
ＪＲ西日本 ＡＤトレイン環状線323系

■ 掲出イメージ

掲出路線 掲出車両 販売単位 商品名 掲出媒体(納品枚数) 掲出期間
掲出料金

（税別）

大阪環状線

（ＪＲゆめ咲線含む）
３２３系 １編成

（８両）

ＡＤトレイン環状線 ３２３系 Ｐ-Ｉ

中づり（150）ドア横（130）、
ドア上・まど上ポスター（280）
ドア横ステッカー（120）

１2日間 2,080,000円

6日間 1,456,000円

ＡＤトレイン環状線 ３２３系 Ｐ-Ｉ

（※WESTビジョン掲出有）

ＷＥＳＴビジョン、中づり（150）
ドア横ポスター（130）、
ドア上・まど上ポスター（280）
ドア横ステッカー（120）

12日間 2,380,000円

6日間 1,607,000円

ＡＤトレイン環状線 ３２３系 Ｐ-Ⅱ
中づり（150）、ドア横ポスター（130）、
ドア上・まど上ポスター（280）

12日間 1,940,000円

6日間 1,358,000円

ＡＤトレイン環状線 ３２３系 Ｐ-Ⅱ

（※WESTビジョン掲出有）

WESTビジョン、中づり（150）、ドア横ポスター
（130）、
ドア上・まど上ポスター（280）

12日間 2,240,000円

6日間 1,508,000円

ＡＤトレイン環状線 ３２３系 ライト

（※WESTビジョン掲出有）

ＷＥＳＴビジョン、中づり（150）
ドア横（130）

12日間 1,284,000円

6日間 938,000円

ＡＤトレイン環状線 ３２３系 ライト

（※WESTビジョン掲出無）
中づり（150）、ドア横（130）

12日間 984,000円

6日間 788,000円

オプション ツインステッカー（60）

12日間 44,000円

6日間 32,000円

●JR西日本による意匠審査がございます。
●JRの事情により、急遽掲出場所や料金が変更になる場合がございます。
●掲出開始日：車両運用との調整により決定
●掲出作業時間：車両運用との調整により決定
●撤去作業時間：車両運用との調整により決定
※車両運行スケジュールの都合上、掲出開始日の前日（掲出作業日）に掲出することがあります。
その場合、中づり、ドア横・ドア上・まど上ポスター等が先行して掲出され、「WESTビジョン」は通常番組の放映となることがあります。

●納品：ポスター・ステッカー・動画素材納品
●納品期限：ポスター・ステッカー納品期限は掲出開始の7営業日前16時迄

※動画素材の入稿期限については、別途お問合せください
●車両点検やトラブルで運行しない日があります。掲出月内で掲出日数の確保に努めますが、やむを得ず日数確保できない場合があります。
●月をまたがる期間設定はご遠慮ください。
●環状線ライトで仕様しない媒体（まど上・ドア上ポスター・ツインステッカー・ドアガラスステッカー）は
他のクライアント様での掲出となります。

●WESTビジョン無の場合は通常CMが放映されます。

JR西日本 1日平均乗降人数（平成23年） 述べ25,301,405人

商品分類 商品名 掲出期間 申込期間 割当発表 随時申込

広告貸切電車 ADトレイン
2020年4月1日(水)

～2021年3月31日(水)

2020年1月10日(金)
～2020年1月17日(金)

AM中
2020年1月31日(金)

2020年2月3日(月)以降
決定優先

■2020年度申込スケジュール

大阪

京橋

天王寺

西九条

桜島■掲出期間

2020/5/28
お問い合わせはこちら

クリック

http://kansaikikaku.ne.jp/contact/
http://kansaikikaku.ne.jp/contact/
http://kansaikikaku.ne.jp/contact/


媒体構成 サイズ
掲出面数・枚数
（１編成合計）

納品枚数

ＷＥＳＴビジョン
１７インチ
（アスペクト比 １６：９）

６４面
（８面×８両）

（ベータカムテープ、ＨＤカムテープ
もしくはデータ※１）

中づり
Ｂ３
（シングル／ワイド）

１２８枚
（シングル換算）

１５０枚（シングル換算） ※2

ドア横ポスター Ｂ３ １０６枚 １３０枚 ※2

ドア上ポスター
縦：２８ｃｍ×横：１０３ｃｍ

９２枚
２８０枚 ※2

まど上ポスター 1４７枚

ドア横ステッカー ※3 縦：１６．５ｃｍ×横：２０ｃｍ ９６枚 １２０枚 ※2

※１ ＷＥＳＴビジョンの放映素材は15秒又は30秒の動画素材で、最大３素材までとします。
放映パターンはロール別・曜日別・時間帯別放映が可能です。（オプション費は不要）
素材入稿仕様は現行の「ＷＥＳＴビジョン」に準じます。
サイズは１９２０×１０８０ｉ（１６：９）、画質に関わるためビットレートは高めでの入稿をお勧めします。

※２ ポスター類で掲出意匠の種類が複数となる場合は、別途お問い合わせください。
※３ ドア横ステッカーの掲出有無は商品にて選択が可能です。
※４ 掲出される1編成（8両）全てのWESTビジョンで広告主の素材のみ放映されます。（業務素材の放映もなし）

静止画をご希望の場合は事前にご相談ください。

■ 媒体の種類・仕様

■ ＡＤトレイン環状線 ３２３系車内の媒体掲出位置図 （中間車/大阪駅停車時）

← 天満方 福島方 →

ドアドア

ドアドア ドア

ドア

凡例
中づり ドア横ポスターまど上ポスター ドア横ステッカードア上ポスター ＷＥＳＴビジョン
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●ドア上ポスター・まど上ポスター

ＪＲ西日本 ＡＤトレイン環状線323系

●中吊（B3シングル）

●中吊（B3ワイド）

●ドア横ポスター

●ドア横ステッカー



●ＡＤトレイン環状線323系 ＷＥＳＴビジョン仕様

放映素材秒数

１５秒、３０秒素材

※その他の秒数はご相談ください。
※静止画は、１素材の表示時間は１５秒か３０秒で選択可能です。その他の秒数はご相談ください。

入稿素材数

３素材まで

※３素材までは追加料金は不要です。

※最大７素材までは入稿可能。

４～７素材までは、別途追加作業費がかかります。

放映パターン
曜日別放映・時間帯別放映 可能

※オプション料金は広告料金に含んでいます。

入稿仕様

通常のWESTビジョンと同じ

データ

入稿期限 放映開始の7営業日前まで

入稿素材の
注意事項

意匠内で固定化して動かない箇所がある場合は、弊社の判断でニュース・天気予報も合わせて放映しま
す。
【放映イメージ】ＣＭ → ニュース（30秒） → ＣＭ → 天気予報（30秒） → ・・・

（理由）
ADトレインでは1社のみの放映であるため、同じ意匠がループして放映されます。意匠内で固定化して
動かない箇所、背景が変わらない箇所などあれば、車内モニターの特性上、画面の焼き付きが発生しま
すので、そのための対処です。ご了承ください。

（意匠内で固定化する箇所の例）
①静止画1枚での放映の場合
②動画でも背景色や文字が動かず固定されている場合

（対処方法例）
①静止画の場合は、意匠の違う最低2素材ご用意いただく
②動画の場合は、最初か最後に黒画面を1秒程度入れていただく
（素材秒数に+1秒で問題ありません）

備考
車両運行により、掲出開始日の前日（掲出作業日）に運行することがあります。その場合、ポスター等
が先行して掲出され、「ＷＥＳＴビジョン」は通常番組の放映となることがあります。

ＪＲ西日本 ＡＤトレイン環状線323系 入稿仕様書



■ ＷＥＳＴビジョン 動画素材入稿仕様 データ

項目 仕様

フォーマット形式 MPEG-2 PS（プログラムストリーム） GOP M=3 N=15  （音声を入れる場合、MPEG-1 Layrer2）

サイズ 1920×1080i（インターレース）

アスペクト比 16:9

フレームレート 29.97 フレーム/秒

サンプリング領域

ビットレート 8Mbps～55Mbps

コンテンツ秒数 放映秒数ジャストで入稿ください。（テープ入稿時の前後3秒の捨てカットは不要です）

214.8mm

381.8mm

ピンク部分：
文字配置
許容領域

5％

5％ 5％ 5％

赤色部分：フレームの陰になるため、文字配置禁止領域
＊映像の記録は必要

ＪＲ西日本 ＡＤトレイン環状線323系 入稿仕様書



■ ＷＥＳＴビジョン 静止画素材入稿仕様

項目 仕様

ファイル形式 ＪＰＥＧ形式（プログレッシブＪＰＥＧは除く）

画像サイズ 1920×1080ピクセル（1000KB以下）

参考
ＩＪＧ（Ｔｈｅ Ｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｔ ＪＰＥＧＧｒｏｕｐ）のライブラリ対応の通常ＪＰＥＧ形式。
ＢａｓｅｌｉｎｅＤＣＴ、ＹＣｂＣｒ＝４：４：４、４：２：２、４：２：０（プログレッシブＪＰＥＧは

除く）

入稿方法
弊社よりデータの回収キーを発行しますので、そのキーよりデータをアップロードください。

他のオンラインストレージでの入稿は不可とします。
※意匠審査は従来と変わらずメール等で審査素材をお送りください。
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