
東京メトロ 2021/07/26

●媒体社の意匠審査が必要です。
●入稿方法：データ入稿
●入稿期限：放始日7営業日前
●放映開始日：毎週月曜日
●放映時間：5：00～24：00
●最低放映回数：緊急・支障を含め90%
●ロール数：1ロール最大6分
●申込締切：掲出開始月4ヶ月前第1営業日16時締切

※大型キャンペーン出稿早期申込、長期掲出申込は5カ月前第1営業日締切
●備考：駅改良工事等により、放映箇所・面数が変更になる場合があります。

：販売状況や全体の調整等の都度により、各種設定販売数は増減する場合があります。
：放映内容は1申込につき、1商品または1サービスを基本とします。
：業種数の規制は行っていないため、同一業種の広告が放映されることがあります。
：急遽素材の変更や放映を中止する場合、別途既定の費用がかかります。
また、作業完了までに時間を要する場合があります。

：大規模な運転支障・災害等の際には放映を見合わせることがあります。
また、システム上の理由から、放映が一時的に中断されたり、中止になる可能性があります。
いずれの場合も、広告料金の払い戻しは原則致しません。

：東京メトロが行う情報提供や緊急及び公共性を伴う重要なお知らせを放映する場合があります。
：指数連動を使った放映も可能です。詳細はお問い合わせください。
：SNSやHPで告知する場合は事前の申請が必須となります。
遅くとも掲出開始の2週間前までにはご確認ください。

MCV〈1weekスポット／1weekセット〉

媒体名 掲出駅・エリア 掲出期間 サイズ 掲出面数 構成 販売枠数 広告料金(税抜)

MCV
1weekスポット

15駅18エリア
（銀座・日本橋・上野・溜池山王・新宿・
池袋・六本木・恵比寿・秋葉原・飯田橋・
明治神宮前<原宿>・豊洲・有楽町・

高田馬場・北千住）

1週間 別紙参照

108柱304面 CM15秒 14枠 2,000,000 円

MCV
1week大手町セット

16駅22エリア
（上記15駅＋大手町）

154柱457面
1weekスポット

＋単駅ロール1week大手町
（各CM15秒）

最大10枠 2,200,000 円

MCV
1weekフルセット

17駅23エリア
（上記16駅＋新宿三丁目）

170柱489面

1weekスポット
+単駅ロール1week大手町

＋単駅ロール1week新宿三丁目
（各CM15秒）

最大8枠 2,600,000 円

大手町1基、業務掲示あり
お問合せは

こちら

https://ooh-cmedia.com/contact/東京メトロ　MCV 1weekスポット／1weekセット
https://ooh-cmedia.com/contact/東京メトロ　MCV 1weekスポット／1weekセット
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媒体名 掲出駅 エリア 掲出期間 サイズ 掲出面数 構成 販売枠数 広告料金（税抜）

MCV
単駅1month
スポット

銀座 銀座線 松屋口改札

1ヶ月 別紙参照

4柱16面

CM15秒 10枠

300,000円

日本橋 高島屋口方面通路 14柱56面 500,000円

上野
銀座線 東口改札 4柱16面 300,000円

日比谷線 車坂口改札 5柱20面 100,000円

溜池山王 銀座線 溜池口改札 7柱17面 100,000円

新宿 東口改札（B11出口前） 6柱12面 320,000円

池袋
丸ノ内線 東口改札 4柱8面 300,000円

副都心線 西東口改札・丸副ホーム連絡通路 13柱22面 250,000円

六本木 六本木交差点方面改札 9柱21面 420,000円

恵比寿 JR口改札 3柱6面 200,000円

秋葉原 JR口改札 6柱12面 100,000円

飯田橋 JR口改札 4柱16面 300,000円

明治神宮前〈原宿〉 原宿口改札 5柱17面 300,000円

豊洲
豊洲駅前交差点改札 8柱21面 300,000円

ららぽーと改札 4柱6面 100,000円

有楽町 そごう口改札・銀座口改札 5柱13面 320,000円

高田馬場 JR口改札 5柱18面 300,000円

北千住 中央口改札 2柱7面 100,000円

MCV
単駅1month

スポットパッケージ

上野
銀座線 東口改札

1ヶ月 別紙参照

4柱16面

CM15秒 最大10枠

360,000円
日比谷線 車坂口改札 5柱20面

池袋
丸ノ内線 東口改札 4柱8面

500,000円
副都心線 西東口改札・丸副ホーム連絡通路 13柱22面

豊洲
豊洲駅前交差点改札 8柱21面

360,000円
ららぽーと改札 4柱6面

MCV〈単駅1monthスポット／1monthスポットパッケージ〉
お問合せは

こちら

https://ooh-cmedia.com/contact/東京メトロ　MCV 単駅1monthスポット／パッケージ
https://ooh-cmedia.com/contact/東京メトロ　MCV 単駅1monthスポット／パッケージ
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●媒体社の意匠審査が必要です。
●入稿方法：データ入稿
●入稿期限：放映開始日7営業日前
●放映開始日：毎月1日
●放映時間：5：00～24：00
●最低放映回数：緊急・支障を含め90％
●ロール数：1ロール最大6分
●申込締切：掲出開始月4ヶ月前第1営業日16時締切

※大型キャンペーン出稿早期申込、長期掲出申込は5カ月前第1営業日締切
●備考：駅改良工事等により、放映箇所・面数が変更になる場合があります。

：販売状況や全体の調整等の都度により、各種設定販売数は増減する場合があります。
：放映内容は1申込につき、1商品または1サービスを基本とします。
：業種数の規制は行っていないため、同一業種の広告が放映されることがあります。
：急遽素材の変更や放映を中止する場合、別途既定の費用がかかります。
また、作業完了までに時間を要する場合があります。

：大規模な運転支障・災害等の際には放映を見合わせることがあります。
また、システム上の理由から、放映が一時的に中断されたり、中止になる可能性が
あります。いずれの場合も、広告料金の払い戻しは原則致しません。

：東京メトロが行う情報提供や緊急及び公共性を伴う重要なお知らせを放映する場合があります。
：SNSやHPで告知する場合は事前の申請が必須となります。
遅くとも掲出開始の2週間前までにはご確認ください。

新宿駅 東口改札池袋駅 丸ノ内線東口改札

MCV〈単駅1monthスポット／1monthスポットパッケージ〉

銀座駅 銀座線松屋口改札

大手町1基、業務掲示あり
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オプションメニュー 2～3素材 4～6素材 7～9素材

ロール切替

無償対応
無償対応

ー

日にち（曜日）切替

有償タイム切替

駅別切替

面別切替 有償 有償

上記オプションを併用する場合 面別切替の素材数に準じたオプション料金が発生します。

■オプションメニュー

※オプションメニュー利用による複数素材使用の場合も、原則として1申込につき、1商品または1サービスの放映内容を基本とします。
※ロール切替は最大5切替まで設定可能です。
※「単駅１monthスポット」をお申し込みの場合、素材数にかかわらず、月曜日の日にち（曜日）切替はオプション料金がかかりません。
※オペレーションやシステムに過度な負担がかかるものはご希望に添えない場合があります。

MCV オプション

【はじめて割引】
MCVを初めて利用する広告主に対して、当初申込に限り1weekスポットを最大6本まで割引します。
条 件：2017年4月以降MCVの出稿実績がない広告主
割引率：20％

【おかえり割引）
過去MCVの出稿から今年度までに1年以上の期間が空いた場合、1weekスポットを最大6本、割引します。
条 件：2017年4月から2020年3月の期間に出稿があり、かつ2020年4月から2021年3月の期間に

出稿がない広告主に適用します。
割引率：20％

※割引適用には事前に申請が必要です。
※1週間15秒を1本として換算。
※すべて2021年4月5日から2022年4月3日の間で放映することを原則とします。

■割引制度
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東京メトロ 2021/07/26MCV 設置場所詳細

銀座（銀座線松屋口改札）

日本橋（高島屋口方面改札）

上野（銀座線東口改札）

上野（日比谷線車坂口改札）

溜池山王（銀座線溜池口改札）

新宿（東口改札）

池袋（丸ノ内線東口改札）

池袋（副都心線西東口改札・
丸副ホーム連絡通路）

六本木（六本木交差点方面改札）

恵比寿（JR口改札）

秋葉原（JR口改札）

飯田橋（JR口改札）

明治神宮前<原宿>（原宿口改札）

豊洲（豊洲駅前交差点改札）

豊洲（ららぽーと改札）

有楽町（そごう口改札・銀座口改札）

高田馬場（JR口改札）

新宿三丁目（新宿駅方面通路）

大手町（丸ノ内線）

大手町（東西線）

大手町（千代田線）

大手町（半蔵門線）

北千住（中央口改札）

大手町の1基に下記
写真のような業務掲示
が御座います。
詳細はお問い合わせ下
さい。


