根岸線、横浜線、南武線・鶴見線、埼京線・りんかい線・

八高線、山手線、常磐線、横須賀線・総武快速線、中央線快速

中央線・総武線各駅停車、京葉線、青梅線・五日市線、武蔵野線

湘南新宿ライン・上野東京ライン、つくばエクスプレス

各期間
3社限定

※首都圏主要15路線 ※首都圏主要15路線



キャンペーン実施期間
2021年9月～11月 NEW!“フリースポット企画C” 車両ポスター3種+まど上チャンネル

★首都圏主要15路線で3種のポスター+山手線他1路線の車内サイネージ掲出のセットプラン。
★新たにドア横の額入りポスター枠を追加、まど上チャンネルは15秒×4枠保証。
★予備ポスターのご納品で更なる高倍率での露出も期待できます。
※フリースポット企画→ご希望の月内で、掲出週は媒体社側で調整し掲出する企画です。

20,000,000円 (保証掲出金額 70,000,000円)【特別価格】
※税別価格です

まど上ポスター 1枠

ＡＤ
ＡＤ ＡＤ

中吊り広告 1枠 ドア横新Bポスター 1枠

媒体名 掲出期間 サイズ 掲出開始日
中吊り

1週間 B3
月～土

まど上 月・火・木・土
ドア横新B 月

まど上チャンネル 15秒×4枠

※山手線、横須賀総武線快速E235系

保証倍率
3.5倍～

山手線、横須賀線・総武線快速京浜東北線・根岸線、横浜線、南武線・鶴見線、埼京線・りんかい線・八高線、山手線、常磐線、横須賀線・総武快速線、中央線快速

中央線・総武線各駅停車、京葉線、青梅線・五日市線、武蔵野線、湘南新宿ライン・上野東京ライン、つくばエクスプレス

※首都圏主要15路線 ※首都圏主要15路線 ※首都圏主要15路線

各期間
3社限定



山手線、中央線快速、京浜東北線・根岸線、京葉

線、埼京線、横浜線、南武線、常磐線各駅停車、中

央線・総武線各駅停車、横須賀線・総武線快速、

ゆりかもめ

キャンペーン実施期間
2021年9月～11月 NEW!“フリースポット企画D” 車両ポスター3種+トレインチャンネル+まど上チャンネル

★前頁のフリースポット企画Cにトレインチャンネルを追加したプレミアムプラン。
まど上チャンネルは、15秒×4枠放送します！

★トレインチャンネル全線セット4枠とドア横新Bを1枠確約！

25,000,000円 (保証掲出金額 100,000,000円)【特別価格】
※税別価格です

まど上ポスター 1枠 中吊りポスター 1枠 ドア横新Bポスター 1枠

※山手線、横須賀総武線快速E235系

まど上チャンネル 15秒4枠トレインチャンネル 15秒4枠

媒体名 掲出期間 サイズ 掲出開始日

中吊り

1週間
B3

月～土

まど上 月・火・木・土

ドア横新Ｂ 月

トレインチャンネル 15・17・21.5インチ 月

各期間
1社限定

保証倍率
3.5倍～

山手線、横須賀線・総武線快速京浜東北線・根岸線、横浜線、南武線・鶴見線、埼京線・りんかい線・八高線、山手線、常磐線、

横須賀線・総武快速線、中央線快速、中央線・総武線各駅停車、京葉線、青梅線・五日市線、武蔵野線、

湘南新宿ライン・上野東京ライン、つくばエクスプレス

※首都圏主要10路線※首都圏主要15路線※首都圏主要15路線※首都圏主要15路線

山手線、中央線快速、京浜東北線・根岸線、京葉線

埼京線、横浜線、南武線、常磐線各駅停車、中央線・

総武線各駅停車、横須賀線・総武線快速、ゆりかもめ

AD
AD AD AD

AD
AD

AD



キャンペーン実施期間
2021年9月～11月 NEW!NewDaysビジョン ネットワーク1週間

★9～11月のNewDaysビジョン ネットワークを1枠30％OFFで販売します！

★首都圏149駅322面に同時放映が可能です！音声放送が可能な、数少ない媒体です。

30%
OFF 1,540,000円 (定価 2,200,000円)【特別価格】 ※税別価格です

放映イメージ

媒体名 放映期間 秒数 放映枠数 放映開始日
NewDaysビジョン 1週間 15秒 1枠 月曜

※294面にて音声放送が可能



キャンペーン実施期間
2021年9月～11月 NEW!NewDaysビジョン 単駅1ヵ月

★9-11月のNewDaysビジョン単駅を1枠30％OFFで販売します！

★ご希望の駅をお選びいただけます(全113駅)。地域密着型のPRに特におすすめです。

30%
OFF

媒体名 放映期間 秒数 放映枠数 放映開始日
NewDaysビジョン 1カ月 15秒 1枠 月曜

放映イメージ

28,000～630,000円 (定価 40,000～900,000円)【特別価格】
※税別価格です



面数 設置詳細 面数 設置詳細 面数 設置詳細

武蔵境 1面 50,000 円 35,000 円 70ｲﾝﾁ(1面) 西川口 2面 70,000 円 49,000 円 55ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面)

武蔵小金井 1面 50,000 円 35,000 円 70ｲﾝﾁ(1面) 蕨 3面 80,000 円 56,000 円 70ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(2面)

国分寺 3面 120,000 円 84,000 円 70ｲﾝﾁ(2面)、32ｲﾝﾁ(1面) 南浦和 2面 70,000 円 49,000 円 70ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面)

国立 1面 50,000 円 35,000 円 60ｲﾝﾁ(1面) 与野 1面 40,000 円 28,000 円 60ｲﾝﾁ(1面)

立川 4面 150,000 円 105,000 円 70ｲﾝﾁ(1面)、60ｲﾝﾁ(1面)、55ｲﾝﾁ(2面) 浦和 2面 80,000 円 56,000 円 70ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面)

八王子 4面 160,000 円 112,000 円 70ｲﾝﾁ(2面)、42ｲﾝﾁ(1面)、32ｲﾝﾁ(1面) さいたま新都心 1面 50,000 円 35,000 円 70ｲﾝﾁ(1面)

西八王子 2面 60,000 円 42,000 円 70ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面)

大井町 3面 140,000 円 98,000 円 70ｲﾝﾁ(3面)

大森 3面 110,000 円 77,000 円 70ｲﾝﾁ(1面)、60ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面) 東大宮 1面 40,000 円 28,000 円 60ｲﾝﾁ(1面)

蒲田 2面 90,000 円 63,000 円 70ｲﾝﾁ(1面)、60ｲﾝﾁ(1面) 蓮田 1面 40,000 円 28,000 円 70ｲﾝﾁ(1面)

原宿 1面 80,000 円 56,000 円 70ｲﾝﾁ(1面) 川崎 2面 130,000 円 91,000 円 70ｲﾝﾁ(1面)、55ｲﾝﾁ(1面) 久喜 1面 40,000 円 28,000 円 70ｲﾝﾁ(1面)

渋谷 5面 400,000 円 280,000 円 70ｲﾝﾁ(2面)、60ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(2面) 鶴見 1面 40,000 円 28,000 円 70ｲﾝﾁ(1面) 上尾 2面 50,000 円 35,000 円 70ｲﾝﾁ(1面)、32ｲﾝﾁ(1面)

恵比寿 2面 130,000 円 91,000 円 70ｲﾝﾁ(2面) 東神奈川 1面 40,000 円 28,000 円 70ｲﾝﾁ(1面) 熊谷 1面 40,000 円 28,000 円 70ｲﾝﾁ(1面)

目黒 1面 60,000 円 42,000 円 70ｲﾝﾁ(1面) 石川町 1面 40,000 円 28,000 円 70ｲﾝﾁ(1面) 北朝霞 1面 40,000 円 28,000 円 55ｲﾝﾁ(1面)

五反田 2面 130,000 円 91,000 円 70ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面) 磯子 1面 40,000 円 28,000 円 55ｲﾝﾁ(1面) 東浦和 1面 40,000 円 28,000 円 70ｲﾝﾁ(1面)

大崎 4面 260,000 円 182,000 円 70ｲﾝﾁ(2面)、55ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面) 新杉田 1面 40,000 円 28,000 円 70ｲﾝﾁ(1面) 東川口 1面 40,000 円 28,000 円 70ｲﾝﾁ(1面)

田町 2面 100,000 円 70,000 円 55ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面) 新川崎 1面 40,000 円 28,000 円 70ｲﾝﾁ(1面) 南越谷 1面 50,000 円 35,000 円 70ｲﾝﾁ(1面)

浜松町 3面 180,000 円 126,000 円 70ｲﾝﾁ(1面)、60ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面) 南流山 1面 40,000 円 28,000 円 70ｲﾝﾁ(1面)

新橋 3面 170,000 円 119,000 円 70ｲﾝﾁ(2面)、42ｲﾝﾁ(1面) 北千住 2面 100,000 円 70,000 円 60ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面)

有楽町 1面 100,000 円 70,000 円 70ｲﾝﾁ(1面) 保土ヶ谷 2面 60,000 円 42,000 円 70ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面) 亀有 1面 40,000 円 28,000 円 70ｲﾝﾁ(1面)

神田 2面 100,000 円 70,000 円 60ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面) 東戸塚 3面 110,000 円 77,000 円 70ｲﾝﾁ(2面)、42ｲﾝﾁ(1面) 金町 3面 80,000 円 56,000 円 70ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(2面)

秋葉原 6面 150,000 円 105,000 円 70ｲﾝﾁ(1面)、49ｲﾝﾁ(4面)、32ｲﾝﾁ(1面) 戸塚 2面 100,000 円 70,000 円 70ｲﾝﾁ(2面) 南柏 1面 40,000 円 28,000 円 70ｲﾝﾁ(1面)

御徒町 1面 60,000 円 42,000 円 70ｲﾝﾁ(1面) 藤沢 3面 130,000 円 91,000 円 70ｲﾝﾁ(2面)、42ｲﾝﾁ(1面) 柏 4面 200,000 円 140,000 円 70ｲﾝﾁ(3面)、42ｲﾝﾁ(1面)

日暮里 3面 200,000 円 140,000 円 70ｲﾝﾁ(3面) 茅ケ崎 1面 50,000 円 35,000 円 70ｲﾝﾁ(1面) 両国 1面 40,000 円 28,000 円 70ｲﾝﾁ(1面)

西日暮里 2面 90,000 円 63,000 円 70ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面) 平塚 3面 90,000 円 63,000 円 70ｲﾝﾁ(2面)、42ｲﾝﾁ(1面) 錦糸町 5面 150,000 円 105,000 円 70ｲﾝﾁ(3面)、32ｲﾝﾁ(2面)

田端 2面 90,000 円 63,000 円 70ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面) 武蔵小杉 2面 110,000 円 77,000 円 70ｲﾝﾁ(2面) 亀戸 1面 40,000 円 28,000 円 70ｲﾝﾁ(1面)

駒込 2面 90,000 円 63,000 円 60ｲﾝﾁ(1面)、32ｲﾝﾁ(1面) 武蔵中原 1面 40,000 円 28,000 円 70ｲﾝﾁ(1面) 小岩 2面 60,000 円 42,000 円 70ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面)

巣鴨 2面 130,000 円 91,000 円 70ｲﾝﾁ(1面)、55ｲﾝﾁ(1面) 武蔵新城 1面 40,000 円 28,000 円 70ｲﾝﾁ(1面) 市川 1面 50,000 円 35,000 円 70ｲﾝﾁ(1面)

大塚 1面 60,000 円 42,000 円 70ｲﾝﾁ(1面) 武蔵溝ノ口 2面 80,000 円 56,000 円 70ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面) 本八幡 1面 40,000 円 28,000 円 60ｲﾝﾁ(1面)

目白 1面 60,000 円 42,000 円 60ｲﾝﾁ(1面) 登戸 1面 60,000 円 42,000 円 70ｲﾝﾁ(1面) 下総中山 1面 30,000 円 21,000 円 60ｲﾝﾁ(1面)

高田馬場 3面 240,000 円 168,000 円 70ｲﾝﾁ(2面)、42ｲﾝﾁ(1面) 菊名 1面 40,000 円 28,000 円 55ｲﾝﾁ(1面) 西船橋 1面 50,000 円 35,000 円 70ｲﾝﾁ(1面)

水道橋 2面 140,000 円 98,000 円 70ｲﾝﾁ(2面) 鴨居 1面 40,000 円 28,000 円 70ｲﾝﾁ(1面) 船橋 3面 110,000 円 77,000 円 70ｲﾝﾁ(1面)、60ｲﾝﾁ(1面)、55ｲﾝﾁ(1面)

飯田橋 1面 60,000 円 42,000 円 60ｲﾝﾁ(1面) 十日市場 1面 40,000 円 28,000 円 70ｲﾝﾁ(1面) 幕張本郷 1面 40,000 円 28,000 円 70ｲﾝﾁ(1面)

市ケ谷 1面 60,000 円 42,000 円 60ｲﾝﾁ(1面) 町田 1面 50,000 円 35,000 円 70ｲﾝﾁ(1面) 稲毛 2面 60,000 円 42,000 円 60ｲﾝﾁ(1面)、32ｲﾝﾁ(1面)

四ツ谷 3面 190,000 円 133,000 円 70ｲﾝﾁ(2面)、42ｲﾝﾁ(1面) 淵野辺 2面 60,000 円 42,000 円 70ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面) 西千葉 1面 40,000 円 28,000 円 70ｲﾝﾁ(1面)

信濃町 1面 60,000 円 42,000 円 70ｲﾝﾁ(1面) 相模原 1面 40,000 円 28,000 円 70ｲﾝﾁ(1面) 新木場 2面 80,000 円 56,000 円 70ｲﾝﾁ(2面)

大久保 1面 40,000 円 28,000 円 70ｲﾝﾁ(1面) 橋本 3面 80,000 円 56,000 円 70ｲﾝﾁ(1面)、60ｲﾝﾁ(1面)、32ｲﾝﾁ(1面) 新浦安 1面 40,000 円 28,000 円 70ｲﾝﾁ(1面)

中野 1面 50,000 円 35,000 円 60ｲﾝﾁ(1面) 王子 2面 50,000 円 35,000 円 70ｲﾝﾁ(1面)、32ｲﾝﾁ(1面) 稲毛海岸 1面 40,000 円 28,000 円 70ｲﾝﾁ(1面)

高円寺 1面 40,000 円 28,000 円 70ｲﾝﾁ(1面) 赤羽 5面 180,000 円 126,000 円 70ｲﾝﾁ(3面)、42ｲﾝﾁ(2面)

西荻窪 1面 40,000 円 28,000 円 70ｲﾝﾁ(1面) 川口 3面 100,000 円 70,000 円 70ｲﾝﾁ(1面)、55ｲﾝﾁ(1面)、32ｲﾝﾁ(1面)

三鷹 1面 60,000 円 42,000 円 70ｲﾝﾁ(1面)
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武
・
横
浜
線

京
浜
東
北
線

駅名 広告料金
(1枠当り)

京
葉
線

特価
(30%オフ)

駅名 広告料金
(1枠当り)

特価
(30%オフ)

円

80ｲﾝﾁ(1面)、70ｲﾝﾁ(3面)、60ｲﾝﾁ(1面)、
55ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(4面)、32ｲﾝﾁ(5面)

中
央
線

円 70ｲﾝﾁ(3面)、55ｲﾝﾁ(4面)、42ｲﾝﾁ(2面)、
32ｲﾝﾁ(2面)

70ｲﾝﾁ(6面)、60ｲﾝﾁ(4面)、55ｲﾝﾁ(1面)、
42ｲﾝﾁ(2面)、32ｲﾝﾁ(6面)、24ｲﾝﾁ(1面)

630,000 円

駅名 広告料金
(1枠当り)

特価
(30%オフ)

大
タ
┃
ミ
ナ
ル

新宿 15面 900,000 円

円

品川 11面 630,000 円 441,000

20面 810,000 円 567,000

池袋 11面 590,000 円 413,000 70ｲﾝﾁ(5面)、55ｲﾝﾁ(2面)、42ｲﾝﾁ(2面)、
32ｲﾝﾁ(3面)

上野 12面 740,000 円 518,000 円 70ｲﾝﾁ(8面)、60ｲﾝﾁ(2面)、55インチ(2面)、

大宮 12面 370,000 円 259,000 円70ｲﾝﾁ(4面)、60ｲﾝﾁ(2面)、55ｲﾝﾁ(1面)、
42ｲﾝﾁ(1面)、32ｲﾝﾁ(3面)

京
浜
東
北
線

中
央
線

山
手
線
内

高
崎
線

武
蔵
野
線

東
海
道
線
・
横
須
賀
線

横浜 6面 320,000 円 224,000

京
浜

宇
都
宮
線

円 70ｲﾝﾁ(2面)、60ｲﾝﾁ(2面)、42ｲﾝﾁ(2面)

常
磐
線

東京

※2021年8月現在の面数・価格となります。

キャンペーン実施期間
2021年9月～11月 NewDaysビジョン 単駅1ヵ月 料金表


単駅(改)

		駅名 エキメイ				面数 メン スウ		広告料金
(1枠当り) コウコク リョウキン ワク ア				特価
(50%オフ) トッカ				設置詳細 セッチ ショウサイ		駅名 エキメイ				面数 メン スウ		広告料金
(1枠当り) コウコク リョウキン ワク ア				特価
(50%オフ) トッカ				設置詳細 セッチ ショウサイ		駅名 エキメイ				面数 メン スウ		広告料金
(1枠当り) コウコク リョウキン ワク ア				特価
(50%オフ) トッカ				設置詳細 セッチ ショウサイ

		大
タ
┃
ミ
ナ
ル ダイ		新宿 シンジュク		16面 メン		940,000		円 エン		470,000		円 エン		80ｲﾝﾁ(1面)、70ｲﾝﾁ(3面)、60ｲﾝﾁ(1面)、
55ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(4面)、32ｲﾝﾁ(6面)		中
央
線		武蔵境 ムサシサカイ		1面 メン		50,000		円 エン		20,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン		京
浜
東
北
線		川口 カワグチ		5面 メン		150,000		円 エン		70,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面)、55ｲﾝﾁ(1面)、32ｲﾝﾁ(3面)						0.5		470000		470000						0.5		25000		20000						0.5		75000		70000										16

																				武蔵小金井 ムサシコガネイ		1面 メン		50,000		円 エン		20,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン				西川口 ニシ カワグチ		2面 メン		70,000		円 エン		30,000		円 エン		55ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面)						0.5		0		0						0.5		25000		20000						0.5		35000		30000										14

				品川 シナガワ		14面 メン		830,000		円 エン		410,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(4面)、60ｲﾝﾁ(1面)、55ｲﾝﾁ(4面)、
42ｲﾝﾁ(3面)、32ｲﾝﾁ(2面)				国分寺 コクブンジ		3面 メン		120,000		円 エン		60,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(2面)、32ｲﾝﾁ(1面)				蕨 ワラビ		4面 メン		110,000		円 エン		50,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(3面)						0.5		415000		410000						0.5		60000		60000						0.5		55000		50000										24

																				国立 クニタチ		1面 メン		50,000		円 エン		20,000		円 エン		60ｲﾝﾁ(1面) メン				南浦和 ミナミウラワ		2面 メン		70,000		円 エン		30,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面) メン メン						0.5		0		0						0.5		25000		20000						0.5		35000		30000										12

				東京 トウキョウ		24面 メン		970,000		円 エン		480,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(7面)、60ｲﾝﾁ(4面)、55ｲﾝﾁ(1面)、
42ｲﾝﾁ(4面)、32ｲﾝﾁ(7面)、24ｲﾝﾁ(1面)				立川 タチカワ		4面 メン		150,000		円 エン		70,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面)、60ｲﾝﾁ(1面)、55ｲﾝﾁ(2面)				与野 ヨノ		1面 メン		40,000		円 エン		20,000		円 エン		60ｲﾝﾁ(1面) メン						0.5		485000		480000						0.5		75000		70000						0.5		20000		20000										13

																				八王子 ハチオウジ		5面 メン		190,000		円 エン		90,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(2面)、42ｲﾝﾁ(1面)、32ｲﾝﾁ(2面)		宇
都
宮
線 サカイ ト ミヤ セン		浦和 ウラワ		2面 メン		80,000		円 エン		40,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面) メン						0.5		0		0						0.5		95000		90000						0.5		40000		40000										1

				池袋 イケブクロ		12面 メン		640,000		円 エン		320,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(4面)、60ｲﾝﾁ(2面)、55ｲﾝﾁ(1面)、
42ｲﾝﾁ(2面)、32ｲﾝﾁ(3面)				西八王子 ニシハチオウジ		2面 メン		60,000		円 エン		30,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面)				さいたま新都心 シントシン		1面 メン		50,000		円 エン		20,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン						0.5		320000		320000						0.5		30000		30000						0.5		25000		20000										5

																		京
浜
東
北
線		大井町 オオイマチ		3面 メン		140,000		円 エン		70,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(3面)				大宮 オオミヤ		14面 メン		420,000		円 エン		210,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(5面)、55ｲﾝﾁ(2面)、42ｲﾝﾁ(4面)、
32ｲﾝﾁ(3面)						0.5		0		0						0.5		70000		70000						0.5		210000		210000										2

				上野 ウエノ		13面 メン		780,000		円 エン		390,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(8面)、60ｲﾝﾁ(2面)、55インチ(2面)、
42ｲﾝﾁ(1面) メン				大森 オオモリ		3面 メン		110,000		円 エン		50,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面)、60ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面)																						0.5		390000		390000						0.5		55000		50000						0.5		0		0										1

																				蒲田 カマタ		2面 メン		90,000		円 エン		40,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面)、60ｲﾝﾁ(1面)				東大宮 ヒガシオオミヤ		1面 メン		40,000		円 エン		20,000		円 エン		60ｲﾝﾁ(1面) メン						0.5		0		0						0.5		45000		40000						0.5		20000		20000										2

		山
手
線
内		原宿 ハラジュク		1面 メン		80,000		円 エン		40,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面)				川崎 カワサキ		2面 メン		130,000		円 エン		60,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面)、55ｲﾝﾁ(1面) メン メン				蓮田 ハスダ		1面 メン		40,000		円 エン		20,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン						0.5		40000		40000						0.5		65000		60000						0.5		20000		20000										4

				渋谷 シブヤ		5面 メン		400,000		円 エン		200,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(2面)、60ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(2面)				鶴見 ツルミ		1面 メン		40,000		円 エン		20,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン				久喜 クキ		1面 メン		40,000		円 エン		20,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン						0.5		200000		200000						0.5		20000		20000						0.5		20000		20000										2

				恵比寿 エビス		2面 メン		130,000		円 エン		60,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(2面) メン				東神奈川 ヒガシカナガワ		1面 メン		40,000		円 エン		20,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン		高
崎
線 コウ ザキ セン		上尾 アゲオ		2面 メン		50,000		円 エン		20,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面)、32ｲﾝﾁ(1面) メン メン						0.5		65000		60000						0.5		20000		20000						0.5		25000		20000										3

				目黒 メグロ		1面 メン		60,000		円 エン		30,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン				石川町 イシカワチョウ		1面 メン		40,000		円 エン		20,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン				熊谷 クマガヤ		1面 メン		40,000		円 エン		20,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン						0.5		30000		30000						0.5		20000		20000						0.5		20000		20000										4

				五反田 ゴタンダ		2面 メン		130,000		円 エン		60,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面) メン メン				磯子 イソゴ		1面 メン		40,000		円 エン		20,000		円 エン		55ｲﾝﾁ(1面) メン		武
蔵
野
線 タケシ グラ ヤ セン		北朝霞 キタアサカ		1面 メン		40,000		円 エン		20,000		円 エン		55ｲﾝﾁ(1面) メン						0.5		65000		60000						0.5		20000		20000						0.5		20000		20000										1

				大崎 オオサキ		4面 メン		260,000		円 エン		130,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(2面)、55ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面)				新杉田 シンスギタ		1面 メン		40,000		円 エン		20,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン				東浦和 ヒガシウラワ		1面 メン		40,000		円 エン		20,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン						0.5		130000		130000						0.5		20000		20000						0.5		20000		20000										2

				田町 タマチ		2面 メン		100,000		円 エン		50,000		円 エン		55ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面)		東
海
道
線
・
横
須
賀
線 ヒガシ カイ ミチ セン ヨコ ス ヨロコブ セン		新川崎 シンカワサキ		1面 メン		40,000		円 エン		20,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン				東川口 ヒガシ カワグチ		1面 メン		40,000		円 エン		20,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン						0.5		50000		50000						0.5		20000		20000						0.5		20000		20000										7

				浜松町 ハママツチョウ		3面 メン		180,000		円 エン		90,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面)、60ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面)				横浜 ヨコハマ		7面 メン		380,000		円 エン		190,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(3面)、60ｲﾝﾁ(2面)、42ｲﾝﾁ(1面)、
32ｲﾝﾁ(1面)				南越谷 ミナミコシガヤ		1面 メン		50,000		円 エン		20,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン						0.5		90000		90000						0.5		190000		190000						0.5		25000		20000										1

				新橋 シンバシ		4面 メン		220,000		円 エン		110,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(2面)、42ｲﾝﾁ(2面)																				南流山 ミナミナガレヤマ		1面 メン		40,000		円 エン		20,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン						0.5		110000		110000						0.5		0		0						0.5		20000		20000										3

				有楽町 ユウラクチョウ		1面 メン		100,000		円 エン		50,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面)				保土ヶ谷 ホドガヤ		2面 メン		60,000		円 エン		30,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面) メン メン		常
磐
線 ツネ バン セン		北千住 キタセンジュ		2面 メン		100,000		円 エン		50,000		円 エン		60ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面)						0.5		50000		50000						0.5		30000		30000						0.5		50000		50000										2

				神田 カンダ		2面 メン		100,000		円 エン		50,000		円 エン		60ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面) メン メン				東戸塚 ヒガシトツカ		3面 メン		110,000		円 エン		50,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(2面)、42ｲﾝﾁ(1面)				亀有 カメアリ		1面 メン		40,000		円 エン		20,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン						0.5		50000		50000						0.5		55000		50000						0.5		20000		20000										2

				秋葉原 アキハバラ		7面 メン		170,000		円 エン		80,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面)、49ｲﾝﾁ(4面)、32ｲﾝﾁ(2面) メン メン				戸塚 トツカ		3面 メン		130,000		円 エン		60,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(2面)、42ｲﾝﾁ(1面)				金町 カナマチ		3面 メン		80,000		円 エン		40,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(2面)						0.5		85000		80000						0.5		65000		60000						0.5		40000		40000										2

				御徒町 オカチマチ		1面 メン		60,000		円 エン		30,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン				藤沢 フジサワ		3面 メン		130,000		円 エン		60,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(2面)、42ｲﾝﾁ(1面)				南柏 ミナミカシワ		1面 メン		40,000		円 エン		20,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン						0.5		30000		30000						0.5		65000		60000						0.5		20000		20000										2

				日暮里 ニッポリ		3面 メン		200,000		円 エン		100,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(3面) メン				茅ケ崎 チガサキ		1面 メン		50,000		円 エン		20,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン				柏 カシワ		4面 メン		200,000		円 エン		100,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(3面)、42ｲﾝﾁ(1面)						0.5		100000		100000						0.5		25000		20000						0.5		100000		100000										1

				西日暮里 ニシニッポリ		2面 メン		90,000		円 エン		40,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面) メン メン				平塚 ヒラツカ		3面 メン		90,000		円 エン		40,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(2面)、42ｲﾝﾁ(1面) メン		総
武
線 ソウ ム セン		両国 リョウゴク		1面 メン		40,000		円 エン		20,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン						0.5		45000		40000						0.5		45000		40000						0.5		20000		20000										1

				田端 タバタ		2面 メン		90,000		円 エン		40,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面) メン メン		南
武
・
横
浜
線 ミナミ ム ヨコ ヒン セン		武蔵小杉 ムサシコスギ		2面 メン		110,000		円 エン		50,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(2面) メン				錦糸町 キンシチョウ		5面 メン		150,000		円 エン		70,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(3面)、32ｲﾝﾁ(2面)						0.5		45000		40000						0.5		55000		50000						0.5		75000		70000										3

				駒込 コマゴメ		2面 メン		90,000		円 エン		40,000		円 エン		60ｲﾝﾁ(1面)、32ｲﾝﾁ(1面) メン メン				武蔵中原 ムサシナカハラ		1面 メン		40,000		円 エン		20,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン				亀戸 カメイド		2面 メン		60,000		円 エン		30,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(2面) メン						0.5		45000		40000						0.5		20000		20000						0.5		30000		30000										2

				巣鴨 スガモ		2面 メン		130,000		円 エン		60,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面)、55ｲﾝﾁ(1面) メン メン				武蔵新城 ムサシシンジョウ		1面 メン		40,000		円 エン		20,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン				小岩 コイワ		2面 メン		60,000		円 エン		30,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面)						0.5		65000		60000						0.5		20000		20000						0.5		30000		30000										1

				大塚 オオツカ		1面 メン		60,000		円 エン		30,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン				武蔵溝ノ口 ムサシミゾ クチ		2面 メン		80,000		円 エン		40,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面) メン メン				市川 イチカワ		1面 メン		50,000		円 エン		20,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン						0.5		30000		30000						0.5		40000		40000						0.5		25000		20000										1

				目白 メジロ		1面 メン		60,000		円 エン		30,000		円 エン		60ｲﾝﾁ(1面) メン				登戸 ノボリト		1面 メン		60,000		円 エン		30,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン				本八幡 モト ハチマン		1面 メン		40,000		円 エン		20,000		円 エン		60ｲﾝﾁ(1面)						0.5		30000		30000						0.5		30000		30000						0.5		20000		20000										3

				高田馬場 タカダノババ		3面 メン		240,000		円 エン		120,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(2面)、42ｲﾝﾁ(1面) メン メン				菊名 キクナ		1面 メン		40,000		円 エン		20,000		円 エン		55ｲﾝﾁ(1面) メン				下総中山 シモウサナカヤマ		2面 メン		60,000		円 エン		30,000		円 エン		60ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面)						0.5		120000		120000						0.5		20000		20000						0.5		30000		30000										1

				水道橋 スイドウバシ		2面 メン		140,000		円 エン		70,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(2面) メン				鴨居 カモイ		1面 メン		40,000		円 エン		20,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン				西船橋 ニシフナバシ		1面 メン		50,000		円 エン		20,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン						0.5		70000		70000						0.5		20000		20000						0.5		25000		20000										1

				飯田橋 イイダバシ		1面 メン		60,000		円 エン		30,000		円 エン		60ｲﾝﾁ(1面) メン				十日市場 トオカイチバ		1面 メン		40,000		円 エン		20,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン				船橋 フナバシ		3面 メン		110,000		円 エン		50,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面)、60ｲﾝﾁ(1面)、55ｲﾝﾁ(1面)						0.5		30000		30000						0.5		20000		20000						0.5		55000		50000										1

				市ケ谷 イチガヤ		1面 メン		60,000		円 エン		30,000		円 エン		60ｲﾝﾁ(1面) メン				町田 マチダ		1面 メン		50,000		円 エン		20,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン				幕張本郷 マクハリホンゴウ		1面 メン		40,000		円 エン		20,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン						0.5		30000		30000						0.5		25000		20000						0.5		20000		20000										1

				四ツ谷 ヨ ヤ		3面 メン		190,000		円 エン		90,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(2面)、42ｲﾝﾁ(1面) メン メン				淵野辺 フチノベ		2面 メン		60,000		円 エン		30,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面) メン メン				稲毛 イナゲ		3面 メン		80,000		円 エン		40,000		円 エン		60ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面)、32ｲﾝﾁ(1面)						0.5		95000		90000						0.5		30000		30000						0.5		40000		40000										1

				信濃町 シナノマチ		1面 メン		60,000		円 エン		30,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面)				相模原 サガミハラ		1面 メン		40,000		円 エン		20,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン				西千葉 ニシチバ		1面 メン		40,000		円 エン		20,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面)						0.5		30000		30000						0.5		20000		20000						0.5		20000		20000										1

		中
央
線		大久保 オオクボ		1面 メン		40,000		円 エン		20,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン				橋本 ハシモト		3面 メン		80,000		円 エン		40,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面)、60ｲﾝﾁ(1面)、32ｲﾝﾁ(1面)		京
葉
線 キョウ パ セン		新木場 シンキバ		2面 メン		80,000		円 エン		40,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(2面) メン						0.5		20000		20000						0.5		40000		40000						0.5		40000		40000										1

				中野 ナカノ		1面 メン		50,000		円 エン		20,000		円 エン		60ｲﾝﾁ(1面) メン		京
浜		王子 オウジ		2面 メン		50,000		円 エン		20,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面)、32ｲﾝﾁ(1面)				新浦安 シンウラヤス		1面 メン		40,000		円 エン		20,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面)						0.5		25000		20000						0.5		25000		20000						0.5		20000		20000										1

				高円寺 コウエンジ		1面 メン		40,000		円 エン		20,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン				赤羽 アカバネ		5面 メン		180,000		円 エン		90,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(3面)、42ｲﾝﾁ(2面)				稲毛海岸 イナゲカイガン		1面 メン		40,000		円 エン		20,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン						0.5		20000		20000						0.5		90000		90000						0.5		20000		20000										3

				西荻窪 ニシオギクボ		1面 メン		40,000		円 エン		20,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン																				蘇我 ソガ		1面 メン		40,000		円 エン		20,000		円 エン		55ｲﾝﾁ(1面) メン						0.5		20000		20000																0.5		20000		20000										1

				三鷹 ミタカ		1面 メン		60,000		円 エン		30,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン																																						0.5		30000		30000																														4
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貸切り



				駅名 エキ		設置箇所 セッチ カショ				面数 メン スウ		広告料金 コウコク リョウキン												特価料金 トッカ リョウキン

												1週間 シュウカン				2週間 シュウカン				4週間 シュウカン				1週間 シュウカン				2週間 シュウカン				4週間 シュウカン

				新宿駅 シンジュクエキ		NewDays
新宿南口中央 シンジュク ミナミグチ チュウオウ		JR新宿駅　南口改札内　コンコース シンジュクエキ ミナミグチ カイサツ ナイ		60インチ4面
70インチ1面 メン メン		750,000		円 エン		1,260,000		円 エン		1,600,000		円 エン		370,000		円 エン		630,000		円 エン		800,000		円 エン				750,000		0.5		375000		370000

						NewDays
新宿 シンジュク		JR新宿駅　東改札外 東西自由通路出口正面 シンジュクエキ トウザイ ジユウ ツウロ デグチ ショウメン		80インチ1面
70インチ1面 メン メン		750,000		円 エン		1,260,000		円 エン		1,600,000		円 エン		370,000		円 エン		630,000		円 エン		800,000		円 エン				1,260,000		0.5		630000		630000

				品川駅 シナガワ エキ		NewDays
品川中央 シナガワ チュウオウ		JR品川駅　北改札外　正面 シナガワエキ キタ カイサツ ソト ショウメン		47インチ4面 メン		450,000		円 エン		760,000		円 エン		1,000,000		円 エン		220,000		円 エン		380,000		円 エン		500,000		円 エン				1,600,000		0.5		800000		800000

				東京駅 トウキョウエキ		NewDays
エキュート京葉ストリート ケイヨウ		JR東京駅　改札内　コンコース トウキョウエキ カイサツ ナイ		90インチ1面 メン		500,000		円 エン		850,000		円 エン		1,100,000		円 エン		250,000		円 エン		420,000		円 エン		550,000		円 エン				750,000		0.5		375000		370000

				上野駅 ウエノエキ		NewDays
上野中央口 ウエノ チュウオウ グチ		JR上野駅　中央改札内脇 ウエノエキ チュウオウ カイサツ ナイ ワキ		70インチ1面 メン		350,000		円 エン		600,000		円 エン		800,000		円 エン		170,000		円 エン		300,000		円 エン		400,000		円 エン				1,260,000		0.5		630000		630000

				恵比寿駅 エビスエキ		NewDays
恵比寿 エビス		JR恵比寿駅　西口改札内　正面 エビスエキ ニシグチ カイサツ ナイ ショウメン		90インチ1面 メン		400,000		円 エン		680,000		円 エン		900,000		円 エン		200,000		円 エン		340,000		円 エン		450,000		円 エン				1,600,000		0.5		800000		800000

																																						450,000		0.5		225000		220000

																																						760,000		0.5		380000		380000

																																						1,000,000		0.5		500000		500000

																																						500,000		0.5		250000		250000

																																						850,000		0.5		425000		420000

																																						1,100,000		0.5		550000		550000

																																						350,000		0.5		175000		170000

																																						600,000		0.5		300000		300000

																																						800,000		0.5		400000		400000

																																						400,000		0.5		200000		200000

																																						680,000		0.5		340000		340000

																																						900,000		0.5		450000		450000





カタログ貼付

		駅名 エキメイ				面数 メン スウ		料金
(1枠当り) リョウキン ワク ア				設置詳細 セッチ ショウサイ		駅名 エキメイ				面数 メン スウ		料金
(1枠当り) リョウキン ワク ア				設置詳細 セッチ ショウサイ		駅名 エキメイ				面数 メン スウ		料金
(1枠当り) リョウキン ワク ア				設置詳細 セッチ ショウサイ		駅名 エキメイ				面数 メン スウ		料金
(1枠当り) リョウキン ワク ア				設置詳細 セッチ ショウサイ

		大
タ
┃
ミ
ナ
ル ダイ		新宿 シンジュク		15面 メン		90		万円 マン エン		80ｲﾝﾁ(1面)、70ｲﾝﾁ(3面)、60ｲﾝﾁ(1面)、
55ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(4面)、32ｲﾝﾁ(5面)		山
手
線
内		高田馬場 タカダノババ		3面 メン		24		万円 マン エン		70ｲﾝﾁ(2面)、42ｲﾝﾁ(1面) メン メン		東
海
道
線
・
横
須
賀
線 ヒガシ カイ ミチ セン ヨコ ス ヨロコブ セン		保土ヶ谷 ホドガヤ		2面 メン		6		万円 マンエン		70ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面) メン メン		宇
都
宮
線 サカイ ト ミヤ セン		蓮田 ハスダ		1面 メン		4		万円 マン エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン

																水道橋 スイドウバシ		2面 メン		14		万円 マン エン		70ｲﾝﾁ(2面) メン				東戸塚 ヒガシトツカ		3面 メン		11		万円 マンエン		70ｲﾝﾁ(2面)、42ｲﾝﾁ(1面)				久喜 クキ		1面 メン		4		万円 マン エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン

				品川 シナガワ		11面 メン		63		万円 マンエン		70ｲﾝﾁ(3面)、55ｲﾝﾁ(4面)、42ｲﾝﾁ(2面)、
32ｲﾝﾁ(2面)				飯田橋 イイダバシ		1面 メン		6		万円 マン エン		60ｲﾝﾁ(1面) メン				戸塚 トツカ		2面 メン		10		万円 マンエン		70ｲﾝﾁ(2面)		高
崎
線 コウ ザキ セン		上尾 アゲオ		2面 メン		5		万円 マン エン		70ｲﾝﾁ(1面)、32ｲﾝﾁ(1面) メン メン

																市ケ谷 イチガヤ		1面 メン		6		万円 マン エン		60ｲﾝﾁ(1面) メン				藤沢 フジサワ		3面 メン		13		万円 マンエン		70ｲﾝﾁ(2面)、42ｲﾝﾁ(1面)				熊谷 クマガヤ		1面 メン		4		万円 マン エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン

				東京 トウキョウ		20面 メン		81		万円 マンエン		70ｲﾝﾁ(6面)、60ｲﾝﾁ(4面)、55ｲﾝﾁ(1面)、
42ｲﾝﾁ(2面)、32ｲﾝﾁ(6面)、24ｲﾝﾁ(1面)				四ツ谷 ヨ ヤ		3面 メン		19		万円 マン エン		70ｲﾝﾁ(2面)、42ｲﾝﾁ(1面) メン メン				茅ケ崎 チガサキ		1面 メン		5		万円 マンエン		70ｲﾝﾁ(1面) メン		武
蔵
野
線 タケシ グラ ヤ セン		北朝霞 キタアサカ		1面 メン		4		万円 マン エン		55ｲﾝﾁ(1面) メン

																信濃町 シナノマチ		1面 メン		6		万円 マン エン		70ｲﾝﾁ(1面)				平塚 ヒラツカ		3面 メン		9		万円 マンエン		70ｲﾝﾁ(2面)、42ｲﾝﾁ(1面) メン				東浦和 ヒガシウラワ		1面 メン		4		万円 マン エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン

				池袋 イケブクロ		11面 メン		59		万円 マン エン		70ｲﾝﾁ(4面)、60ｲﾝﾁ(2面)、55ｲﾝﾁ(1面)、
42ｲﾝﾁ(1面)、32ｲﾝﾁ(3面)		中
央
線		大久保 オオクボ		1面 メン		4		万円 マン エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン		南
武
・
横
浜
線 ミナミ ム ヨコ ヒン セン		武蔵小杉 ムサシコスギ		2面 メン		11		万円 マンエン		70ｲﾝﾁ(2面) メン				東川口 ヒガシ カワグチ		1面 メン		4		万円 マン エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン

																中野 ナカノ		1面 メン		5		万円 マン エン		60ｲﾝﾁ(1面) メン				武蔵中原 ムサシナカハラ		1面 メン		4		万円 マンエン		70ｲﾝﾁ(1面) メン				南越谷 ミナミコシガヤ		1面 メン		5		万円 マン エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン

				上野 ウエノ		13面 メン		78		万円 マン エン		70ｲﾝﾁ(8面)、60ｲﾝﾁ(2面)、55インチ(2面)、
42ｲﾝﾁ(1面) メン				高円寺 コウエンジ		1面 メン		4		万円 マン エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン				武蔵新城 ムサシシンジョウ		1面 メン		4		万円 マンエン		70ｲﾝﾁ(1面) メン				南流山 ミナミナガレヤマ		1面 メン		4		万円 マン エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン

																西荻窪 ニシオギクボ		1面 メン		4		万円 マン エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン				武蔵溝ノ口 ムサシミゾ クチ		2面 メン		8		万円 マンエン		70ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面) メン メン		常
磐
線 ツネ バン セン		北千住 キタセンジュ		2面 メン		10		万円 マン エン		60ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面)

		山
手
線
内		原宿 ハラジュク		1面 メン		8		万円 マン エン		70ｲﾝﾁ(1面)				三鷹 ミタカ		1面 メン		6		万円 マン エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン				登戸 ノボリト		1面 メン		6		万円 マンエン		70ｲﾝﾁ(1面) メン				亀有 カメアリ		1面 メン		4		万円 マン エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン

				渋谷 シブヤ		5面 メン		40		万円 マン エン		70ｲﾝﾁ(2面)、60ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(2面)				武蔵境 ムサシサカイ		1面 メン		5		万円 マン エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン				菊名 キクナ		1面 メン		4		万円 マンエン		55ｲﾝﾁ(1面) メン				金町 カナマチ		3面 メン		8		万円 マン エン		70ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(2面)

				恵比寿 エビス		2面 メン		13		万円 マン エン		70ｲﾝﾁ(2面) メン				武蔵小金井 ムサシコガネイ		1面 メン		5		万円 マン エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン				鴨居 カモイ		1面 メン		4		万円 マンエン		70ｲﾝﾁ(1面) メン				南柏 ミナミカシワ		1面 メン		4		万円 マン エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン

				目黒 メグロ		1面 メン		6		万円 マン エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン				国分寺 コクブンジ		3面 メン		12		万円 マン エン		70ｲﾝﾁ(2面)、32ｲﾝﾁ(1面)				十日市場 トオカイチバ		1面 メン		4		万円 マンエン		70ｲﾝﾁ(1面) メン				柏 カシワ		4面 メン		20		万円 マン エン		70ｲﾝﾁ(3面)、42ｲﾝﾁ(1面)

				五反田 ゴタンダ		2面 メン		13		万円 マン エン		70ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面) メン メン				国立 クニタチ		1面 メン		5		万円 マン エン		60ｲﾝﾁ(1面) メン				町田 マチダ		1面 メン		5		万円 マンエン		70ｲﾝﾁ(1面) メン		総
武
線 ソウ ム セン		両国 リョウゴク		1面 メン		4		万円 マン エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン

				大崎 オオサキ		4面 メン		26		万円 マン エン		70ｲﾝﾁ(2面)、55ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面)				立川 タチカワ		4面 メン		15		万円 マン エン		70ｲﾝﾁ(1面)、60ｲﾝﾁ(1面)、55ｲﾝﾁ(2面)				淵野辺 フチノベ		2面 メン		6		万円 マンエン		70ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面) メン メン				錦糸町 キンシチョウ		5面 メン		15		万円 マン エン		70ｲﾝﾁ(3面)、32ｲﾝﾁ(2面)

				田町 タマチ		2面 メン		10		万円 マン エン		55ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面)				八王子 ハチオウジ		5面 メン		19		万円 マン エン		70ｲﾝﾁ(2面)、42ｲﾝﾁ(1面)、32ｲﾝﾁ(2面)				相模原 サガミハラ		1面 メン		4		万円 マンエン		70ｲﾝﾁ(1面) メン				亀戸 カメイド		1面 メン		4		万円 マン エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン

				浜松町 ハママツチョウ		3面 メン		18		万円 マン エン		70ｲﾝﾁ(1面)、60ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面)				西八王子 ニシハチオウジ		2面 メン		6		万円 マン エン		70ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面)				橋本 ハシモト		3面 メン		8		万円 マンエン		70ｲﾝﾁ(1面)、60ｲﾝﾁ(1面)、32ｲﾝﾁ(1面)				小岩 コイワ		2面 メン		6		万円 マン エン		70ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面)

				新橋 シンバシ		4面 メン		22		万円 マン エン		70ｲﾝﾁ(2面)、42ｲﾝﾁ(2面)		京
浜
東
北
線		大井町 オオイマチ		3面 メン		14		万円 マン エン		70ｲﾝﾁ(3面)		京
浜
東
北
線		王子 オウジ		2面 メン		5		万円 マンエン		70ｲﾝﾁ(1面)、32ｲﾝﾁ(1面)				市川 イチカワ		1面 メン		5		万円 マン エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン

				有楽町 ユウラクチョウ		1面 メン		10		万円 マン エン		70ｲﾝﾁ(1面)				大森 オオモリ		3面 メン		11		万円 マン エン		70ｲﾝﾁ(1面)、60ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面)				赤羽 アカバネ		5面 メン		18		万円 マンエン		70ｲﾝﾁ(3面)、42ｲﾝﾁ(2面)				本八幡 モト ハチマン		1面 メン		4		万円 マン エン		60ｲﾝﾁ(1面)

				神田 カンダ		2面 メン		10		万円 マン エン		60ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面) メン メン				蒲田 カマタ		2面 メン		9		万円 マン エン		70ｲﾝﾁ(1面)、60ｲﾝﾁ(1面)				川口 カワグチ		4面 メン		12		万円 マンエン		70ｲﾝﾁ(1面)、55ｲﾝﾁ(1面)、32ｲﾝﾁ(2面)				下総中山 シモウサナカヤマ		2面 メン		6		万円 マン エン		60ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面)

				秋葉原 アキハバラ		6面 メン		15		万円 マン エン		70ｲﾝﾁ(1面)、49ｲﾝﾁ(4面)、32ｲﾝﾁ(1面) メン メン				川崎 カワサキ		2面 メン		13		万円 マン エン		70ｲﾝﾁ(1面)、55ｲﾝﾁ(1面) メン メン				西川口 ニシ カワグチ		2面 メン		7		万円 マン エン		55ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面)				西船橋 ニシフナバシ		1面 メン		5		万円 マン エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン

				御徒町 オカチマチ		1面 メン		6		万円 マン エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン				鶴見 ツルミ		1面 メン		4		万円 マン エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン				蕨 ワラビ		3面 メン		8		万円 マン エン		70ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(2面)				船橋 フナバシ		3面 メン		11		万円 マン エン		70ｲﾝﾁ(1面)、60ｲﾝﾁ(1面)、55ｲﾝﾁ(1面)

				日暮里 ニッポリ		3面 メン		20		万円 マン エン		70ｲﾝﾁ(3面) メン				東神奈川 ヒガシカナガワ		1面 メン		4		万円 マン エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン				南浦和 ミナミウラワ		2面 メン		7		万円 マン エン		70ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面) メン メン				幕張本郷 マクハリホンゴウ		1面 メン		4		万円 マン エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン

				西日暮里 ニシニッポリ		2面 メン		9		万円 マン エン		70ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面) メン メン				石川町 イシカワチョウ		1面 メン		4		万円 マン エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン				与野 ヨノ		1面 メン		4		万円 マン エン		60ｲﾝﾁ(1面) メン				稲毛 イナゲ		2面 メン		6		万円 マン エン		60ｲﾝﾁ(1面)、32ｲﾝﾁ(1面)

				田端 タバタ		2面 メン		9		万円 マン エン		70ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面) メン メン				磯子 イソゴ		1面 メン		4		万円 マン エン		55ｲﾝﾁ(1面) メン		宇
都
宮
線 サカイ ト ミヤ セン		浦和 ウラワ		2面 メン		8		万円 マン エン		70ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面) メン				西千葉 ニシチバ		1面 メン		4		万円 マン エン		70ｲﾝﾁ(1面)

				駒込 コマゴメ		2面 メン		9		万円 マン エン		60ｲﾝﾁ(1面)、32ｲﾝﾁ(1面) メン メン				新杉田 シンスギタ		1面 メン		4		万円 マン エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン				さいたま新都心 シントシン		1面 メン		5		万円 マン エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン		京
葉
線 キョウ パ セン		新木場 シンキバ		2面 メン		8		万円 マン エン		70ｲﾝﾁ(2面) メン

				巣鴨 スガモ		2面 メン		13		万円 マン エン		70ｲﾝﾁ(1面)、55ｲﾝﾁ(1面) メン メン		東
海
道
線
 ヒガシ カイ ミチ セン		新川崎 シンカワサキ		1面 メン		4		万円 マン エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン				大宮 オオミヤ		12面 メン		37		万円 マンエン		70ｲﾝﾁ(5面)、55ｲﾝﾁ(2面)、42ｲﾝﾁ(2面)、
32ｲﾝﾁ(3面)				新浦安 シンウラヤス		1面 メン		4		万円 マン エン		70ｲﾝﾁ(1面)

				大塚 オオツカ		1面 メン		6		万円 マン エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン				横浜 ヨコハマ		6面 メン		32		万円 マン エン		70ｲﾝﾁ(2面)、60ｲﾝﾁ(2面)、42ｲﾝﾁ(2面)																稲毛海岸 イナゲカイガン		1面 メン		4		万円 マン エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン

				目白 メジロ		1面 メン		6		万円 マン エン		60ｲﾝﾁ(1面) メン																東大宮 ヒガシオオミヤ		1面 メン		4		万円 マン エン		60ｲﾝﾁ(1面) メン				蘇我 ソガ		1面 メン		4		万円 マン エン		55ｲﾝﾁ(1面) メン































































J企画単駅(改) (計算式無し)

		駅名 エキメイ				面数 メン スウ		広告料金
(1枠当り) コウコク リョウキン ワク ア				特価
(30%オフ) トッカ				設置詳細 セッチ ショウサイ		駅名 エキメイ				面数 メン スウ		広告料金
(1枠当り) コウコク リョウキン ワク ア				特価
(30%オフ) トッカ				設置詳細 セッチ ショウサイ		駅名 エキメイ				面数 メン スウ		広告料金
(1枠当り) コウコク リョウキン ワク ア				特価
(30%オフ) トッカ				設置詳細 セッチ ショウサイ

		大
タ
┃
ミ
ナ
ル ダイ		新宿 シンジュク		15面 メン		900,000		円 エン		630,000		円 エン		80ｲﾝﾁ(1面)、70ｲﾝﾁ(3面)、60ｲﾝﾁ(1面)、
55ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(4面)、32ｲﾝﾁ(5面)		中
央
線		武蔵境 ムサシサカイ		1面 メン		50,000		円 エン		35,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン		京
浜
東
北
線		西川口 ニシ カワグチ		2面 メン		70,000		円 エン		49,000		円 エン		55ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面)

																				武蔵小金井 ムサシコガネイ		1面 メン		50,000		円 エン		35,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン				蕨 ワラビ		3面 メン		80,000		円 エン		56,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(2面)

				品川 シナガワ		11面 メン		630,000		円 エン		441,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(3面)、55ｲﾝﾁ(4面)、42ｲﾝﾁ(2面)、
32ｲﾝﾁ(2面)				国分寺 コクブンジ		3面 メン		120,000		円 エン		84,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(2面)、32ｲﾝﾁ(1面)				南浦和 ミナミウラワ		2面 メン		70,000		円 エン		49,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面) メン メン

																				国立 クニタチ		1面 メン		50,000		円 エン		35,000		円 エン		60ｲﾝﾁ(1面) メン				与野 ヨノ		1面 メン		40,000		円 エン		28,000		円 エン		60ｲﾝﾁ(1面) メン

				東京 トウキョウ		20面 メン		810,000		円 エン		567,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(6面)、60ｲﾝﾁ(4面)、55ｲﾝﾁ(1面)、
42ｲﾝﾁ(2面)、32ｲﾝﾁ(6面)、24ｲﾝﾁ(1面)				立川 タチカワ		4面 メン		150,000		円 エン		105,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面)、60ｲﾝﾁ(1面)、55ｲﾝﾁ(2面)		宇
都
宮
線 サカイ ト ミヤ セン		浦和 ウラワ		2面 メン		80,000		円 エン		56,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面) メン

																				八王子 ハチオウジ		4面 メン		160,000		円 エン		112,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(2面)、42ｲﾝﾁ(1面)、32ｲﾝﾁ(1面)				さいたま新都心 シントシン		1面 メン		50,000		円 エン		35,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン

				池袋 イケブクロ		11面 メン		590,000		円 エン		413,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(4面)、60ｲﾝﾁ(2面)、55ｲﾝﾁ(1面)、
42ｲﾝﾁ(1面)、32ｲﾝﾁ(3面)				西八王子 ニシハチオウジ		2面 メン		60,000		円 エン		42,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面)				大宮 オオミヤ		12面 メン		370,000		円 エン		259,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(5面)、55ｲﾝﾁ(2面)、42ｲﾝﾁ(2面)、
32ｲﾝﾁ(3面)

																		京
浜
東
北
線		大井町 オオイマチ		3面 メン		140,000		円 エン		98,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(3面)												0

				上野 ウエノ		12面 メン		740,000		円 エン		518,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(8面)、60ｲﾝﾁ(2面)、55インチ(2面)、 メン				大森 オオモリ		3面 メン		110,000		円 エン		77,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面)、60ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面)				東大宮 ヒガシオオミヤ		1面 メン		40,000		円 エン		28,000		円 エン		60ｲﾝﾁ(1面) メン

																				蒲田 カマタ		2面 メン		90,000		円 エン		63,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面)、60ｲﾝﾁ(1面)				蓮田 ハスダ		1面 メン		40,000		円 エン		28,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン

		山
手
線
内		原宿 ハラジュク		1面 メン		80,000		円 エン		56,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面)				川崎 カワサキ		2面 メン		130,000		円 エン		91,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面)、55ｲﾝﾁ(1面) メン メン				久喜 クキ		1面 メン		40,000		円 エン		28,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン

				渋谷 シブヤ		5面 メン		400,000		円 エン		280,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(2面)、60ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(2面)				鶴見 ツルミ		1面 メン		40,000		円 エン		28,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン		高
崎
線 コウ ザキ セン		上尾 アゲオ		2面 メン		50,000		円 エン		35,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面)、32ｲﾝﾁ(1面) メン メン

				恵比寿 エビス		2面 メン		130,000		円 エン		91,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(2面) メン				東神奈川 ヒガシカナガワ		1面 メン		40,000		円 エン		28,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン				熊谷 クマガヤ		1面 メン		40,000		円 エン		28,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン

				目黒 メグロ		1面 メン		60,000		円 エン		42,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン				石川町 イシカワチョウ		1面 メン		40,000		円 エン		28,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン		武
蔵
野
線 タケシ グラ ヤ セン		北朝霞 キタアサカ		1面 メン		40,000		円 エン		28,000		円 エン		55ｲﾝﾁ(1面) メン

				五反田 ゴタンダ		2面 メン		130,000		円 エン		91,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面) メン メン				磯子 イソゴ		1面 メン		40,000		円 エン		28,000		円 エン		55ｲﾝﾁ(1面) メン				東浦和 ヒガシウラワ		1面 メン		40,000		円 エン		28,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン

				大崎 オオサキ		4面 メン		260,000		円 エン		182,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(2面)、55ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面)				新杉田 シンスギタ		1面 メン		40,000		円 エン		28,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン				東川口 ヒガシ カワグチ		1面 メン		40,000		円 エン		28,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン

				田町 タマチ		2面 メン		100,000		円 エン		70,000		円 エン		55ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面)		東
海
道
線
・
横
須
賀
線 ヒガシ カイ ミチ セン ヨコ ス ヨロコブ セン		新川崎 シンカワサキ		1面 メン		40,000		円 エン		28,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン				南越谷 ミナミコシガヤ		1面 メン		50,000		円 エン		35,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン

				浜松町 ハママツチョウ		3面 メン		180,000		円 エン		126,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面)、60ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面)				横浜 ヨコハマ		6面 メン		320,000		円 エン		224,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(2面)、60ｲﾝﾁ(2面)、42ｲﾝﾁ(2面)				南流山 ミナミナガレヤマ		1面 メン		40,000		円 エン		28,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン

				新橋 シンバシ		3面 メン		170,000		円 エン		119,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(2面)、42ｲﾝﾁ(1面)												0						常
磐
線 ツネ バン セン		北千住 キタセンジュ		2面 メン		100,000		円 エン		70,000		円 エン		60ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面)

				有楽町 ユウラクチョウ		1面 メン		100,000		円 エン		70,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面)				保土ヶ谷 ホドガヤ		2面 メン		60,000		円 エン		42,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面) メン メン				亀有 カメアリ		1面 メン		40,000		円 エン		28,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン

				神田 カンダ		2面 メン		100,000		円 エン		70,000		円 エン		60ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面) メン メン				東戸塚 ヒガシトツカ		3面 メン		110,000		円 エン		77,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(2面)、42ｲﾝﾁ(1面)				金町 カナマチ		3面 メン		80,000		円 エン		56,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(2面)

				秋葉原 アキハバラ		6面 メン		150,000		円 エン		105,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面)、49ｲﾝﾁ(4面)、32ｲﾝﾁ(1面) メン メン				戸塚 トツカ		2面 メン		100,000		円 エン		70,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(2面)				南柏 ミナミカシワ		1面 メン		40,000		円 エン		28,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン

				御徒町 オカチマチ		1面 メン		60,000		円 エン		42,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン				藤沢 フジサワ		3面 メン		130,000		円 エン		91,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(2面)、42ｲﾝﾁ(1面)				柏 カシワ		4面 メン		200,000		円 エン		140,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(3面)、42ｲﾝﾁ(1面)

				日暮里 ニッポリ		3面 メン		200,000		円 エン		140,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(3面) メン				茅ケ崎 チガサキ		1面 メン		50,000		円 エン		35,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン		総
武
線 ソウ ム セン		両国 リョウゴク		1面 メン		40,000		円 エン		28,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン

				西日暮里 ニシニッポリ		2面 メン		90,000		円 エン		63,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面) メン メン				平塚 ヒラツカ		3面 メン		90,000		円 エン		63,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(2面)、42ｲﾝﾁ(1面) メン				錦糸町 キンシチョウ		5面 メン		150,000		円 エン		105,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(3面)、32ｲﾝﾁ(2面)

				田端 タバタ		2面 メン		90,000		円 エン		63,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面) メン メン		南
武
・
横
浜
線 ミナミ ム ヨコ ヒン セン		武蔵小杉 ムサシコスギ		2面 メン		110,000		円 エン		77,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(2面) メン				亀戸 カメイド		1面 メン		40,000		円 エン		28,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン

				駒込 コマゴメ		2面 メン		90,000		円 エン		63,000		円 エン		60ｲﾝﾁ(1面)、32ｲﾝﾁ(1面) メン メン				武蔵中原 ムサシナカハラ		1面 メン		40,000		円 エン		28,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン				小岩 コイワ		2面 メン		60,000		円 エン		42,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面)

				巣鴨 スガモ		2面 メン		130,000		円 エン		91,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面)、55ｲﾝﾁ(1面) メン メン				武蔵新城 ムサシシンジョウ		1面 メン		40,000		円 エン		28,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン				市川 イチカワ		1面 メン		50,000		円 エン		35,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン

				大塚 オオツカ		1面 メン		60,000		円 エン		42,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン				武蔵溝ノ口 ムサシミゾ クチ		2面 メン		80,000		円 エン		56,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面) メン メン				本八幡 モト ハチマン		1面 メン		40,000		円 エン		28,000		円 エン		60ｲﾝﾁ(1面)

				目白 メジロ		1面 メン		60,000		円 エン		42,000		円 エン		60ｲﾝﾁ(1面) メン				登戸 ノボリト		1面 メン		60,000		円 エン		42,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン				下総中山 シモウサナカヤマ		1面 メン		30,000		円 エン		21,000		円 エン		60ｲﾝﾁ(1面)

				高田馬場 タカダノババ		3面 メン		240,000		円 エン		168,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(2面)、42ｲﾝﾁ(1面) メン メン				菊名 キクナ		1面 メン		40,000		円 エン		28,000		円 エン		55ｲﾝﾁ(1面) メン				西船橋 ニシフナバシ		1面 メン		50,000		円 エン		35,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン

				水道橋 スイドウバシ		2面 メン		140,000		円 エン		98,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(2面) メン				鴨居 カモイ		1面 メン		40,000		円 エン		28,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン				船橋 フナバシ		3面 メン		110,000		円 エン		77,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面)、60ｲﾝﾁ(1面)、55ｲﾝﾁ(1面)

				飯田橋 イイダバシ		1面 メン		60,000		円 エン		42,000		円 エン		60ｲﾝﾁ(1面) メン				十日市場 トオカイチバ		1面 メン		40,000		円 エン		28,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン				幕張本郷 マクハリホンゴウ		1面 メン		40,000		円 エン		28,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン

				市ケ谷 イチガヤ		1面 メン		60,000		円 エン		42,000		円 エン		60ｲﾝﾁ(1面) メン				町田 マチダ		1面 メン		50,000		円 エン		35,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン				稲毛 イナゲ		2面 メン		60,000		円 エン		42,000		円 エン		60ｲﾝﾁ(1面)、32ｲﾝﾁ(1面)

				四ツ谷 ヨ ヤ		3面 メン		190,000		円 エン		133,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(2面)、42ｲﾝﾁ(1面) メン メン				淵野辺 フチノベ		2面 メン		60,000		円 エン		42,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面) メン メン				西千葉 ニシチバ		1面 メン		40,000		円 エン		28,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面)

				信濃町 シナノマチ		1面 メン		60,000		円 エン		42,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面)				相模原 サガミハラ		1面 メン		40,000		円 エン		28,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン		京
葉
線 キョウ パ セン		新木場 シンキバ		2面 メン		80,000		円 エン		56,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(2面) メン

		中
央
線		大久保 オオクボ		1面 メン		40,000		円 エン		28,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン				橋本 ハシモト		3面 メン		80,000		円 エン		56,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面)、60ｲﾝﾁ(1面)、32ｲﾝﾁ(1面)				新浦安 シンウラヤス		1面 メン		40,000		円 エン		28,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面)

				中野 ナカノ		1面 メン		50,000		円 エン		35,000		円 エン		60ｲﾝﾁ(1面) メン		京
浜		王子 オウジ		2面 メン		50,000		円 エン		35,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面)、32ｲﾝﾁ(1面)				稲毛海岸 イナゲカイガン		1面 メン		40,000		円 エン		28,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン

				高円寺 コウエンジ		1面 メン		40,000		円 エン		28,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン				赤羽 アカバネ		5面 メン		180,000		円 エン		126,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(3面)、42ｲﾝﾁ(2面)

				西荻窪 ニシオギクボ		1面 メン		40,000		円 エン		28,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン				川口 カワグチ		3面 メン		100,000		円 エン		70,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面)、55ｲﾝﾁ(1面)、32ｲﾝﾁ(1面)

				三鷹 ミタカ		1面 メン		60,000		円 エン		42,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン





								月数 ツキスウ		1

								割引率 ワリビキ リツ		30%





















































































Jリテ単駅(改) (計算式無し) (2)

		駅名 エキメイ				面数 メン スウ		広告料金
(1枠当り) コウコク リョウキン ワク ア				特価
(50%オフ) トッカ				設置詳細 セッチ ショウサイ		駅名 エキメイ				面数 メン スウ		広告料金
(1枠当り) コウコク リョウキン ワク ア				特価
(50%オフ) トッカ				設置詳細 セッチ ショウサイ		駅名 エキメイ				面数 メン スウ		広告料金
(1枠当り) コウコク リョウキン ワク ア				特価
(50%オフ) トッカ				設置詳細 セッチ ショウサイ

		大
タ
┃
ミ
ナ
ル ダイ		新宿 シンジュク		15面 メン		900,000		円 エン		450,000		円 エン		80ｲﾝﾁ(1面)、70ｲﾝﾁ(3面)、60ｲﾝﾁ(1面)、
55ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(4面)、32ｲﾝﾁ(5面)		中
央
線		武蔵境 ムサシサカイ		1面 メン		50,000		円 エン		20,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン		京
浜
東
北
線		西川口 ニシ カワグチ		2面 メン		70,000		円 エン		30,000		円 エン		55ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面)

																				武蔵小金井 ムサシコガネイ		1面 メン		50,000		円 エン		20,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン				蕨 ワラビ		3面 メン		80,000		円 エン		40,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(2面)

				品川 シナガワ		11面 メン		630,000		円 エン		310,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(3面)、55ｲﾝﾁ(4面)、42ｲﾝﾁ(2面)、
32ｲﾝﾁ(2面)				国分寺 コクブンジ		3面 メン		120,000		円 エン		60,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(2面)、32ｲﾝﾁ(1面)				南浦和 ミナミウラワ		2面 メン		70,000		円 エン		30,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面) メン メン

																				国立 クニタチ		1面 メン		50,000		円 エン		20,000		円 エン		60ｲﾝﾁ(1面) メン				与野 ヨノ		1面 メン		40,000		円 エン		20,000		円 エン		60ｲﾝﾁ(1面) メン

				東京 トウキョウ		20面 メン		810,000		円 エン		400,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(6面)、60ｲﾝﾁ(4面)、55ｲﾝﾁ(1面)、
42ｲﾝﾁ(2面)、32ｲﾝﾁ(6面)、24ｲﾝﾁ(1面)				立川 タチカワ		4面 メン		150,000		円 エン		70,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面)、60ｲﾝﾁ(1面)、55ｲﾝﾁ(2面)		宇
都
宮
線 サカイ ト ミヤ セン		浦和 ウラワ		2面 メン		80,000		円 エン		40,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面) メン

																				八王子 ハチオウジ		5面 メン		190,000		円 エン		90,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(2面)、42ｲﾝﾁ(1面)、32ｲﾝﾁ(2面)				さいたま新都心 シントシン		1面 メン		50,000		円 エン		20,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン

				池袋 イケブクロ		11面 メン		590,000		円 エン		290,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(4面)、60ｲﾝﾁ(2面)、55ｲﾝﾁ(1面)、
42ｲﾝﾁ(1面)、32ｲﾝﾁ(3面)				西八王子 ニシハチオウジ		2面 メン		60,000		円 エン		30,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面)				大宮 オオミヤ		12面 メン		370,000		円 エン		180,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(5面)、55ｲﾝﾁ(2面)、42ｲﾝﾁ(2面)、
32ｲﾝﾁ(3面)

																		京
浜
東
北
線		大井町 オオイマチ		3面 メン		140,000		円 エン		70,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(3面)

				上野 ウエノ		13面 メン		780,000		円 エン		390,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(8面)、60ｲﾝﾁ(2面)、55インチ(2面)、
42ｲﾝﾁ(1面) メン				大森 オオモリ		3面 メン		110,000		円 エン		50,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面)、60ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面)				東大宮 ヒガシオオミヤ		1面 メン		40,000		円 エン		20,000		円 エン		60ｲﾝﾁ(1面) メン

																				蒲田 カマタ		2面 メン		90,000		円 エン		40,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面)、60ｲﾝﾁ(1面)				蓮田 ハスダ		1面 メン		40,000		円 エン		20,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン

		山
手
線
内		原宿 ハラジュク		1面 メン		80,000		円 エン		40,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面)				川崎 カワサキ		2面 メン		130,000		円 エン		60,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面)、55ｲﾝﾁ(1面) メン メン				久喜 クキ		1面 メン		40,000		円 エン		20,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン

				渋谷 シブヤ		5面 メン		400,000		円 エン		200,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(2面)、60ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(2面)				鶴見 ツルミ		1面 メン		40,000		円 エン		20,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン		高
崎
線 コウ ザキ セン		上尾 アゲオ		2面 メン		50,000		円 エン		20,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面)、32ｲﾝﾁ(1面) メン メン

				恵比寿 エビス		2面 メン		130,000		円 エン		60,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(2面) メン				東神奈川 ヒガシカナガワ		1面 メン		40,000		円 エン		20,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン				熊谷 クマガヤ		1面 メン		40,000		円 エン		20,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン

				目黒 メグロ		1面 メン		60,000		円 エン		30,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン				石川町 イシカワチョウ		1面 メン		40,000		円 エン		20,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン		武
蔵
野
線 タケシ グラ ヤ セン		北朝霞 キタアサカ		1面 メン		40,000		円 エン		20,000		円 エン		55ｲﾝﾁ(1面) メン

				五反田 ゴタンダ		2面 メン		130,000		円 エン		60,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面) メン メン				磯子 イソゴ		1面 メン		40,000		円 エン		20,000		円 エン		55ｲﾝﾁ(1面) メン				東浦和 ヒガシウラワ		1面 メン		40,000		円 エン		20,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン

				大崎 オオサキ		4面 メン		260,000		円 エン		130,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(2面)、55ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面)				新杉田 シンスギタ		1面 メン		40,000		円 エン		20,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン				東川口 ヒガシ カワグチ		1面 メン		40,000		円 エン		20,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン

				田町 タマチ		2面 メン		100,000		円 エン		50,000		円 エン		55ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面)		東
海
道
線
・
横
須
賀
線 ヒガシ カイ ミチ セン ヨコ ス ヨロコブ セン		新川崎 シンカワサキ		1面 メン		40,000		円 エン		20,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン				南越谷 ミナミコシガヤ		1面 メン		50,000		円 エン		20,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン

				浜松町 ハママツチョウ		3面 メン		180,000		円 エン		90,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面)、60ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面)				横浜 ヨコハマ		6面 メン		320,000		円 エン		160,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(2面)、60ｲﾝﾁ(2面)、42ｲﾝﾁ(2面)				南流山 ミナミナガレヤマ		1面 メン		40,000		円 エン		20,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン

				新橋 シンバシ		4面 メン		220,000		円 エン		110,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(2面)、42ｲﾝﾁ(2面)																		常
磐
線 ツネ バン セン		北千住 キタセンジュ		2面 メン		100,000		円 エン		50,000		円 エン		60ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面)

				有楽町 ユウラクチョウ		1面 メン		100,000		円 エン		50,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面)				保土ヶ谷 ホドガヤ		2面 メン		60,000		円 エン		30,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面) メン メン				亀有 カメアリ		1面 メン		40,000		円 エン		20,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン

				神田 カンダ		2面 メン		100,000		円 エン		50,000		円 エン		60ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面) メン メン				東戸塚 ヒガシトツカ		3面 メン		110,000		円 エン		50,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(2面)、42ｲﾝﾁ(1面)				金町 カナマチ		3面 メン		80,000		円 エン		40,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(2面)

				秋葉原 アキハバラ		6面 メン		150,000		円 エン		70,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面)、49ｲﾝﾁ(4面)、32ｲﾝﾁ(1面) メン メン				戸塚 トツカ		2面 メン		100,000		円 エン		50,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(2面)				南柏 ミナミカシワ		1面 メン		40,000		円 エン		20,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン

				御徒町 オカチマチ		1面 メン		60,000		円 エン		30,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン				藤沢 フジサワ		3面 メン		130,000		円 エン		60,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(2面)、42ｲﾝﾁ(1面)				柏 カシワ		4面 メン		200,000		円 エン		100,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(3面)、42ｲﾝﾁ(1面)

				日暮里 ニッポリ		3面 メン		200,000		円 エン		100,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(3面) メン				茅ケ崎 チガサキ		1面 メン		50,000		円 エン		20,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン		総
武
線 ソウ ム セン		両国 リョウゴク		1面 メン		40,000		円 エン		20,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン

				西日暮里 ニシニッポリ		2面 メン		90,000		円 エン		40,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面) メン メン				平塚 ヒラツカ		3面 メン		90,000		円 エン		40,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(2面)、42ｲﾝﾁ(1面) メン				錦糸町 キンシチョウ		5面 メン		150,000		円 エン		70,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(3面)、32ｲﾝﾁ(2面)

				田端 タバタ		2面 メン		90,000		円 エン		40,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面) メン メン		南
武
・
横
浜
線 ミナミ ム ヨコ ヒン セン		武蔵小杉 ムサシコスギ		2面 メン		110,000		円 エン		50,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(2面) メン				亀戸 カメイド		1面 メン		40,000		円 エン		20,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン

				駒込 コマゴメ		2面 メン		90,000		円 エン		40,000		円 エン		60ｲﾝﾁ(1面)、32ｲﾝﾁ(1面) メン メン				武蔵中原 ムサシナカハラ		1面 メン		40,000		円 エン		20,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン				小岩 コイワ		2面 メン		60,000		円 エン		30,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面)

				巣鴨 スガモ		2面 メン		130,000		円 エン		60,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面)、55ｲﾝﾁ(1面) メン メン				武蔵新城 ムサシシンジョウ		1面 メン		40,000		円 エン		20,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン				市川 イチカワ		1面 メン		50,000		円 エン		20,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン

				大塚 オオツカ		1面 メン		60,000		円 エン		30,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン				武蔵溝ノ口 ムサシミゾ クチ		2面 メン		80,000		円 エン		40,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面) メン メン				本八幡 モト ハチマン		1面 メン		40,000		円 エン		20,000		円 エン		60ｲﾝﾁ(1面)

				目白 メジロ		1面 メン		60,000		円 エン		30,000		円 エン		60ｲﾝﾁ(1面) メン				登戸 ノボリト		1面 メン		60,000		円 エン		30,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン				下総中山 シモウサナカヤマ		2面 メン		60,000		円 エン		30,000		円 エン		60ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面)

				高田馬場 タカダノババ		3面 メン		240,000		円 エン		120,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(2面)、42ｲﾝﾁ(1面) メン メン				菊名 キクナ		1面 メン		40,000		円 エン		20,000		円 エン		55ｲﾝﾁ(1面) メン				西船橋 ニシフナバシ		1面 メン		50,000		円 エン		20,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン

				水道橋 スイドウバシ		2面 メン		140,000		円 エン		70,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(2面) メン				鴨居 カモイ		1面 メン		40,000		円 エン		20,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン				船橋 フナバシ		3面 メン		110,000		円 エン		50,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面)、60ｲﾝﾁ(1面)、55ｲﾝﾁ(1面)

				飯田橋 イイダバシ		1面 メン		60,000		円 エン		30,000		円 エン		60ｲﾝﾁ(1面) メン				十日市場 トオカイチバ		1面 メン		40,000		円 エン		20,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン				幕張本郷 マクハリホンゴウ		1面 メン		40,000		円 エン		20,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン

				市ケ谷 イチガヤ		1面 メン		60,000		円 エン		30,000		円 エン		60ｲﾝﾁ(1面) メン				町田 マチダ		1面 メン		50,000		円 エン		20,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン				稲毛 イナゲ		2面 メン		60,000		円 エン		30,000		円 エン		60ｲﾝﾁ(1面)、32ｲﾝﾁ(1面)

				四ツ谷 ヨ ヤ		3面 メン		190,000		円 エン		90,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(2面)、42ｲﾝﾁ(1面) メン メン				淵野辺 フチノベ		2面 メン		60,000		円 エン		30,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面) メン メン				西千葉 ニシチバ		1面 メン		40,000		円 エン		20,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面)

				信濃町 シナノマチ		1面 メン		60,000		円 エン		30,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面)				相模原 サガミハラ		1面 メン		40,000		円 エン		20,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン		京
葉
線 キョウ パ セン		新木場 シンキバ		2面 メン		80,000		円 エン		40,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(2面) メン

		中
央
線		大久保 オオクボ		1面 メン		40,000		円 エン		20,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン				橋本 ハシモト		3面 メン		80,000		円 エン		40,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面)、60ｲﾝﾁ(1面)、32ｲﾝﾁ(1面)				新浦安 シンウラヤス		1面 メン		40,000		円 エン		20,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面)

				中野 ナカノ		1面 メン		50,000		円 エン		20,000		円 エン		60ｲﾝﾁ(1面) メン		京
浜		王子 オウジ		2面 メン		50,000		円 エン		20,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面)、32ｲﾝﾁ(1面)				稲毛海岸 イナゲカイガン		1面 メン		40,000		円 エン		20,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン

				高円寺 コウエンジ		1面 メン		40,000		円 エン		20,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン				赤羽 アカバネ		5面 メン		180,000		円 エン		90,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(3面)、42ｲﾝﾁ(2面)				蘇我 ソガ		1面 メン		40,000		円 エン		20,000		円 エン		55ｲﾝﾁ(1面) メン

				西荻窪 ニシオギクボ		1面 メン		40,000		円 エン		20,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン				川口 カワグチ		4面 メン		120,000		円 エン		60,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面)、55ｲﾝﾁ(1面)、32ｲﾝﾁ(2面)

				三鷹 ミタカ		1面 メン		60,000		円 エン		30,000		円 エン		70ｲﾝﾁ(1面) メン
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キャンペーン実施期間
2021年9月～11月 NEW!NewDaysビジョン スペシャル(貸切) プラン

★9-11月のNewDaysビジョンスペシャル(貸切)ビジョンを1枠30%OFFで販売します！

★ご利用期間中、常に広告主様のコンテンツのみを放映いたします。(放映時間：6時～24時）

30%
OFF

媒体名 駅数 面数 放映期間 秒数 放映枠数
NewDaysビジョン 5駅 14面 1週間 15秒 1枠

＜対象エリア＞

245,000～525,000円 (定価 350,000～750,000円)【特別価格】
※税別価格です

JR新宿駅南口 JR新宿駅東西自由通路 JR東京駅八重洲南改札 JR品川駅北改札 JR上野駅中央改札 JR恵比寿駅西口



サイズ（タテ×ヨコ） 掲出駅数 掲出面数 掲出期間
1.17×1.60（ｍ）

[B0サイズ] 21駅 21面 1カ月

山手ネットワークセットボード2021年11月

NO 駅 設置箇所 備考

1 東京 中央通路

2 有楽町 中央口

3 新橋 土橋改札内 駅改良工事中

4 品川 中央改札内

5 大崎 橋上本屋口

6 秋葉原 1Fコンコース

7 上野 不忍口

8 鶯谷 本屋口

9 池袋 4-8通路

10 駒込 東口

11 目黒 連絡地下道

12 恵比寿 本屋口

13 渋谷 外回りホーム 2022年下期工事支障予定

14 原宿 橋上本屋口

15 新宿 東口1階

16 高田馬場 本屋口

17 水道橋 A口

18 市ヶ谷 本屋口

19 四ツ谷 地下鉄口

20 信濃町 本屋口

21 代々木 北口通路

キャンペーン実施期間
2021年11月

30%
OFF 1,750,000円

【特別価格】

※税別価格です

(定価2,500,000円)

★山手線主要駅21駅にB0ポスターを21面掲出頂けます。

9月30日UP



サイズ（タテ×ヨコ） 掲出駅数 掲出面数 掲出期間

1.85×2.40（ｍ） 39駅 45面 1カ月

EAST JAPAN MARKETING & COMMUNICATIONS,INC

NO 駅 設置箇所 備考
1 東京 八重洲北口
2 水道橋 本屋口
3 市ヶ谷 ホ－ム
4 四ッ谷 本屋口
5 代々木 第3ホ－ム
6 新宿 第4ホーム
7 中野 第4ホーム
8 高円寺 風防壁
9 阿佐ヶ谷 風防壁
10 西荻窪 風防壁
11 吉祥寺 快速上り前
12 三鷹 快速線前
13 国分寺 本屋口
14 立川 青梅ホ－ム
15 錦糸町 地下道
16 新小岩 ホーム階段
17 市川 ホーム階段
18 西船橋 連絡通路
19 船橋 ホーム階段
20 津田沼 本屋改札内
21 稲毛 本屋改札内
22 千葉 3F本屋改札外
23 東京 第4ホーム
24 新橋 地下１階
25 品川 中央改札内
26 川崎 列車ホーム
27 横浜 北口改札内
28 戸塚 下りホーム
29 大船 第2ホーム
30 藤沢 橋上本屋
31 茅ヶ崎 橋上本屋
32 平塚 橋上本屋
33 大崎 橋上本屋口 2021年下期度工事支障予定
34 恵比寿 東口
35 渋谷 北口
36 新宿 第1ホーム
37 池袋 下りホーム
38 池袋 下りホーム
39 赤羽 埼京下り側
40 武蔵浦和 ホーム
41 武蔵浦和 上りホーム
42 武蔵浦和 下りホーム
43 与野本町 ホーム
44 大宮 埼京上り線
45 大宮 埼京下り線

首都圏ターミナルセットボード2021年11月
キャンペーン実施期間

2021年11月

30%
OFF 5,600,000円

【特別価格】

※税別価格です

(定価 8,000,000円)

★中央・総武・東海道・埼京線の主要駅にまとめて掲出頂けます
★山手線エリア・横浜・大宮・千葉など広範囲でPRが可能です

9月30日UP



お問い合わせ

株式会社はとバスエージェンシー
〒143‐8512 東京都大田区平和島5丁目4番1号

コミュニケーションデザイン事業部
TEL：03-3298-5572

ad-all@hatobusagency.co.jp
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