
JR東日本 × Osaka Metro

『J・ADビジョン Osaka Metroネットワークセット』 2社共同ネットワーク商品 2019/12/23

２０１９年度 首都圏・大阪圏の2大都市圏で構成される「2社共同ネットワークセット」です。
合計481面のデジタルサイネージネットワークで広範囲に訴求することができます！！

首都圏大阪圏

J･ADビジョン（各駅、ｲﾒｰｼﾞ）

なかもず駅

淀屋橋駅

東梅田駅

なんば駅

本町駅

Osaka Metro
ネットワークビジョン
（各駅、ｲﾒｰｼﾞ）

媒体名 対象媒体 設置場所 画面仕様 エリア 設置面数 放映秒数/枠 販売枠数 ロール 期間 開始日
掲出料金
（税別）

J・ADビジョン
Osaka Metro

ネットワークセット

Ｊ･ＡＤビジョン
ステーション

ネットワークセット

新宿、渋谷、東京、秋葉原、品川、上野、
赤羽、池袋、巣鴨、恵比寿、大宮、浦和、
横浜、桜木町、吉祥寺、八王子、国分寺、
三鷹、船橋、西武鉄道高田馬場

90インチ

25エリア 232面

15秒 最大4枠 各駅6分 1週間 月 3,300,000円

70インチ

65インチ

60インチ

52インチ

Osaka Metro
ネットワークビジョン

新大阪、梅田、淀屋橋、本町、なんば、
天王寺、なかもず、東梅田、天満橋、
谷町四丁目、肥後橋、谷町九丁目、北浜、日
本橋、

55インチ 14エリア 249面

※枠数は販売状況により変動いたします。事前に必ずお問い合わせください。
※各エリアの「デジタルサイネージ」により仕様が異なりますのでご注意ください。

●放映時間 5：00～24：00（19時間）
●意匠審査 事前に媒体各社による意匠審査がございます。審査には2～3日を要します。
●掲出形態 静止画（JPG）または動画（WMV9）※音声無
●納品 完全データ納品
●納品期限 掲出開始の7営業日前16時迄

※GW、お盆期間、SW、年末年始は通常より早い納品となる場合があります。

●申込方法 随時申込。
●最低保証回数 最低保証放映回数は、延べ放映回数の90％稼働時の回数とします。
●掲出規制 葬祭業、避妊具および生理用品は掲出できません。
●備考 ・放映設備・システム上の理由により、放映が一時的に中断されたり

・放映不能になることがありますのでご了承ください。
放映内容は１申込につき、１商材を基本とします。

・特殊放映をご希望の場合は、別途オプション料金が発生いたします。

2020.1.13～放映開始分



JR東日本 × Osaka Metro

『J・ADビジョン Osaka Metroネットワークセット』 2社共同ネットワーク商品

（参考）Ｊ･ＡＤビジョン ステーションネットワーク ：ＪＲ東日本交通広告

●放映時間・放映回数 Ｊ･ＡＤビジョン 5：00 ～24：00 （19時間）・約1,200回/週

●ロール秒数 Ｊ･ＡＤビジョン 各駅6分ﾛｰﾙ

●放映面数 Ｊ･ＡＤビジョン ｽﾃｰｼｮﾝﾈｯﾄﾜｰｸｾｯﾄ 20駅25ｴﾘｱ232面

●意匠種別 静止画（ＪＰＧ）または動画（ＷＭＶ9）

【2019年度ステーションネットワークセット商品一覧】

商品名 駅 場所 柱数 面数 放映開始日 期間 秒数

池袋駅中央通路 池袋駅 中央通路 6 18

月曜日 7日間 15秒

新宿駅東口

新宿駅

東口 2 8

新宿駅南口 南口 2 8

新宿駅甲州街道改札 甲州街道改札 2 8

渋谷駅ハチ公改札 渋谷駅 ハチ公改札 2 8

東京駅丸の内地下連絡通路
東京駅

丸の内地下連絡通路 5 9

東京駅京葉通路 京葉通路 5 10

秋葉原駅新電気街口
秋葉原駅

電気街口 4 16

秋葉原駅中央改札口 中央改札口 2 7

品川駅中央改札内 品川駅 中央改札内 2 8

恵比寿駅西口 恵比寿駅 西口 3 8

上野駅公園改札内 上野駅 公園口通路 - 6

赤羽駅北改札内 赤羽駅 北改札内 4 8

巣鴨駅改札外 巣鴨駅 改札外 3 6

吉祥寺駅南北自由通路 吉祥寺駅 南北自由通路 6 12

八王子セット
八王子駅・

三鷹駅・国分寺駅
－ － 11

横浜駅セット 横浜駅
中央通路・
南改札内

5・8 5・16

桜木町駅セット 桜木町駅 北改札・南改札 4・2 7・4

浦和駅改札口 浦和駅 改札口 4 8

大宮駅中央改札セット 大宮駅 中央改札 6 11

船橋駅改札外セット 船橋駅 改札外 4 4

高田馬場駅スマイル・ステーションビジョン 西武鉄道高田馬場駅 早稲田口 7 26 ※20駅25エリア



JR東日本 × Osaka Metro

『J・ADビジョン Osaka Metroネットワークセット』 2社共同ネットワーク商品

●放映時間・放映保証 5：00 ～24：00 （19時間）・稼動保証：90％

●ロール秒数 各駅6分ﾛｰﾙ

●放映面数 14駅20ｴﾘｱ249面

●意匠種別 静止画（ＪＰＧ）または動画（mpeg,mpg,wmv,avi,mp4）

【2019年度Osaka Metroネットワークビジョン商品一覧】

駅 場所 柱数 面数 放映開始日 期間 秒数

新大阪駅
北改札 5 7

月曜日 7日間 15秒

中改札 4 10

梅田駅 下りホーム 12 23

淀屋橋駅 北改札 10 28

本町駅
北改札 3 3

南改札内 5 10

なんば駅 なんばウォーク前 11 44

天王寺駅
西改札 8 22

東改札 7 17

なかもず駅 改札外通路 7 14

東梅田駅 コンコース通路 14 28

天満橋駅
北改札 5 10

南改札内 2 2

谷町四丁目駅 北改札 3 6

谷町九丁目駅 中改札 5 5

肥後橋駅 北改札 3 6

北浜駅
京阪方面 2 2

北改札 3 3

日本橋駅
東改札 1 1

中南改札 4 8
※14駅20エリア

（参考）Osaka Metroネットワークビジョン



JR東日本 × Osaka Metro

『J・ADビジョン Osaka Metroネットワークセット』 2社共同ネットワーク商品

モニター費用／実費
(近・遠景 各1枚)

全エリア撮影時費用／実費
(近・遠景 各1枚)

東日本エリア
(ｼﾞｪｲｱｰﾙ東日本企画)

1エリア2,600円
※1エリア1枚あたり1,300円にて対応も可能。

65,000円
（2,600円×25エリア）

※1エリア1枚・合計32,500円にて対応も可能。

大阪エリア
(大阪メトロサービス)

お取扱いしておりません。
お取扱いしておりません。

■モニター撮影について

■特殊放映について

※上記パターンの場合、変更エリア数に関わらず上記料金となります。
※駅ごとに素材を変更する場合も追加費用は0円です。
※実施時期・エリアによって対応できない場合もございます。
※入稿データは通常の入稿日までにご手配ください。
※上記料金は1期15秒1枠を想定した料金となります。

※モニター写真をご希望の場合は、申込時に合わせてご発注ください。
同時に発注が出来ない場合は、放映開始7営業日前までにはご発注ください。これ以降は、お受けできないことがございますのでご了承ください。

※エリアによってお受けできる最小納品枚数が異なりますのでご注意ください。
※モニター写真の納品は、放映週の木曜日以降となります。
※原則静止画のみでの撮影となります。
※年末年始など時期によっては対応できない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※撮影枚数やカット指定がございます場合は事前にご相談ください。なお対応ができない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

面別放映 時間別放映 曜日別放映 ロール別放映 静止画の結合
期間中の
放映停止

可
（2種類まで）

可
（5種類まで）

可
（7種類まで）

不可
可

（5種類まで）
可

【手数料】 追加⑴素材につき 5,000円（税別）

■入稿遅延・放映期間中の放映停止について

入稿遅延：放映開始7営業日前を過ぎる場合、入稿遅延費が発生します。(遅延費：625,000円/実費)
入稿タイミングによっては、指定の放映開始日に間に合わないこともあります。

放映停止：放映開始後、緊急的に放映を停止、あるいは素材を差し替える場合は、緊急伝送費が発生します。
(緊急伝送費：755,000円/実費)

※入稿遅延、放映停止がある場合は、事前にお知らせください。



JR東日本 × Osaka Metro

『J・ADビジョン Osaka Metroネットワークセット』 2社共同ネットワーク商品

■注意点

■納品データ仕様について（東日本エリア）

[ファイル形式] フォーマット ：WMV9（Windows Media Video形式）
ＣＢＲ（固定ビットレート）

ｴﾝｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾚｰﾄ ：4.5Mbps～5.0Mbps
フレームレート：29.97fps
エンコード方法：2パスエンコード
サンプルサイズ：24bit

※前後にアクションつながりの画は必要ありません。
※音声Pidは付加せずに制作ください。
※WMV9以外の素材（WMV V9、WMV9 advanced profileなど）の場合

放映ができません。

[ファイル名称] 「 露出開始月日 / 広告主略称 / 素材番号 .WMV 」で名称を付けてください。
例：7月1日開始で、広告主がJ Rデジタルサイネージの場合「 0701JRDS1.WMV」

※ファイル名称は半角英数字で、日本語不可です。
※データに不備があった場合は、お受けできませんので入稿前に再度チェックをお願いします。

各エリアのデジタルサイネージの仕様が異なるため、それぞれの入稿データをご用意ください。

【放映イメージ】

【入稿イメージ】

画像の頭を反時計まわりに90°回転
したデータで納品ください。

「動画」納品素材解像度 : H 720 ×W1280
(16：9素材)

1280ピクセ
ル

720
ピクセル

※納品期限は、原則、放映開始日が含まれる週の月曜日より7営業日前 １6時までとします。（媒体各社の意匠審査を終了していること）

※大型連休や年末年始等のスケジュールにより、納品期日が前倒しとなる場合がございます。事前に御確認ください。

※原則、1週間15秒1枠にて、「1素材」の放映といたします。
・特殊な放映パターンなどをご希望の場合は、別途オプション料金が発生いたします。事前にお問い合わせください。
・全ての素材について放映素材納品日までに、媒体各社の意匠審査が必要となります。
・全体の審査回答には、２営業日程度を目安としてください。案件によってはそれ以上お時間を頂く場合もございますので予めご了承ください。
・放映期間中の放映素材変更や中止をする場合、素材納品日に間に合わなかった場合は、別途規定の料金がかかります。お問い合わせください。
・放映機器の物理的限界や、駅による規制などがございますので、必ず事前にご相談ください。

「静止画」納品素材解像度 : H 1080 ×W1920
(16：9素材)

【放映イメージ】

【入稿イメージ】

画像の頭を反時計まわりに90°回転
したデータで納品ください。

1920ピクセ
ル

1080
ピクセル

※制作原稿の向きにご注意ください。横向き（上を左）に直してご入稿ください。

[ ファイル形式 ] JPEG （色形式：ＲＧＢカラー形式)

[  容 量 ] 1素材 1Mbyte 前後

[ ファイル名称 ]  「 露出開始月日 / 広告主略称 / 素材番号 .jpg 」で名称を付けてください。

例：7月1日開始で、広告主がJ Rデジタルサイネージの場合「 0701JRDS1.JPG 」

※ファイル名称は半角英数字で、日本語不可です。

※データに不備があった場合は、お受けできませんので入稿前に再度チェックをお願いします。

[放 映 意 匠 数 ] 原則、15秒/1枠につき1素材のみの放映

「動画」 「静止画」

※制作原稿の向きにご注意ください。横向き（上を左）に直してご入稿ください。



※原則、1週間15秒1枠にて、「1素材」の放映といたします。
・特殊な放映パターンなどをご希望の場合は、別途オプション料金が発生いたします。事前にお問い合わせください。
・全ての素材について放映素材納品日までに、媒体各社の意匠審査が必要となります。
・全体の審査回答には、２営業日程度を目安としてください。案件によってはそれ以上お時間を頂く場合もございますので予めご了承ください。
・放映期間中の放映素材変更や中止をする場合、素材納品日に間に合わなかった場合は、別途規定の料金がかかります。お問い合わせください。
・放映機器の物理的限界や、駅による規制などがございますので、必ず事前にご相談ください。

JR東日本 × Osaka Metro

『J・ADビジョン Osaka Metroネットワークセット』 2社共同ネットワーク商品

■納品データ仕様について（大阪エリア）

各エリアのデジタルサイネージの仕様が異なるため、それぞれの入稿データをご用意ください。

【放映イメージ】

【入稿イメージ】

画像の頭を反時計まわりに90°回転
したデータで納品ください。

「動画」納品素材解像度 : 最大H 1080 ×W1920 (16：9素材) 「静止画」納品素材解像度 : 最大H 2160 ×W3840(16：9素材)

※放映時の解像度はH 1080 ×W1920 

【放映イメージ】

【入稿イメージ】

画像の頭を反時計まわりに90°回転
したデータで納品ください。

1920ピクセ
ル

1080
ピクセル

※制作原稿の向きにご注意ください。横向き（上を左）に直してご入稿ください。 ※制作原稿の向きにご注意ください。横向き（上を左）に直してご入稿ください。

1080
ピクセル

1920ピクセル

[ファイル形式] フォーマット：mpeg,mpg,wmv,avi,mp4 
映像エンコード：CBR最大値 8Mbpsまで
フレームレート：-30fps
ストリームタイプ：ＮＧ（非対応）

[ファイル名称] 「 露出開始月日 / 広告主略称 / 素材番号 .WMV 」で名称を付けてください。
例：7月1日開始で、広告主が●●●●●●の場合「 0701●●●●●●.WMV」

※データに不備があった場合は、お受けできませんので入稿前に再度チェックをお願いします。

[ 納 品 期 限 ] 原則、放映開始日が含まれる週の月曜日より7営業日前
（媒体各社の意匠審査を終了していること）
※大型連休や年末年始等のスケジュールにより、納品期日が前倒しとなる場合がございます。事前に御確認ください。

[ ファイル形式 ] JPEG

[ カラーモード ]  RGB形式

[ ファイル名称 ]  「 露出開始月日 / 広告主略称 / 素材番号 .jpg 」で名称を付けてください。

例：7月1日開始で、広告主がJ Rデジタルサイネージの場合「 0701JRDS1.JPG 」

※ファイル名称は半角英数字で、日本語不可です。

※データに不備があった場合は、お受けできませんので入稿前に再度チェックをお願いします。

[放 映 意 匠 数 ] 原則、15秒/1枠につき1素材のみの放映

「動画」 「静止画」

■注意点
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『J・ADビジョン Osaka Metroネットワークセット』 2社共同ネットワーク商品

露出時間：５時～２４時

掲出スタート日：月

最低露出保障回数：９０％稼働

入稿期限：7営業日

ロール時間：６分間

ネットワーク枠：最大４枠

秒／枠：１５秒

原稿サイズ（横向き）
○静止画：H 1080× W 1920ピクセル
○動 画：H 720 × W 1280ピクセル

Ｊ･ＡＤビジョン
（東日本エリア）

掲出期間：１週間

ファイル形式
○静止画（ＪＰＧ）
○動画（ＷＭＶ９）

露出時間：5時～２４時

掲出スタート日：月

最低露出保障回数：９０％稼働

入稿期限：7営業日

ロール時間：６分間

ネットワーク枠：最大４枠

秒／枠：１５秒

原稿サイズ（横向き）
○静止画：H2160×W3840ピクセル
○動 画：H1080×W1920ピクセル

Osaka Metroネットワークビジョン
（大阪エリア）

掲出期間：１週間

ファイル形式
○静止画（ＪＰＧ）
○動uni画

（mpeg,mpg,wmv,avi,mp4）

エフェクト：選択有(静止画のみ) エフェクト：なし

※放映枠数については、各社の空き枠状況によるため、
ご希望の際は都度お問い合わせください。

～素材仕様の違いについて～


