
【2019.07.15改訂版】

デジタルサイネージ
特別ご利⽤プランのご案内

本規則は予告なく変更する場合もございますのであらかじめご了承ください。
なお、使⽤者は、お申込みの時期に関わらず、変更後の規則に従っていただきます。

サナギ新宿前イベントスペースご利⽤者向け
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サナギ新宿前イベントスペース利⽤者限定優待プラン

■ MONOKROM VISION周辺環境

■ K-vision周辺環境

【K-vision & MONOKROM-VISION 2ビジョンセット優待ご利⽤案内】

K-vision & MONOKROM VISIONセット優待ご利⽤案内:概要

JR新宿駅南⼝・東南⼝周辺・甲州街道沿い来街者に対し、
効率的なイベント開催の告知・誘因を図れます。
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セット利⽤することで東南⼝エリアにおける、より広範囲への訴求が可能。
イベントへの来場誘因を後押しします。

東南⼝広場からの
視認性UP

東南⼝改札⼝から
の視認性確保

サナギ新宿と同じ
視界へのアプローチ
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【K-vision & MONOKROM-VISION 2ビジョンセット優待ご利⽤案内】

甲州街道からの
視認性確保
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K-vision & MONOKROM VISIONセット優待ご利⽤案内:概要



3

【K-vision & MONOKROM-VISION 2ビジョンセット優待ご利⽤案内】

K-vision & MONOKROM VISIONセット優待ご利⽤案内:参考データ

JR新宿駅
出典：ジェイアール東⽇本企画
⾸都圏路線群と延べ利⽤者数／ 平均乗⾞時間
https://www.jeki.co.jp/transit/mediaguide/pdf/MD15.pdf

南⼝
東南⼝（甲州街道改札）
新南改札
ミライナタワー改札

JR新宿駅 1⽇乗⾞⼈員
778,618⼈（乗⾞のみ）
J企2016年調査

南⼝改札16.8％
甲州街道改札2.6％
新南改札9.3％
ミライナタワー改札1.8％
東南⼝2.4％
計32.9％

甲州街道（視認範囲）

出典：新宿区
第1回 新宿の拠点再整備検討委員会 資料
https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000221886.pdf

平⽇
12時間
30,000台以上

近隣歩⾏者数（視認範囲）

出典：新宿区
第1回 新宿の拠点再整備検討委員会 資料
https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000221886.pdf

平⽇＋⼟⽇祝
16時間
90,000〜190,000⼈

視認範囲サーキュレーション（歩⾏者数・⾃動⾞交通量）



4

【K-vision & MONOKROM-VISION 2ビジョンセット優待ご利⽤案内】

K-vision & MONOKROM VISIONセット優待ご利⽤案内:参考データ

視認エリア歩⾏者数：平均120,000⼈
※ 新宿区・警視庁の共同調査のため、詳細の数値は未発表。
※ 出典：資料：新宿区 - 第1回 新宿の拠点再整備検討委員会
https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000221886.pdf

JR新宿駅 1⽇乗⾞⼈員
778,618⼈（乗⾞のみ）※J企2016年調査
南⼝改札16.8％/甲州街道改札2.6％/新南改札9.3％
ミライナタワー改札1.8％/東南⼝2.4％/計32.9％

甲州街道 交通量：平⽇30,000台以上
※ 新宿区・警視庁の共同調査のため、詳細の数値は未発表。
※ 出典：資料：新宿区 - 第1回 新宿の拠点再整備検討委員会
https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000221886.pdf

視認範囲サーキュレーション（歩⾏者数・⾃動⾞交通量）

https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000221886.pdf
https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000221886.pdf


5K-vision & MONOKROM VISIONセット優待ご利⽤案内:K-vision 概要

デジタルサイネージ K-vision
新宿駅東南⼝エリアで最も賑わう東南⼝広場(Flags横広場)内に位置し、

来街者の⽬線の⾼さで、効果的に情報訴求します。

設置場所 新宿観光案内所壁⾯（甲州街道下）
主要導線 JR 新宿駅 東南⼝／⼩⽥急線 新宿駅／京王線 新宿駅

都営新宿線 新宿駅／東京メトロ 丸ノ内線 新宿駅・新宿三丁⽬駅
画⾯サイズ 横型約138インチ
表⽰⾯積 W3066 × H1731＝5.31㎡
解像度 アスペクト⽐16:9…W1920×H1080
⾳響設備 左右下部各1台
放映時間 9:00〜23:00 14時間/⽇
素材推奨形式 WMV, MP4
備考 広告内容については、「公益性の⾼い案内広告」であることを基本とします。

商業施設の取扱をお断りさせていただく可能性がありますので、広告主の扱い可否に
ついて事前に担当者までご相談ください。

仕様
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設置場所 東京都新宿区新宿 3-35-7 ⻑野屋ビル壁⾯（甲州街道側）
主要導線 JR 新宿駅 東南⼝／⼩⽥急線 新宿駅／京王線 新宿駅

都営新宿線 新宿駅／東京メトロ 丸ノ内線 新宿駅
画⾯サイズ W3780mm × H5700
表⽰⾯積 W3520 × H5120＝18.02㎡
解像度 W288px × H512（アスペクト⽐ 9:16）
⾳響設備 左右各1台
放映時間 8:00〜25:00 17時間/⽇
素材推奨形式 WMV, MP4
備考 クライアント・内容の事前審査アリ

K-vision & MONOKROM VISIONセット優待ご利⽤案内:MONOKROM VISION 概要

デジタルサイネージ MONOKROM VISION
新宿駅東南⼝改札正⾯に位置し、Flags横広場前の階段上、広場内はもとより、

甲州街道通⾏者への訴求も可能です。

仕様



7期間限定

サナギ新宿前イベントスペース利⽤者限定優待プラン

■ MONOKROM VISION 1枠（15秒）
動画・静⽌画

8:00~25:00 136回/1⽇/15秒 有
（規制あり）

1週間プラン 通常価格:3,360,000円 優待価格:1,090,000円

場所/名称 稼働時間 放映時間 販売枠/素材 販売商品⾳声出⼒

■ K-vision
(甲州街道⾼架下）

横型
約138インチ

12枠パック
1ロール5分のうち
3分放映
動画・静⽌画

9:00~23:00 有
（規制あり）

168回/1⽇/3分 12枠パック販売
（⾏政等放映あり）

サイズ

縦型
W3780mm×H5700mm

プラン

⼟⽇2⽇間プラン 通常価格:1,680,000円 優待価格:550,000円

平⽇5⽇間プラン 通常価格:2,460,000円 優待価格:800,000円

【K-vision & MONOKROM-VISION 2ビジョンセット優待ご利⽤案内】

K-vision & MONOKROM VISIONセット優待ご利⽤案内:料⾦

内容

※ 「K-vision」「MONOKROM-VISION」セット優待価格となり、
どちらか個別でのご利⽤の場合は別料⾦となります。

1枠販売



場所/名称 放映期間 放映時間 放映枠数/素材

■ K-vision
(甲州街道⾼架下）

価格 (優待割引)

横型約138インチ

販売商品

※12枠パック販売
（⾏政等放映あり）

1枠販売（最⼤20枠）

⾳声出⼒

2,160,000円1週間
900,000円

1枠（15秒）
動画・静⽌画15秒

↓
１枠増枠

1週間 168回/1⽇/15秒
↓

１枠増枠

180,000円
90,000円

有
（規制あり）

※１２枠パック販売・・・５分ロール中 ３分放映！！

1,080,000円⼟⽇２⽇間
450,000円

有
（規制あり）

1,560,000円平⽇５⽇間
（⽉〜⾦曜⽇） 650,000円

168回/1⽇/３分

各ビジョン個別プラン K-vision プラン

8期間限定

注 上記販売内容につきましては改定することもございます。
事前にお問合せください。

各ビジョン優待ご利⽤案内:料⾦

各ビジョン個別プラン MONOKROM VISION プラン
場所/名称 放映期間 放映時間 放映枠数/素材

■ MONOKROM
VISION

価格 (優待割引)

W3780mm×
H5700mm

販売商品

※ 1枠販売

⾳声出⼒

1枠（15秒）
動画・静⽌画

1,200,000円1週間
400,000円

有
（規制あり）

平⽇５⽇間
（⽉〜⾦曜⽇）

有
（規制あり）

136回/1⽇/15秒

136回/1⽇/15秒

136回/1⽇/15秒

⼟⽇２⽇間 有
（規制あり）

1枠（15秒）
動画・静⽌画

1枠（15秒）
動画・静⽌画

※ 1枠販売

※ 1枠販売

【各ビジョン優待ご利⽤案内】

600,000円
200,000円

900,000円
300,000円

★別プランのご⽤意もございます。詳細はお問合せ下さい。

サナギ新宿前イベントスペース利⽤者限定優待プラン

12枠パック
1ロール5分のうち
3分放映
動画・静⽌画 可
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■対象

■掲載期間

■⼊稿条件

：⼀般貸出し枠
※デジタルサイネージの販売状況によりお断りするケースがございます。

：開催⽉でご希望の期間

：【お申込み期限】放映開始希望⽇の3週間前までに掲載希望素材とともにお申し込みください。
【⼊稿期限】放映開始希望⽇の8営業⽇前まで。意匠審査は放映開始希望⽇の１5⽇前まで。
【内容】イベント開催情報・商品・サービス等の情報
【審査】掲載内容の事前審査がございます。⼊稿期限まで余裕を持った制作進⾏をお願いいたします。

□広告主の扱い可否について事前に担当者までご相談ください。
□屋外にあるサイネージのため、⽇中帯にガラスへの映り込み等がある場合がございます。
□⼤規模災害時等の緊急時に広告放映を中⽌し、放映内容を切り替える場合がございます。

□最低放映回数は、緊急放映・⽀障を含め90％稼動時の回数とします。
□代替放映について、⼀部もしくは全部が、機器の故障、その他の理由により放映されなかった場合、放映⽀障時間相当回数を

代替放映させて頂く事によって正規放映とさせて頂きます。それ以外の賠償責任は負えませんので予めご了承ください。
□特殊な放映パターンをご希望の場合は、事前にお問い合わせください（別途作業費等が発⽣する場合があります）

株式会社ソウアン
〒151-0051
東京都渋⾕区千駄ヶ⾕4-27-5 倖榮ビル6F
TEL: 03-5860-6901
FAX: 03-5860-6902
Mail: info@soan-inc.jp

注意事項

本件に関する問合せ先


