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イーネットでは、全国約12,000台超のATMネットワークを活用し、
ATMセカンドディスプレイを利用した広告サービスをご提供しています。

放映可能台数 全国12,584台 2021年5月末現在

ファミリーマート 11,442台

デイリーヤマザキ 248台

ライフ 155台

ドン・キホーテ 66台

その他スーパーマーケット、商業施設、病院等 673台

合計 12,584台

設置先の構成

広告掲出場所（イメージ）

広告スペース
21.5インチ

（480×270mm）

■配信間隔 ：約5分に15秒の広告掲載
■視認率 ：コンビニエンスストアの場合、

来店客の22.3％（当社調べ）
■配信地域 ：全国（都道府県指定も可能）

イーネットATM デジタルサイネージ広告
2021年上期版

※その他＝病院・駅ナカ・サービスエリア・ホテル・
アミューズメント施設・事業所内など
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媒体概要

展開物規格 静止画／動画（音声なし）

展開場所 ATMセカンドディスプレイ

露出回数 15秒表示×12回/h×終日

入稿素材

期間 週単位（端数繰り上げ）

項目 仕様

静止画

入稿メディア形式 JPEG/PNG

ファイル形式
・カラーモード：RGB

・解像度（横×縦）：1920×1080ピクセル以内

動画

入稿メディア形式 圧縮コーデック：MPEG-4 AVC/H.264 (.mp4)

ファイル形式
・推奨解像度：1920x1080ピクセル以下かつ16:9サイズ

・フレームレート：29.97fps

スケジュール

広告掲載条件について

お申込み
デザイン考査用
データ提出

入稿
放映
開始

・広告内容全ての情報・表現に関する一切の責任は広告主が負うものとします。

・ATM設置先店舗企業様独自の基準によって放映できない場合があります。

・放映開始日、放映店舗等、他社様との兼ね合いでご希望に添えない場合があります。

・コンテンツ審査にあたっては、以下の項目を確認させていただきます。

・放映料金は、設置台数の変動により定期的に見直しを行いますので、ご了承ください。

●4週間前 ●2週間前●3～4週間前

広告主・広告内容考査
お見積り

お申込み前

①当社および設置先企業と競合関係にないか

②設置先企業の店頭および銀行ATMにふさわしい内容・デザインか

③広告主の名称が明記されているか

④その他、日本民間放送連盟 日本広告審査機構等の一般基準に基づき、適切な内容か

イーネットATM デジタルサイネージ広告
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＜デジタルサイネージ料金表＞ 

イーネット直販料金   

1週間 2週間 3週間 4週間

全国 12,584    ¥1,210,000 ¥2,178,000 ¥2,723,000 ¥3,025,000

北海道 84           ¥70,000 ¥126,000 ¥158,000 ¥175,000

東北 855         ¥210,000 ¥378,000 ¥473,000 ¥525,000

関東 5,111      ¥600,000 ¥1,080,000 ¥1,350,000 ¥1,500,000

東海・北陸 2,000      ¥390,000 ¥702,000 ¥878,000 ¥975,000

関西 2,122      ¥410,000 ¥738,000 ¥923,000 ¥1,025,000

中国・四国 931         ¥240,000 ¥432,000 ¥540,000 ¥600,000

九州 1,149      ¥280,000 ¥504,000 ¥630,000 ¥700,000

沖縄 332         ¥80,000 ¥144,000 ¥180,000 ¥200,000

2021年5月現在台数

 

 

台数 1週間 2週間 3週間 4週間

北海道 84 ¥70,000 ¥126,000 ¥157,500 ¥175,000

青森県 64 ¥70,000 ¥126,000 ¥157,500 ¥175,000

岩手県 106 ¥70,000 ¥126,000 ¥157,500 ¥175,000

宮城県 262 ¥70,000 ¥126,000 ¥157,500 ¥175,000

秋田県 61 ¥70,000 ¥126,000 ¥157,500 ¥175,000

山形県 106 ¥70,000 ¥126,000 ¥157,500 ¥175,000

福島県 163 ¥70,000 ¥126,000 ¥157,500 ¥175,000

新潟県 93 ¥70,000 ¥126,000 ¥157,500 ¥175,000

茨城県 301 ¥80,000 ¥144,000 ¥180,000 ¥200,000

栃木県 191 ¥70,000 ¥126,000 ¥157,500 ¥175,000

群馬県 119 ¥70,000 ¥126,000 ¥157,500 ¥175,000

埼玉県 690 ¥170,000 ¥306,000 ¥382,500 ¥425,000

千葉県 599 ¥140,000 ¥252,000 ¥315,000 ¥350,000

東京都 2100 ¥390,000 ¥702,000 ¥877,500 ¥975,000

神奈川県 880 ¥220,000 ¥396,000 ¥495,000 ¥550,000

山梨県 83 ¥70,000 ¥126,000 ¥157,500 ¥175,000

長野県 148 ¥70,000 ¥126,000 ¥157,500 ¥175,000

富山県 104 ¥70,000 ¥126,000 ¥157,500 ¥175,000

石川県 103 ¥70,000 ¥126,000 ¥157,500 ¥175,000

福井県 103 ¥70,000 ¥126,000 ¥157,500 ¥175,000

岐阜県 120 ¥70,000 ¥126,000 ¥157,500 ¥175,000

静岡県 502 ¥120,000 ¥216,000 ¥270,000 ¥300,000

愛知県 663 ¥170,000 ¥306,000 ¥382,500 ¥425,000

三重県 405 ¥100,000 ¥180,000 ¥225,000 ¥250,000

滋賀県 102 ¥70,000 ¥126,000 ¥157,500 ¥175,000

京都府 256 ¥70,000 ¥126,000 ¥157,500 ¥175,000

大阪府 1155 ¥280,000 ¥504,000 ¥630,000 ¥700,000

兵庫県 434 ¥110,000 ¥198,000 ¥247,500 ¥275,000

奈良県 90 ¥70,000 ¥126,000 ¥157,500 ¥175,000

和歌山県 85 ¥70,000 ¥126,000 ¥157,500 ¥175,000

鳥取県 66 ¥70,000 ¥126,000 ¥157,500 ¥175,000

島根県 62 ¥70,000 ¥126,000 ¥157,500 ¥175,000

岡山県 132 ¥70,000 ¥126,000 ¥157,500 ¥175,000

広島県 237 ¥70,000 ¥126,000 ¥157,500 ¥175,000

山口県 94 ¥70,000 ¥126,000 ¥157,500 ¥175,000

徳島県 66 ¥70,000 ¥126,000 ¥157,500 ¥175,000

香川県 106 ¥70,000 ¥126,000 ¥157,500 ¥175,000

愛媛県 118 ¥70,000 ¥126,000 ¥157,500 ¥175,000

高知県 50 ¥70,000 ¥126,000 ¥157,500 ¥175,000

福岡県 476 ¥120,000 ¥216,000 ¥270,000 ¥300,000

佐賀県 71 ¥70,000 ¥126,000 ¥157,500 ¥175,000

長崎県 163 ¥70,000 ¥126,000 ¥157,500 ¥175,000

熊本県 197 ¥70,000 ¥126,000 ¥157,500 ¥175,000

大分県 115 ¥70,000 ¥126,000 ¥157,500 ¥175,000

宮崎県 125 ¥70,000 ¥126,000 ¥157,500 ¥175,000

鹿児島県 2 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

沖縄県 332 ¥80,000 ¥144,000 ¥180,000 ¥200,000
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