
157駅 ・352面※
※スペシャルビジョンを除いた面数です。※設置駅、面数は2020年1月末日現在となっております。

2020年4月～2021年3月
（週売り期間：2020年4月6日週～2021年3月29日週）

発行日：2020年1月31日発行
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NewDaysビジョンの紹介

ネットワーク

エキナカ好立地のNewDays、KIOSK店舗に設置された32～80インチの横型のデジタルサイネージで、
駅でも音声活用※ができる貴重な媒体です。

東日本エリアに多数設置されたサイネージで広域な情報発信が可能です。
東京圏内※ で広域設置による「ネットワーク発信」と、主要
ターミナル駅への複数台設置による「集中情報発信」で相乗
効果を発揮。駅を行き交う多くのお客さまへ、確実にリーチ
します。

時間帯別、日別で放映内容を変更可能時間帯別、日別で放映内容を変更可能

放映イメージ図放映イメージ図

※352面中309面で音声活用が可能です。音声は、駅構内の特情により一時的に音量を停止、または下げる場合がございます。

横型ディスプレイ

エキナカでは貴重な「横型」のため、既存の映
像をそのままフルサイズで放映可能。

スピーカー搭載

「音」※で通行する人の注意を惹きつけること
が可能。

情報コンテンツ放映
ニュース、天気、星占い、可愛い動物 等

通行する人がつい見てしまう
ような情報コンテンツを放映。

※352面中309面で音活用可能です。

※東京圏は東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の一都三県を指します。

・朝（6:00～10:00）、昼（10:00～17:00）、夜（17:00～24:00）等で時間帯別に放映内容を変更できます。
・日別（毎日、平日と土日での変更など）で放映内容を変更できます。

この他にJR東日本エリア内のNewDays・KIOSKの全サイネージ(350駅・797面)を1週間1枠(15秒)、350万円(税抜)でご利用いただける商品もございます。
詳細はお問合せ下さい。

※下期の広告料金については、決まり次第ご案内いたします。
※価格はすべて税抜価格で表示しています。
※価格は1週間（毎週月曜～）、1枠（15秒）6分ロールです。

駅数

157駅 352面

1週間
4週間
13週間
26週間

毎週月曜日

2020年4月6日～、2020年7月6日～
2020年10月5日～、2021年1月4日～

2020年4月6日～
2020年10月5日～

1枠
15秒

220万円※

750万円※

2,000万円※

2,900万円※

面数 放映秒数 放映開始日放映期間

10枠

枠数 広告料金

単駅
ご希望の駅をお選びいただき、各駅のNewDaysビジョンで放映できる商品です。地域密着型の広告に適しています。

放映イメージ図放映イメージ図

※価格はすべて税抜価格で表示しています。
※価格は1ヶ月間（毎月1日～）、1枠（15秒）6分ロールです。

駅数

110駅 303面 1カ月間1枠 15秒 4万円～97万円

面数 放映秒数 放映期間

毎月1日～

放映開始日

2枠

枠数 広告料金（税抜、グロス）

田町

金町

町田

内

都

京
浜
東
北
線

野

※大井町駅・新木場駅には
　りんかい線設置分を含み
　ます。

※大井町駅・新木場駅には
　りんかい線設置分を含みます。
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ファイル形式

画像サイズ

解像度

カラーモード

JPEG形式

横1920×縦1080ピクセル（16:9）

72～100dpi程度

RGB、SRGB形式

1920ピクセル

1080ピクセル

貸切（スペシャル）ビジョン

ラッピング広告（貸切ビジョン オプション）

視認性・情報発信力に最も優れた箇所に設置されており、
ご利用期間中(放映時間:6時～24時)、常にクライアント
コンテンツだけが、放映されます。
インパクトのあるPR展開の際に有効で、エンタメ関係や
メーカー等のPRでご利用いただいております。

貸切ビジョンを設置している店舗で、大型シートによる店舗ラッピング展開が可能です。店舗壁面をジャック展開することで、
バツグンの注目度となります。

入稿仕様、お申込み詳細
●動画 入稿データ仕様

ファイル形式

動画サイズ

エンコード方法

エンコーディングレート

フレームレート

【音声について】
※音量は「平均ラウドネス値-24.0LKFS」(民放連の運用基準と同様)でご入稿ください。

http://www.j-ba.or.jp/files/t032/民放連技術規準T032-2011「テレビ放送における音声レベル運用規準」.pdf
※動画本編からラスト15フレーム(0.5秒)は無音として下さい。
※ピークレベル：トゥルーピーク値で-1dBTPを上限として下さい。

音声

圧縮方法

サンプルレート

ビットレート

エンコードモード

WMV9(Windows Media Video形式)

横1920×縦1080ピクセル（16:9）

CBR(固定ビットレート)

8Mbps程度

29.97fps

WMA

44.1KHz

128kbps

CBR(固定ビットレート)

1920ピクセル

1080ピクセル

駅名

新宿

品川

上野

店舗名

NewDays新宿南口中央
  (JR新宿駅 南口改札内 コンコース） 11.5㎡

2週間  1,600,000円
4週間  3,100,000円
2週間  2,200,000円
4週間  4,200,000円

2週間  1,300,000円
4週間  2,500,000円
2週間  1,900,000円
4週間  3,600,000円

20.2㎡

13.6㎡

26.7㎡NewDays上野中央
 (JR上野駅 中央改札内 脇）

恵比寿 2週間     300,000円
4週間     500,000円

4.9㎡NewDays恵比寿
  (JR恵比寿駅 西口改札内）

NewDays新宿
  (JR新宿駅 東口改札外 正面）

NewDays品川中央
  (JR品川駅 北改札外 正面）

広告料金店舗面積

東京
2週間  1,250,000円
4週間  2,350,000円

8.6㎡
NewDays東京エキュート

京葉ストリート
  (JR東京駅 八重洲南改札内）

NewDays 新宿南口中央（JR新宿駅 南口改札内 コンコース ) NewDays 新宿（JR新宿駅 東口改札外 正面 )

NewDays
品川中央

（JR品川駅 北改札外 正面 )

NewDays
東京 エキュート京葉ストリート
（JR東京駅 改札内 コンコース )

NewDays
上野中央口

（JR上野駅 中央改札内脇)

NewDays
恵比寿

（JR恵比寿駅 西口改札内 )

1週間 750,000円 ／ 2週間 1,260,000円
4週間 1,600,000円  

1週間 750,000円 ／ 2週間 1,260,000円
4週間 1,600,000円  

1週間    450,000円
2週間    760,000円
4週間 1,000,000円 

1週間    500,000円
2週間    850,000円
4週間 1,100,000円 

1週間    350,000円
2週間    600,000円
4週間    800,000円 

1週間    400,000円
2週間    680,000円
4週間    900,000円 

※スペシャルビジョンの1素材あたりの秒数はシステムのアップロード容量制限のため、HD素材で、180秒以内（120MB）と致します。
※東京 エキュート京葉ストリートのスペシャルビジョンは京葉線全線運休時に放映を一時中止する場合があります。

※スペシャルビジョンの料金は含みません。 ※シート制作費・作業費は含みません。 ※1、3、5週間での実施はご相談ください。

●静止画 入稿データ仕様

●お申込みに際してのご留意事項 ●ラッピングお申込みについて

●お申込みについて

47インチ×4面 90インチ×1面

60インチ×4面 70インチ×1面

90インチ×1面70インチ×1面

80インチ×1面、70インチ×1面

※NewDays新宿での掲出イメージ

1.　NewDaysビジョン メディアガイド価格での広告枠販売期間
　　①ネットワーク・スペシャル：2020年4月6日(月)放映開始分～2021年4月4日(日)放
　　　映終了分
　　②単駅：2020年4月1日(水)放映開始分～2021年3月31日(水)放映終了分

2. 取扱い商品について
　　NewDays・KIOSK・NewDaysKIOSKを以下「NewDays等」といいます。
　　①NewDays等で販売が想定されない商品は「一般広告」として取扱い可能です。
　　②飲料・菓子・雑貨等、NewDays等で販売が想定されるが取扱いが無い商品で、お客
　　　様の誤解を招く恐れがある場合は「販売箇所のご案内」(例「お求めは〇〇店で」等)、
　　　または必要により「NewDaysではお取扱いがございません。」等の注釈表示を追加
　　　していただきます。
　　③NewDays等で販売している商品で、一部店舗では取扱いが無い場合は「NewDays
　　　で販売中 (一部店舗を 除く)」等の注釈表示を追加していただきます。

3. 広告掲出のお申込みができない商品について
NewDays等のコンビニエンス事業・売店事業等、JR東.本リテールネットが行う事業

　　と競合する可能性のあるものについては、広告掲出のお申込みができません。広告主
　　や広告商品の取り扱い可否についてご不明の場合は事前に担当者までお問い合わせ下
　　さい。

4. その他
　　①放映素材に広告主名を表記してください。
　　②放映時間は、6時～24時が標準ですが、一部店舗では営業時間と同じになります。
　　　※別紙、設置詳細カタログをご参照ください
　　③最低放映回数は、緊急放映・支障を含め放映時間の90％稼動時の回数とします。
　　　※エキュート京葉ストリートのスペシャルビジョンは京葉線全線運休時に放映を一

時中止する場合があります。
　　④本広告出稿とNewDays等における販売取扱い商品への採用とは関連がありません。
　　⑤音声は、駅構内の特情により一時的に音量を停止または下げる場合がございます。

【事前確認】ラッピング展開の広告主及び広告商品について
　　①展開予定期間及び広告内容について、事前に担当までお問合わせ下さい。
　　　調整・確認の上、実施可否を回答致します。
　　②ラッピング店舗で販売していると誤認される恐れがある商品広告の場合、注意書き
　　　等を入れていただくことがございます。

【デザイン審査】面積積及び広告料金の決定
　　①標準デザイン以外の面積や特殊な仕様等については、広告料金・スケジュールは別
　　　途、お見積りとなります。
　　②意匠は駅等との調整の結果、変更いただく場合がございます。
　　③標準デザインのテンプレートを送付致しますので、デザインのラフ案で意匠審査を
　　　お願いします。

※同一期間における「NewDaysビジョン スペシャルビジョン」を必ずお申込み下さい。
　　※ラッピングシートの標準デザインにおける製作調整期間はおよそ45日間です。
　　　余裕をもってお申込み下さい。

◆別紙「お申込書」にてメール又はFAXで弊社担当宛にご連絡
　ください。
◆掲出が決まりましたら放映日の10営業日
　前迄に放映素材を弊社担当宛にお送りください。
※放映素材は意匠審査が必要となります。意匠審査の結果、
　修正等を要する場合はさらに日数がかかりますのでお早めにご入稿ください。

※音量が必要な際は、
　右記の仕様にて
　ご入稿ください。

※CMYK、グレースケール不可

駅数

5駅 14面 1週間180秒迄
120MB以内 35万円～75万円

面数 放映秒数 放映期間

毎週月曜日

放映開始日

貸切

枠数 広告料金（税抜、グロス）

※価格はすべて税抜価格で表示しています。

y-minami
取り消し線
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画像サイズ
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1920ピクセル

1080ピクセル
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動画サイズ

エンコード方法

エンコーディングレート

フレームレート

【音声について】
　※音量は「平均ラウドネス値-24.0LKFS」(民放連の運用基準と同様)でご入稿ください。
　  http://www.j-ba.or.jp/files/t032/民放連技術規準T032-2011「テレビ放送における音声レベル運用規準」.pdf
　※動画本編からラスト15フレーム(0.5秒)は無音として下さい。
　 ※ピークレベル：トゥルーピーク値で-1dBTPを上限として下さい。

音声

圧縮方法

サンプルレート

ビットレート

エンコードモード

WMV9(Windows Media Video形式)

横1920×縦1080ピクセル（16:9）

CBR(固定ビットレート)

8Mbps程度

29.97fps

WMA

44.1KHz

128kbps

CBR(固定ビットレート)

1920ピクセル

1080ピクセル

駅名

新宿

品川

上野

店舗名

NewDays新宿南口中央
  (JR新宿駅 南口改札内 コンコース） 11.5㎡

2週間  1,600,000円
4週間  3,100,000円
2週間  2,200,000円
4週間  4,200,000円

2週間  1,300,000円
4週間  2,500,000円
2週間  1,900,000円
4週間  3,600,000円

20.2㎡

13.6㎡

26.7㎡NewDays上野中央
 (JR上野駅 中央改札内 脇）

恵比寿 2週間     300,000円
4週間     500,000円

4.9㎡NewDays恵比寿
  (JR恵比寿駅 西口改札内）

NewDays新宿
  (JR新宿駅 東口改札外 正面）

NewDays品川中央
  (JR品川駅 北改札外 正面）

広告料金店舗面積

東京
2週間  1,250,000円
4週間  2,350,000円

8.6㎡
NewDays東京エキュート

京葉ストリート
  (JR東京駅 八重洲南改札内）

NewDays 新宿南口中央（JR新宿駅 南口改札内 コンコース ) NewDays 新宿（JR新宿駅 東口改札外 正面 )

NewDays
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（JR品川駅 北改札外 正面 )

NewDays
東京 エキュート京葉ストリート
（JR東京駅 改札内 コンコース )

NewDays
上野中央口

（JR上野駅 中央改札内脇)

NewDays
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（JR恵比寿駅 西口改札内 )
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4週間 1,600,000円  
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※スペシャルビジョンの1素材あたりの秒数はシステムのアップロード容量制限のため、HD素材で、180秒以内（120MB）と致します。
※東京 エキュート京葉ストリートのスペシャルビジョンは京葉線全線運休時に放映を一時中止する場合があります。

※スペシャルビジョンの料金は含みません。 ※シート制作費・作業費は含みません。 ※1、3、5週間での実施はご相談ください。

●静止画 入稿データ仕様

●お申込みに際してのご留意事項 ●ラッピングお申込みについて

●お申込みについて

47インチ×4面 90インチ×1面

60インチ×4面 70インチ×1面

90インチ×1面70インチ×1面

80インチ×1面、70インチ×1面

※NewDays新宿での掲出イメージ

1.　NewDaysビジョン メディアガイド価格での広告枠販売期間
　　①ネットワーク・スペシャル：2020年4月6日(月)放映開始分～2021年4月4日(日)放
　　　映終了分
　　②単駅：2020年4月1日(水)放映開始分～2021年3月31日(水)放映終了分

2. 　取扱い商品について
　　NewDays・KIOSK・NewDaysKIOSKを以下「NewDays等」といいます。
　　①NewDays等で販売が想定されない商品は「一般広告」として取扱い可能です。
　　②飲料・菓子・雑貨等、NewDays等で販売が想定されるが取扱いが無い商品で、お客
　　　様の誤解を招く恐れがある場合は「販売箇所のご案内」(例「お求めは〇〇店で」等)、
　　　または必要により「NewDaysではお取扱いがございません。」等の注釈表示を追加
　　　していただきます。
　　③NewDays等で販売している商品で、一部店舗では取扱いが無い場合は「NewDays
　　　で販売中 (一部店舗を 除く)」等の注釈表示を追加していただきます。

3. 　広告掲出のお申込みができない商品について
　　NewDays等のコンビニエンス事業・売店事業等、JR東.本リテールネットが行う事業
　　と競合する可能性のあるものについては、広告掲出のお申込みができません。広告主
　　や広告商品の取り扱い可否についてご不明の場合は事前に担当者までお問い合わせ下
　　さい。

4. 　その他
　　①放映素材に広告主名を表記してください。
　　②放映時間は、6時～24時が標準ですが、一部店舗では営業時間と同じになります。
　　　※別紙、設置詳細カタログをご参照ください
　　③最低放映回数は、緊急放映・支障を含め放映時間の90％稼動時の回数とします。
　　　※エキュート京葉ストリートのスペシャルビジョンは京葉線全線運休時に放映を一
　　　　時中止する場合があります。
　　④本広告出稿とNewDays等における販売取扱い商品への採用とは関連がありません。
　　⑤音声は、駅構内の特情により一時的に音量を停止または下げる場合がございます。

【事前確認】ラッピング展開の広告主及び広告商品について
　　①展開予定期間及び広告内容について、事前に担当までお問合わせ下さい。
　　　調整・確認の上、実施可否を回答致します。
　　②ラッピング店舗で販売していると誤認される恐れがある商品広告の場合、注意書き
　　　等を入れていただくことがございます。

 【デザイン審査】面積積及び広告料金の決定
　　①標準デザイン以外の面積や特殊な仕様等については、広告料金・スケジュールは別
　　　途、お見積りとなります。
　　②意匠は駅等との調整の結果、変更いただく場合がございます。
　　③標準デザインのテンプレートを送付致しますので、デザインのラフ案で意匠審査を
　　　お願いします。
　　
　　※同一期間における「NewDaysビジョン スペシャルビジョン」を必ずお申込み下さい。
　　※ラッピングシートの標準デザインにおける製作調整期間はおよそ45日間です。
　　　余裕をもってお申込み下さい。

◆別紙「お申込書」にてメール又はFAXで弊社担当宛にご連絡
　ください。
◆掲出が決まりましたら放映日の10営業日
　前迄に放映素材を弊社担当宛にお送りください。
※放映素材は意匠審査が必要となります。意匠審査の結果、
　修正等を要する場合はさらに日数がかかりますのでお早めにご入稿ください。

※音量が必要な際は、
　右記の仕様にて
　ご入稿ください。

※CMYK、グレースケール不可

駅数

5駅 14面 1週間180秒迄
120MB以内 35万円～75万円

面数 放映秒数 放映期間

毎週月曜日

放映開始日

貸切

枠数 広告料金（税抜、グロス）

※価格はすべて税抜価格で表示しています。
※価格は1ヶ月間（毎月1日～）、1枠（15秒）6分ロールです。



ご利用事例
貸切でご利用いただけるため、集中的にPRする際に有効で、エンタメ関係・メーカー・サービス関係のPRで
ご利用いただいております。

複数駅の組合せでターゲットを絞り、費用対効果の高いご利用が可能です。
イベントやサービス等のPRでご利用いただいております。

●ス ペ シ ャ ル

●単駅（複数駅）

スクウェア・エニックス 様 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 様 江崎グリコ 様 アサヒビール 様

読売テレビ 様 アニプレックス 様 ジュン 様

UQコミュニケーションズ 様 ファミリーライフサービス 様 キッコーマン 様 松戸競輪場 様

日本ガイシ 様 ファーストオート 様 パルプランニング 様 JR東日本新潟支社 様

近隣の大学・塾・ 病院・衣料品店・新店オープン・美術館・映画館のPRや、本社最寄駅での企業PRとしても
ご利用いただいております。●単 駅（ 一 駅 ）

ライフ 様 三井金属鉱業 様 松戸市立博物館 様 コシダカ 様

北里大学 様 河合塾マナビス 様 駒込デンタルオフィス 様 俺の 様

埼玉県 様 いすゞ自動車販売 様 AGC 様 長谷工コーポレーション 様

ご利用事例

効果事例

詳細はホームページへお問い合わせ先
https://www.newdays-vision.jp株式会社JR東日本リテールネット　営業戦略部　ニューデイズビジョン課

TEL:050-3644-0125(受付時間 月曜～金曜 9:00～17:30 / 休業日 土曜､日曜､祝祭日､年末年始)
Mail:NDvision@j-retail.co.jp
〒163-0929　東京都新宿区西新宿2丁目3番1号　新宿モノリス29階

横型で音声活用が出来る※ため、エンタメ関係や金融・不動産・メーカー等、幅広くご利用いただいております。　●ネットワーク ※343面中298面で音声活用が可能です。

朝日新聞 様

アニプレックス 様 みずほ銀行 様 大東建託 様 Sky 様

NTT東日本 様 シェーンコーポレーション 様 明治 様 大正製薬 様

スクウェア・エニックス 様

テレビ東京 様
©Nintendo･Creatures･GAME FREAK･TV Tokyo･ShoPro･JR Kikaku ©Pokémon

アニプレックス 様
©住野よる／双葉社　©君の膵臓をたべたい アニメフィルムパートナーズ

スクウェア・エニックス 様

貸切放映&ラッピング(2019年1月　新宿駅 NewDays新宿南口中央)
多くのファンによって貸切放映とラッピング広告がSNS上に投稿され、Twitterでは「1万RT以上」拡散。

アニプレックス様「劇場版シティーハンター ＜新宿プライベート・アイズ＞」展開

NewDaysビジョンをご利用したお客さまの「86.7%」がNewDaysビジョンの広告視聴をされております。
そのうちの「21.4%」は放映されている広告商品の購入に至っており、高い効果が期待できます。
※2019年10月実施：インターネット調査(n=1,846サンプル)　※調査委託先：マクロミル

購入
貢献度

※2018年5/7週と5/14週のNewDays・KIOSK全店舗の比較

伊藤園様「お～いお茶 新緑」展開
ネットワーク放映&Twitterサンプリング(2018年5月)
ネットワークの放映と一緒にTwitterサンプリングキ
ャンペーン(当たった方に対象商品をプレゼント)を実
施。放映後は前週比「127.6%※」と大きく伸長。

サンギ様
「アパガード プレミオ トラベルセット」展開
貸切放映&ラッピング(2018年4月～5月)
※東京駅　NewDays東京 エキュート京葉ストリート

1店舗あたり月額販売最高記録を更新、
従来最高記録の「235%」を達成
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157駅 ・352面※
※スペシャルビジョンを除いた面数です。※設置駅、面数は2020年1月末日現在となっております。

2020年4月～2021年3月
（週売り期間：2020年4月6日週～2021年3月29日週）

発行日：2020年1月31日発行
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