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企画商品一覧
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① デジタル＋駅ネットワークプラン ≪合計：1億2,144万円≫ 販売数 1枠

② デジタル＋車両＋駅ネットワークプラン ≪合計：1億5,314.2万円≫ 販売数 1枠

③ 貸切電車プラン ≪合計：4,928万円≫ 販売数 1枠

④ 中づり両面掲出プラン ≪合計：1億6,388.4万円≫   販売数 1枠

⑤ 車両プラン ≪合計：1億3,094.2万円≫   販売数 1枠

⑥ デジタル＋中づりプラン ≪合計： 1億754.2万円≫     販売数 1枠

⑦ 六本木集中展開 ≪合計：5,023.2万円≫        販売数 1枠

⑧ 新宿集中展開 ≪合計：9,639.6万円≫        販売数 1枠

⑨ プラチナボード パープル ≪合計：4,351万円≫           販売数 1枠
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① デジタル＋駅ネットワークプラン
≪合計：1億2,144万円≫ 販売数 1枠
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＜企画概要＞

デジタルメディアに駅ばりポスターを組み合わせることで躍動感ある展開のほか、車内導線も確保できる商品となります。

東京メトロの主要駅を網羅！

※ サイネージの面数は2019年度時点の数値です。来年度は増設や駅改良工事等により増減する場合がございます。
※ 放映素材の納品締切日は各媒体ごとで異なります。詳細は別途資料をご覧ください。なお、納品期限を過ぎた場合、別途費用がかかります。予めご了承ください。
※ ロール切替などで複数素材を使用される場合は、それぞれの媒体ごとで既定のオプション費用が発生いたします。
※ 駅改良工事等により掲出駅・位置が変更になる場合があります。

＜備考＞
≪合計：￥121,440,000≫

MSVMCV

種類 種別 商品名 掲出期間 掲出駅数 掲出枚数/面数 掲出・放映開始日 広告料金

デジタル
デジタルパッケージ

フル

TMV 30秒/8週間 東京メトロ 全線 15,692面 7/13

￥80,000,000MCV 30秒/8週間 12駅 209面 7/13

MSV 30秒/8週間 6駅 72面 7/13

駅メディア 駅ばりポスター

ターミナルセットA・B 8週間 5駅 B0 36枚 7/13 ￥18,080,000

コンパクト8 8週間 7駅 B0 14枚 7/13 ￥6,960,000

ワイドセットB水 8週間 15駅 B0 36枚 7/15 ￥16,400,000

ワイドセット
TMV
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② デジタル＋車両＋駅ネットワークプラン
≪合計：1億5,314.2万円≫ 販売数 1枠
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＜企画概要＞

※ サイネージの面数は2019年度時点の数値です。来年度は増設や駅改良工事等により増減する場合がございます。
※ 放映素材の納品締切日は各媒体ごとで異なります。詳細は別途資料をご覧ください。なお、納品期限を過ぎた場合、別途費用がかかります。予めご了承ください。
※ ロール切替などで複数素材を使用される場合は、それぞれの媒体ごとで既定のオプション費用が発生いたします。
※ 駅改良工事等により掲出駅・位置が変更になる場合があります。
※ 中づりの各路線の掲出位置については、お問い合わせください。
※ 中づりの納品枚数について、別途ご相談ください。
※ 中づり納品締切日は作業日より２営業日前ＡＭまでに、指定の場所まで納品をお願いします。

＜備考＞

≪合計：￥153,142,000≫

種類 種別 商品名 掲出期間 掲出駅数 掲出枚数/面数 掲出・放映開始日 広告料金

デジタル デジタルパッケージフル

TMV 15秒/8週間 東京メトロ 全線 15,692面 7/13

￥40,000,000MCV 15秒/8週間 12駅 209面 7/13

MSV 15秒/8週間 6駅 72面 7/13

車両メディア 中づり 中づり全線ワイド 8週間 東京メトロ全線 ‐ 7/13 ¥81,942,000

駅メディア 駅ばりポスター UボードLA・LB 8週間 12駅 B0 64枚 7/13 ￥31,200,000

駅ばりポスターでリーチを獲得。サイネージを利用し躍動感ある展開。多彩な広告面を利用し、駅としては池袋、新宿、等
を網羅できる商品となります。

東京メトロの主要駅を網羅！

MCVTMV MSV
Uボード

中づり
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③ 貸切電車プラン
≪合計：4,928万円≫ 販売数 1枠
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＜企画概要＞

車両媒体をジャックできる広告貸切電車。今回はそんな貸切電車を４路線、各２編成ずつ、合計８本の車両で実施できる
「Uライナースーパープレミアム」をご用意しました。
しかも８週間という長期掲出で、メトロユーザーの印象に残ること間違いなし！

車両ジャックの長期実施でインパクト勝負！

※ ＴＭＶの納品締切日は掲出開始より７営業日前ＡＭまでに、指定の場所まで納品をお願いいたします。
※ ＴＭＶの動画素材は15秒2素材以上または30秒1素材以上をご用意ください。（素材数の上限は6素材まで）
※ 貸切電車の紙媒体の納品は、4営業日前AM。貸切電車TMVの納品は、7営業日前AMまでにお願いいたします。
※ 作業の都合上、掲出と撤去についてはそれぞれ数日を要する可能性がございます。
※ 車両故障や事故等のトラブルおよび整備等により、運行が変更または中止になる場合があります。

＜備考＞ ≪合計：¥49,280,000≫

種類 商品名 掲出期間 掲出路線 掲出枚数/面数 掲出・放映開始日 広告料金

貸切
Uライナー

スーパープレミアム
8週間

銀座線・丸ノ内線・
東西線・南北線

各２編成
- 7/13 ※ ¥49,280,000

5

Uライナースーパープレミアム



④ 中づり両面掲出プラン
≪合計：1億6,388.4万円≫ 販売数 1枠
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車両中央上部に掲出する「中づり」を両面で掲出いたします。車両のどこにいても目に留まる、インパクト抜群の媒体と
なっております。

インパクト抜群！中づりを両面で掲出

※ 中づりの各路線の掲出位置については、お問い合わせください。
※ 中づりの納品枚数について、別途ご相談ください。
※ 中づり納品締切日は作業日より２営業日前ＡＭまでに、指定の場所まで納品をお願いいたします。

＜備考＞
≪合計：¥163,884,000≫

種類 商品名 掲出期間 掲出路線 掲出枚数/面数 掲出開始日 広告料金

中づり 中づり全線ワイド 8週間 東京メトロ 全線 - 7/13 ¥163,884,000

1110

9 12

表 裏
表 裏

中づり 中づり

イメージ図

＜企画概要＞
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⑤ 車両プラン
≪合計：1億3,094.2万円≫ 販売数 1枠
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＜企画概要＞

全線に掲出される中づりと、銀座線・丸ノ内線・日比谷線（13000系）に掲出されるツイン☆スターで、旅客に広く訴求す
ることが可能な商品です。

読ませるメディアで企業イメージを記憶させる。

※ 中づりの各路線の掲出位置については、お問い合わせください。
※ 中づりの納品枚数について、別途ご相談ください。
※ 中づり納品締切日は作業日より２営業日前ＡＭまでに、指定の場所まで納品をお願いいたします。
※ ツイン☆スター納品締切日は作業日より２営業日前ＡＭまでに、指定の場所まで納品をお願いいたします。

＜備考＞
≪合計：¥130,942,000≫

種類 商品名 掲出期間 掲出路線 掲出枚数/面数 掲出・放映開始日 広告料金

中づり 中づり全線ワイド 8週間 東京メトロ全線 - 7/13 ¥81,942,000

ドア横ポスター ツイン☆スター 8週間
銀座線

丸ノ内線
日比谷線（13000系）

- 7/13 ¥49,000,000

ツイン☆スター
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中づり
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⑥ デジタル＋中づりプラン
≪合計：1億754.2万円≫ 販売数 1枠
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＜企画概要＞

どこからでも目に留まりやすい車両中央上部に掲出する中づりと、人気のＴＭＶをセットで販売します。リーチを拡く獲得
するプランになります。

※ 中づりの各路線の掲出位置については、お問い合わせください。
※ 中づりの納品枚数について、別途ご相談ください。
※ 中づり納品締切日は作業日より２営業日前ＡＭまでに、指定の場所まで納品をお願いいたします。
※ ＴＭＶの納品締切日は掲出開始より７営業日前ＡＭまでに、指定の場所まで納品をお願いいたします。
※ ＴＭＶの面数は2019年度時点の数値です。来年度は増設や駅改良工事等により増減する場合がございます。

＜備考＞

≪合計：¥107,542,000≫

TMV

TMV・中づりと合わせたリーチ獲得型プラン

種類 商品名 掲出期間 掲出路線 掲出枚数/面数 掲出・放映開始日 広告料金

デジタル TMV 15秒/8週間 東京メトロ全線 15,692面 7/13 ¥25,600,000

中づり 中づり全線ワイド 8週間 東京メトロ全線 7/13 ¥81,942,000

中づりTMV

8
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⑦ 六本木集中展開
≪合計：5,023.2万円≫ 販売数 1枠

＜企画概要＞

活気溢れる街・六本木。開放的な空気と、燃え上がる熱気が共存する街への玄関口である六本木駅で集中展開ができる、特
別な企画をご用意しました。また六本木駅にならび、同様に活気のある周辺駅へ掲出可能な媒体もセットにしております。
この機会にぜひ、人々を惹きつけてやまない街に直結する駅のパワーを体感ください。

六本木駅、ならびに周辺駅をカバーする特別企画商品

※ デジタル媒体の入稿については、別紙ご確認ください。
※ MCV 六本木単駅1monthスポットについては、7/13放映開始としておりますが、7/1～9/30での放映も可能です。ご希望の際は事前にご相談ください。
※ 「六本木エリアセット」、「六本木プレミアムセット」は掲出当日の作業。
※ 「六本木ツインウォール」、「六本木駅臨時集中貼り」については、前日夜間作業となり、制作・作業料金が別途となります。
※ 「六本木駅臨時集中貼り」については、枚数追加の調整が可能です。

＜備考＞
≪合計：¥50,232,000≫

臨時集中貼り・六本木ツインウォールＭＣＶ 六本木プレミアムセット

種類 商品名 掲出期間 掲出駅 掲出枚数/面数 掲出・放映開始日 広告料金

デジタル

MCV 六本木単駅ジャック 8週間 六本木駅 20面 7/13 ¥9,600,000

MCV 六本木単駅1monthスポット 8週間 六本木駅 21面30秒／６分ロール 7/13 ※ ¥2,520,000

SP
六本木駅臨時集中貼り 8週間 六本木駅 B0：24枚 7/13 ¥16,512,000

六本木ツインウォール 8週間 六本木駅 2面 7/13 ¥8,000,000

駅ばり
六本木エリアセット 8週間

六本木駅、虎ノ門駅、
赤坂見附駅、恵比寿駅

B0：18枚 7/13 ¥8,000,000

六本木プレミアムセット 8週間 六本木駅 12枚 7/13 ¥5,600,000

9
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⑧ 新宿集中展開
≪合計：9,639.6万円≫ 販売数 1枠

オフィス街、歓楽街そして多くの商業施設が軒を連ねる巨大ターミナルエリア。年代、性別、職業、国籍問わず、幅広い
人々が利用するこの新宿エリアで、1社独占の超大型広告は絶大なインパクトを誇ります。

東京メトロ最大の広告エリア、新宿での集中展開プラン！

※ デジタル媒体の入稿については、別紙ご確認ください。
※ MCV 新宿単駅1monthスポットについては、7/13放映開始としておりますが、7/1～9/30での放映も可能です。ご希望の際は事前にご相談ください。
※ 「新宿駅、新宿三丁目駅臨時集中貼り」、「柱巻広告」、「バナー広告」については前日夜間作業となり、制作・作業料が別途となります。
※ 「ホームドアシート」については前日夜間作業となり、制作費・作業料・点検作業料が別途となります。

［制作費：720,000円、作業料：520,000円、点検作業料：300,000円］（4週間に1回の貼り替え費用含む）
※ 「臨時集中貼り」、「ホームドアシート」については、掲出箇所、枚数追加の調整が可能です。

＜備考＞ ≪合計：¥96,396,000≫

＜企画概要＞

種類 商品名 掲出期間 掲出駅 掲出枚数/面数 掲出・放映開始日 広告料金

デジタル

MCV 単駅1monthスポット

8週間

丸ノ内線 新宿駅 12面30秒／６分ロール 7/13 ※ ¥1,920,000

MCV 単駅ジャック 丸ノ内線 新宿駅 35面 7/13 ¥16,000,000

MCV 単駅ロール1week 丸ノ内線 新宿三丁目駅 32面30秒／２分ロール 7/13 ¥8,000,000

SP

柱巻広告 丸ノ内線 新宿駅 30本 7/13 ¥20,000,000

バナー広告 丸ノ内線 新宿駅 20面（10ヵ所両面） 7/13 ¥9,760,000

ホームドアシート

丸ノ内線 新宿駅 B1×24枚 7/13 ¥8,256,000

丸ノ内線 新宿三丁目駅 B1×24枚 7/13 ¥8,256,000

副都心線 新宿三丁目駅 B2×40枚 7/13 ¥7,004,000

臨時集中貼り

丸ノ内線 新宿駅 B0×9枚 7/13 ¥6,192,000

丸ノ内線 新宿三丁目駅 B0×10枚 7/13 ¥6,880,000

副都心線 新宿三丁目駅 B0×6枚 7/13 ¥4,128,000

ＭＣＶ
（新宿駅）

ＭＣＶ
（新宿三丁目駅） 臨時集中貼り 柱巻、バナー広告 ホームドアシート
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⑨ プラチナボード パープル（ブルー／レッド 特別セット商品）
≪合計：4,351万円≫ 販売数 1枠

＜備考＞

プラチナボード

※ 加工料・作業料を含みます（制作費は別途）。
※ 作業日は、掲出月および運行業務の都合により変更となる場合があります。
※ 銀座駅改良工事による減面につきましては、別途ご案内いたします。
※ 駅改良工事等により掲出駅・位置が変更になる場合があります。

東京メトロ主要17駅を、視認性に優れた大型ボード2セットにて同時掲出するセットです。

プラチナボード ブルー/レッドの2セットを1セットにまとめた特別セットです。東京メトロ主要17駅に、視認性抜群の大型
サイズのボードを40面展開可能です。またボードならではの、圧倒的な大きさのビジュアル展開も可能となります。

≪セット特別料金：¥43,510,000≫

＜企画概要＞

種類 商品名 掲出期間 掲出路駅 掲出枚数/面数 掲出開始日 広告料金

大型ボード
プラチナボード

パープル
3ヶ月 17駅 40面 7/1 ¥43,510,000

11


