
Tokyo Marunouchi Only One in The World

東京・丸の内。この街に代わる街はない。

街と街をつなぎ、街と人をつなぎ、人と企業をつなぐ。

丸の内を中心とした新しいコンセプトのプロモーションメディアです。

『Marunouchi Media Link』

株式会社ケシオンは、当メディアの指定代理店として適正なご提案をさせて頂きます。



Marunouchi Area Data

92の上場企業の本社が集まる丸の内エリア。

この92の企業の連結売上高は、

日本の国家予算を大きく超える135兆円にもな

ります。

日本のエリート層と呼ぶべき約28万人の人々

が働くこの街は、一方で高級ブティックや一流

レストラン、文化施設なども集積し、休日には

交通アクセスの良さもあり広範囲のエリアから

多くの様々な人々を集めています。 JR21路線、都営地下鉄1路
線、東京メトロ6路線

JR・東京メトロ・東京駅
JR・東京メトロ・有楽町駅

東京メトロ・都営地下鉄・大手町駅
東京メトロ二重橋前駅

東京メトロ・都営地下鉄日比谷線 ※1 一般社団法人大手町・丸の内・有楽町地区まちづくり協議会ホームページ内「大丸有エリアのご紹介」より＊2017年1月時点
※2 上場会社（1部上場、2部上場、地方単独上場）の内、大丸有エリアに立地する本社数
※3 2016年度版（株）オリコムサーキュレーション資料より

世界的なトップ企業の集積 ※1

丸の内エリア

19社

東京のその他のエリア

ニューヨーク

26社

18社

上場企業本社数

※2

92社

就業者数

約28万人

※1

上場企業の
連結売上高

約135兆円
※1

就業者数

約120ha

※1

建物延床
（建設予定含む）

約800ha
※1

建物棟数
（建設予定含む）

101棟

※1

利用可能路線

JR・地下鉄

約28路線
※1

最寄り5駅の

1日の乗降人員

約252万人

※3



Marunouchi Media Link メディアマップ

平日は1日に約23万人のビジネスエリートが働き、週末は広域なエリアから
多くの高感度な人々が訪れる丸の内に、情報発信力の高い多彩なOOHメディアをご用意します。
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SignageⅠ

（デジタルサイネージ）

●Marunouchi Link SignageⅡ

（デジタルサイネージ）

● Marunouchi Link Board 

（ポスター）

● Marunouchi Vision

● 仲通りフラッグ

● POP UP Space

東京ビル

2005年に新しく生まれ変わった
「東京ビル」は、丸の内の玄関
口に位置し、東京国際フォーラ
ムとリンクする好立地。商業
ゾーンの「TOKIA」はグルメや
エンターテインメントが充実し、
丸の内の夜を楽しむ人々が集ま
ります。

丸の内オアゾ

オフィスビルや商業ゾー
ン、ホテルからなる「丸
の内オアゾ」は、丸の内
と大手町をつなぎ、各交
通機関のネットワークに
より抜群のアクセスを誇
ります。

丸の内ビル （ 丸 ビ

ル）

丸の内再開発の先導役
である「丸ビル」は、
ショッピングやグルメ、
カルチャー、エンター
テインメントが楽しめ
る場として、休日も多
くの人々で賑わってい
ます。

新丸の内ビル（新丸ビ

ル）

2007年に開業した「新丸
ビル」は、すぐ隣の丸ビル
とともに、東京駅正面のラ
ンドマーク。商業ゾーンに
は上質感のあふれる店舗が
集積しています。

丸の内パークビル

近代的なオフィスと、
クラシックテイストの
商業ゾーンの 「丸の
内ブリックスクエア」
からなる複合施設。敷
地内には、「三菱一号
館美術館」もあります。
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2021/07/21丸の内

※クライアント、デザインは事前に審査があります。

媒体名称 Marunouchi Link Signage Ⅰ

掲出場所

丸の内永楽ビル、三菱ＵＦＪ信託銀行本店ビル、新丸の内ビル
丸の内ビル、丸の内パークビル、東京ビル、丸の内オアゾ
丸の内二重橋ビル、三菱ビル、新東京ビル、国際ビル、新有楽町ビル、
有楽町ビル 大手町ビル 計14ビル 54台

掲出料金（税別） 15秒1枠 ￥600,000-／1週間
15秒1枠 ￥1,100,000-／2週間
15秒1枠 ￥1,900,000-／4週間
15秒1枠 ￥5,400,000-／13週間
15秒1枠 ￥9,400,000-／26週間
15秒1枠 ￥15,600,000-／52週間

画面インチ数
縦型液晶モニター 計56台
（85インチ 2台/65インチ 38台 /55インチ 12台/ 50インチ 4台）

掲出期間 1期1週間・１枠15秒 （6分ロール）

スタート日 毎週月曜日 ※オプション設定あり

放映時間 8：00～22：00

申し込み キャンペーン申込締切：3.5ヶ月前申込締切、同月内に媒体調整後決定

一般申込締切：2.5ヶ月前申込締切、同月内に媒体調整後決定
※広告主審査も併せて実施

仕様 表示パネル種類：液晶 表示色：フルカラー

音響装置：なし 入力可能映像ソース：動画・静止画

備考

• 想定接触可能人数：340,000人／日

• セット販売を基本単位として販売します。

• 最低放映率（実放映面数×実放映時間）÷（設置面数×放映時間）は90%とさせて頂きます。

• 意匠審査について約2営業日間で可否をお伝えします。
※意匠審査用の素材は原則MPEG4形式とします。

• データ納品について完パケデータにて放映日の6営業日までお願いします。（テープ入稿不可。
サイズが異なる場合、リサイズ作業は出来かねますのでご注意ください。）

• 放映終了後、放映ログによる放映証明書をデータ発行致します。
(放映写真1点添付)

• テナントが広告を出稿する場合、割引になる可能性があります。

• キャンペーン申込はメディアリンク媒体の600万円以上の出稿が条件となります。

丸の内エリアを代表する13棟のビルに
新たに登場した縦型デジタルサイネージ！

丸の内ビル B1階 三菱UFJ信託銀行本店ビル B1階

丸の内永楽ビル B1階新丸の内ビル 1階

Marunouchi Link Signage Ｉ
お問合せは

こちら

https://ooh-cmedia.com/contact/Marunouchi%20Link%20SignageⅠ
https://ooh-cmedia.com/contact/Marunouchi%20Link%20SignageⅠ


2021/07/21

■Marunouchi Link Signage Ⅰ設置場所一覧

丸の内

※エリアのA/Bは、オプションの面別切替の場合のエリアです。

Marunouchi Link Signage Ｉ

【入稿素材について】
入稿コンテンツは、修正の必要がない完パケデータで入稿してください。
※入稿素材に対しての修正作業・エンコードは当社側では行いませんので、

入稿規定に合った素材での入稿をお願いいたします。

【その他入稿に関する注意事項・条件】
・動画については、上記仕様範囲内であっても再生時に高負荷となる場合があります。

その際は協議の上、仕様修正の調整をお願いする場合があります。
・１６：９の表示エリアに対して、動画コンテンツのエンコード仕様が

入稿仕様と異なるなど、入稿基準と異なった場合、表示した内容の縦横比が
正確でなくなる、画面上下（もしくは左右）に黒味が生じる、文字がぼやける、
鮮明でない、動画放映がカクつく、フリーズが発生するなどがあります。
その場合、素材の再提出を依頼することがあります。

・動画表示は、単独での表示とします。複数の動画コンテンツを
同一画面で表示する仕様は再生品質を保証できないため除外とさせて頂きます。

・PowerPointやPhotoshop等の画像加工データ形式では入稿できません。
静止画（JPEG）形式に変更のうえ入稿願います。

・入稿コンテンツの修正、再エンコード等は行いません。
・静止画の枚数は任意とさせていただきます。
・サイネージⅡ1社ジャックにおける入稿素材につきましては、

6分ロール（＝360秒）の約数尺素材にてご入稿ください。
（例：15秒、30秒、45秒、60秒、72秒、90秒など）
・入稿素材は著作権等の確認が取れた素材であることを前提とします。

放映内容についての責任は、弊社では一切負いません。

プロット№ ビル名 設置台数 フロア サイズ エリア プロット№ ビル名 設置台数 フロア サイズ エリア

1 B1F 55 A 27 1F 65 A

2 B1F 65 B 28 1F 65 B

3 B1F 65 A 29 1F 65 A

4 B1F 65 B 30 1F 65 B

5 B1F 65 A 31 1F 65 A

6 B1F 65 B 32 1F 65 B

7 1F 65 A 33 1F 65 A

8 1F 65 B 34 1F 65 B

9 B1F 55 A 35 1F 65 A

10 B1F 55 B 36 1F 65 B

11 B1F 65 A 75 B1F 65 A

12 B1F 65 B 76 B1F 65 B

13 B1F 65 A 77 三菱ビル 1 1F 65 A

14 1F 65 A 78 1F 65 A

15 1F 65 B 79 1F 65 B

16 B1F 55 A 80 1F 65 B

17 B1F 55 B 81 1F 65 A

18 B1F 65 B 82 1F 65 A

19 B1F 65 A 83 1F 65 B

20 B1F 65 B 84 1F 65 A

21 B1F 65 A 85 1F 65 B

22 B2F 55 B 86 有楽町ビル 1 1F 65 B

23 B1F 50 A 87 B2F 55 A

24 B1F 50 B 88 B2F 55 B

25 B1F 50 B 89 B2F 55 A

26 B1F 50 A 90 B2F 55 B

91 B2F 55 A

92 B2F 55 B

93 B1F 85 A

94 B1F 85 B

丸の内オアゾ

丸の内二重橋ビル

丸の内パークビル

東京ビル

2

4

丸の内永楽ビル 2

三菱UFJ信託銀行本店ビル 4

新丸の内ビル 7

丸の内ビル 7

2

大手町ビル 6

10

新有楽町ビル 2

常盤橋タワー 2

国際ビル

新東京ビル

2

4



2021/07/21Marunouchi Link Signage Ⅱ丸の内

※クライアント、デザインは事前に審査があります。

媒体名称 Marunouchi Link Signage Ⅱ

掲出場所 東京駅前地下広場 計15柱 全38面

掲出料金（税別） 1枠 ￥2,000,000-／1週間

1枠 ￥4,000,000-／2週間

1枠 ￥8,000,000-／4週間
1社買い切り・最大6分ロール

画面インチ数 縦型液晶モニター（65インチ）

掲出期間 1期1週間 （6分ロール）

スタート日 毎週月曜日

放映時間 8：00～22：00

申し込み
キャンペーン申込締切：掲出開始月の3.5ヶ月前締切、同月内に調整・発表。
一般申込締切：掲出開始月の2.5ヶ月前締切、同月内に調整・発表。以降決定優先
※長期申込みは最長4週間までとします。

仕様 表示パネル種類：液晶 表示色：フルカラー

音響装置：なし 入力可能映像ソース：動画・静止画

備考

• 放映・掲出前に意匠審査を行います。

• 最低放映率（実放映面数×実放映時間）÷（設置面数×放映時間）は90%とさせて頂きます。

• 予め設定された面数のセット販売を基本とします。
• 基本設定以外の特殊な放映パターンや複数素材の掲出などをご希望の場合は別途担当までご

相談下さい。
• 元日および施設休館日は放映を休止させていただきます。
• 放映枠の仮押さえは行いません。
• 期間中の放映素材変更や中止をする場合や素材納品が間に合わない場合などは別途費用がか

かります。

• 意匠審査について約2営業日間で可否をお伝えします。
※意匠審査用の素材は原則MPEG4形式とします。

（制作中の場合は画コンテででも受付可）

• データ納品について完パケデータにて放映日の6営業日までお願いします。
（テープ入稿不可。サイズが異なる場合、リサイズ作業は出来かね

ますのでご注意ください。

• 放映終了後、放映ログによる放映証明書をデータ発行致します。 (放映写真1点添付)

• テナントが広告を出稿する場合、割引になる可能性があります。

• キャンペーン申込はメディアリンク媒体の600万円以上の出稿が条件となります。

広々として明るい東京駅前地下広場に
38面設置された連続性のあるデジタルサイネージです。

東京駅前地下広場

掲出場所

東京メトロ丸の内線「東京駅」

乗降人員196,687人/１日

お問合せは

こちら

https://ooh-cmedia.com/contact/Marunouchi%20Link%20SignageⅡ
https://ooh-cmedia.com/contact/Marunouchi%20Link%20SignageⅡ


2021/07/21Marunouchi Link Signage Ⅱ オプション丸の内

※クライアント、デザインは事前に審査があります。

媒体名称 Marunouchi Link Signage Ⅱ シートセット

掲出場所
東京駅前地下広場
計11柱 全16面（実施面数は調整可）

掲出料金（税別）

￥500,000-／1週間
￥1,000,000-／2週間
￥1,5000,000-／4週間

シート製作の場合 製作・取付・撤去費：別途

サイズ H2,300×Ｗ1,060（mm）

掲出期間 1期1週間

スタート日 毎週月曜日

申し込み 申請に時間を要するため、お申込みは掲出日の1ヶ月前までの受付とします。

備考

• テナントが広告を出稿する際には、割引の適用がある場合がございます。
• シート製作の場合、完全データ入稿となります。
• シート製作の場合、素材選定・印刷加工・施工管理は弊社指定業者で行います。
• B1ポスターでの対応も可能です。その場合はポスター納品となります。

また、印刷が必要な場合は別途御見積り致します。
• デザインの形状や校正の回数・数量によっては別途費用をご請求させて頂く

場合がございます。
• 実施数量については調整可能です。ご希望の箇所や面数をご指示頂いた後、

別途御見積り致します。

シートセット（オプション）

掲出場所

お問合せは

こちら

https://ooh-cmedia.com/contact/Marunouchi%20Link%20SignageⅡ
https://ooh-cmedia.com/contact/Marunouchi%20Link%20SignageⅡ


2021/07/21Marunouchi Link Signage ネットワーク丸の内

※クライアント、デザインは事前に審査があります。

媒体名称 Marunouchi Link Signage ネットワーク

掲出場所

①丸の内永楽ビル（2面） ②三菱UFJ信託銀行本店ビル（4面）
③新丸の内ビル（7面） ④ 丸の内ビル（7面）⑤丸の内パークビル（2面）
⑥東京ビル（4面）⑦ 丸の内オアゾ（10面） ⑧丸の内二重橋ビル（2面）
⑨三菱ビル（１面） ⑩新東京ビル（４面）⑪国際ビル（２面）
⑫新有楽町ビル（２面）⑬有楽町ビル（１面） ⑭大手町ビル（6面）
⑮東京駅前地下広場 （３８面）⑯常盤橋タワー（2面）
全16エリア 全94面

掲出料金（税別） 15秒1枠 ￥1,000,000-／1週間
15秒1枠 ￥1,900,000-／2週間
15秒1枠 ￥3,600,000-／4週間
最大6分ロール

画面インチ数 縦型液晶モニター（50/55/66/85インチ）

掲出期間 1期1週間・１枠15秒 （6分ロール）

スタート日 毎週月曜日（オプション設定あり）

放映時間 8：00～22：00

申し込み
キャンペーン申込締切：掲出開始月の3.5ヶ月前締切、同月内に調整・発表。
一般申込締切：掲出開始月の2.5ヶ月前締切、同月内に調整・発表。以降決定優先
※長期申込みは最長4週間までとします。

仕様 表示パネル種類：液晶 表示色：フルカラー

音響装置：なし 入力可能映像ソース：動画・静止画

備考

• テナントが広告を出稿する際には、割引の適用がある場合がございます。
• 最低放映率（実放映面数×実放映時間）÷（設置面数×放映時間）は90%とさせて頂きます。
• 予め設定された面数のセット販売を基本とします。
• 基本設定以外の特殊な放映パターンや複数素材の掲出などをご希望の場合は別途担当まで

ご相談下さい。
• 複数素材や時間切替などはオプションにて対応可能です。（Marunouchi Link SignageⅠ、

ネットワークの場合）
• Marunouchi Link SignageⅠとMarunouchi Link SignageⅡはシンクロ放映にはなり

ませんのでご注意ください。
• 元日および施設休館日は放映を休止させていただきます。
• 放映枠の仮押さえは行いません。
• 期間中の放映素材変更や中止をする場合や素材納品が間に合わない場合などは別途費用がか

かります。

• セット販売を基本単位として販売します。

• 意匠審査について約2営業日間で可否をお伝えします。
※意匠審査用の素材は原則MPEG4形式とします。（制作中の場合は画コンテででも受付可）

• データ納品について完パケデータにて放映日の6営業日までお願いします。
（テープ入稿不可。サイズが異なる場合、リサイズ作業は出来かねますのでご注意ください。

• 放映終了後、放映ログによる放映証明書をデータ発行致します。 (放映写真1点添付)

• キャンペーン申込はメディアリンク媒体の600万円以上の出稿が条件となります。

既存のリンクサイネージ52面に東京駅前地下広場のサイネージが
加わり、さらに広いネットワークでの訴求が可能になります。

東京駅前地下広場

丸の内オアゾ1階丸の内永楽ビルB1階

丸の内ビル1階 新丸の内ビル1階

お問合せは

こちら

https://ooh-cmedia.com/contact/Marunouchi%20Link%20Signageネットワーク
https://ooh-cmedia.com/contact/Marunouchi%20Link%20Signageネットワーク


2021/07/21Marunouchi Link Board「Marunouchi Poster Jack」

媒体名称 Marunouchi Link Board「Marunouchi Poster Jack」

掲出場所

大手町ビル、新大手町ビル、丸の内永楽ビル、
三菱ＵＦＪ信託銀行本店ビル、丸の内オアゾ、新丸の内ビル、
丸の内ビル、三菱ビル、丸の内パークビル、東京ビル、国際ビル、
新東京ビル、新国際ビル、有楽町ビル、新有楽町ビル
計15ビル ※別紙参照

掲出料金
（税別） ¥1,500,000-／1週間

¥2,700,000-／2週間
※加工・設置・撤去費（概算）：別途

掲出枚数 B0：33枚、B1：42枚

※B0スペースにB1連貼りも可能です。

スタート日 毎週月曜日

申し込み
キャンペーン申込締切：3.5ヶ月前申込締切、同月内に媒体調整後決定
一般申込締切：2.5ヶ月前申込締切、同月内に媒体調整後決定
※広告主審査も併せて実施

納品 掲出開始6営業日前弊社納品（＋予備で意匠ごとに掲出枚数２割）

想定接触
可能人数

460,000人／日

その他

• 当媒体は、予め設定されたセット販売を基本単位として販売します。
• 掲出開始前日21時頃施工開始、掲出終了日21時頃撤去開始いたします。
• ポスター加工、設置、撤去作業は、事務局管理のもと実施いたします。

●5ミリ厚のハレパネボード貼りもしくは専用ポスターフレーム取付
※ハレパネボードへのポスター貼り込み、指定業者の工場で行います。
※臨時媒体の基本取付位置は、床面から高さ1150mmの位置とします。

• ポスター原稿を制作する際には、上下左右10mmのクワエを設けてください。
• ビルによっては、一部広告主の制限があります。
• キャンペーン申込はメディアリンク媒体の600万円以上の出稿が条件と

なります。
・テナントが広告を出稿する際には、掲出料金に割引の適用がある場合が

ございます。
・B0スペースにB1連貼りも可能です。

丸の内

※掲出イメージ

※クライアント、デザインは事前に審査があります。

お問合せは

こちら

https://ooh-cmedia.com/contact/Marunouchi%20Link%20Board丸の内ポスタージャック
https://ooh-cmedia.com/contact/Marunouchi%20Link%20Board丸の内ポスタージャック


2021/07/21Marunouchi Link Board「Marunouchi Poster Jack」丸の内

※クライアント、デザインは事前に審査があります。



2021/07/21

※クライアント、デザインは事前に審査があります。

媒体名称 Marunouchi Link Board「Marunouchi Big Poster Set」

掲出場所

大手町ビル、丸の内永楽ビル、三菱ＵＦＪ信託銀行本店ビル、
丸の内ビル、三菱ビル、丸の内パークビル、東京ビル、
国際ビル、新東京ビル、有楽町ビル 計10ビル ※別紙参照

掲出料金
（税別） ¥1,000,000-／1週間

¥1,800,000-／2週間
※加工・設置・撤去費(概算）：別途

掲出枚数 B0：32枚

スタート日 毎週月曜日

申し込み
キャンペーン申込締切：3.5ヶ月前申込締切、同月内に媒体調整後決定
一般申込締切：2.5ヶ月前申込締切、同月内に媒体調整後決定
※広告主審査も併せて実施

納品 掲出開始6営業日前弊社納品（＋予備で意匠ごとに掲出枚数２割）

想定接触
可能人数

230,000人／日

その他

• 当媒体は、予め設定されたセット販売を基本単位として販売します。
• 掲出開始前日21時頃施工開始、掲出終了日21時頃撤去開始いたします。
• ポスター加工、設置、撤去作業は、事務局管理のもと実施いたします。

●5ミリ厚のハレパネボード貼りもしくは専用ポスター
フレーム取付
※ハレパネボードへのポスター貼り込み、指定業者の工場で行います。
※臨時媒体の基本取付位置は、床面から高さ1150mmの位置とします。

• ポスター原稿を制作する際には、上下左右10mmのクワエを
設けてください。

• ビルによっては、一部広告主の制限があります。
• キャンペーン申込はメディアリンク媒体の600万円以上の出稿が条件と

なります。
• テナントが広告を出稿する際には、掲出料金に割引の適用がある場合が

ございます。

Marunouchi Link Board「Marunouchi Big Poster Set」丸の内

新東京ビルB1階

お問合せは

こちら

https://ooh-cmedia.com/contact/Marunouchi%20Link%20Board丸の内ビッグポスターセット
https://ooh-cmedia.com/contact/Marunouchi%20Link%20Board丸の内ビッグポスターセット


2021/07/21Marunouchi Link Board「Marunouchi B1 Poster All Set」

※クライアント、デザインは事前に審査があります。

媒体名称 Marunouchi Link Board「Marunouchi B1 Poster All Set」

掲出場所

大手町ビル、新大手町ビル、丸の内永楽ビル、丸の内オアゾ、
新丸の内ビル、丸の内ビル、三菱ビル、丸の内パークビル、
東京ビル、国際ビル、新東京ビル、新国際ビル、
有楽町ビル、新有楽町ビル 計14ビル ※別紙参照

掲出料金
（税別） ¥1,000,000-／1週間

¥1,800,000-／2週間
※加工・設置・撤去費（概算）：別途

掲出枚数 B1：64枚

スタート日 毎週月曜日

申し込み
キャンペーン申込締切：3.5ヶ月前申込締切、同月内に媒体調整後決定
一般申込締切：2.5ヶ月前申込締切、同月内に媒体調整後決定
※広告主審査も併せて実施

納品 掲出開始6営業日前弊社納品（＋予備で意匠ごとに掲出枚数２割）

想定接触
可能人数

440,000人／日

その他

• 当媒体は、予め設定されたセット販売を基本単位として販売します。
• 掲出開始前日21時頃施工開始、掲出終了日21時頃撤去開始いたします。
• ポスター加工、設置、撤去作業は、事務局管理のもと実施いたします。

●5ミリ厚のハレパネボード貼りもしくは専用ポスター
フレーム取付
※ハレパネボードへのポスター貼り込み、指定業者の工場で行います。
※臨時媒体の基本取付位置は、床面から高さ1150mmの位置とします。

• ポスター原稿を制作する際には、上下左右10mmのクワエを設けてください。
• ビルによっては、一部広告主の制限があります。
• キャンペーン申込はメディアリンク媒体の600万円以上の出稿が条件と

なります。
・テナントが広告を出稿する際には、掲出料金に割引の適用がある場合が

ございます。

丸の内
お問合せは

こちら

https://ooh-cmedia.com/contact/Marunouchi%20Link%20Board丸の内B1ポスターオールセット
https://ooh-cmedia.com/contact/Marunouchi%20Link%20Board丸の内B1ポスターオールセット


2021/07/21Marunouchi Link Board「Marunouchi B1 Poster All Set」

※クライアント、デザインは事前に審査があります。

丸の内

※ポスター設置箇所については別紙プロット資料をご覧ください。
（No.に記載の番号＝プロット資料記載の番号）

※今後、掲出種別を変更する場合がございます。


