
CineAD 作品指定パッケージ 2021

3大都市作品上映パッケージ

・デジタル関連費込
・税別

30秒CM

300万円180万円

別途上映関連費 27万円 ※最終の上映館数によって変動あり。

期間内に保証動員数が未達成の場合、そのまま延長してＣＭ上映を継続。達成
まで上映を続けます。ただし、延長期間は指定作品の追加や変更または全作品
への拡大となる場合がありますのでご了承ください。

安心の
動員保証 6.5万人

15秒CM

主要映画館チェーンの中からの主要駅に立地、高稼働の劇場を厳選した特別プラン

企画料金

（税別）

厳選ハイクラスシアター

41%OFF 42%OFF

※下記は企画作成時点で当該作品が上映される想定を基に作成しています。
興行都合、満枠等で一部変更の場合もございます。

CM指定作品 映画 すみっコぐらし ⻘い月夜のまほうのコ

CM上映期間 公開日～ 2週間

CM上映チェーン 主要チェーンミックス 素材納品締切
上映スタート日の
8営業日前

上映エリア／劇場数（予定） 三大都市 15劇場

CM上映予定劇場

2021.08

（通常定価 513万円）（通常定価 305万円）

11月 公開 映画 すみっコぐらし

1 東京 日本橋 ＴＯＨＯシネマズ日本橋 9 愛知 名古屋 ミッドランドスクエアシネマ

2 東京 新宿 新宿ピカデリー 10 愛知 名古屋 １０９シネマズ名古屋

3 東京 池袋 ＴＯＨＯシネマズ池袋 11 大阪 梅田 大阪ステーションシティシネマ

4 東京 二子玉川 １０９シネマズ二子玉川 12 大阪 なんば なんばパークスシネマ

5 東京 品川 Ｔ・ジョイ PRINCE 品川 13 大阪 阿倍野 あべのアポロシネマ

6 東京 上野 ＴＯＨＯシネマズ上野 14 京都 京都 ＭＯＶＩＸ京都

7 東京 亀有 ＭＯＶＩＸ亀有 15 兵庫 西宮 ＴＯＨＯシネマズ西宮ＯＳ

8 神奈川 川崎 川崎チネチッタ

来場者ターゲット

●声の出演 ：Coming Soon

●監督 ：大森貴弘

・ファミリーを軸に幅広い



CineAD 作品指定パッケージ 2021

・デジタル関連費込
・税別

CM指定作品 映画 すみっコぐらし ⻘い月夜のまほうのコ

CM上映期間 公開日 ～ 2週間

CM上映チェーン イオンシネマ 素材納品締切
上映スタート日の
8営業日前

イオンシネマチェーン公開予定数 全国 92劇場 ※予定

30秒CM

300万円180万円

別途上映関連費 59.2万円 ※最終の上映館数によって変動あり。

11月 公開 映画 すみっコぐらし

期間内に保証動員数が未達成の場合、そのまま延長してＣＭ上映を継続。達成
まで上映を続けます。ただし、延長期間は指定作品の追加や変更または全作品
への拡大となる場合がありますのでご了承ください。

安心の
動員保証 10万人

15秒CM

国内最大映画館チェーン、イオンシネマで話題作の公開に併せてＣＭ上映。

作品指定上映パッケージ イオンシネマ

来場者ターゲット

●声の出演 ：Coming Soon

●監督 ：大森貴弘

・ファミリーを軸に幅広い

●イオンシネマ
国内最大数の映画館ネットワークを誇り、年間動員シェアの
約20%を占めるシネコンチェーン。
イイオングループが母体であり、その多くがイオンモール
などのイオン系商業施設に併設しています。

企画料金

（税別）

イオンシネマチェーンで当作品が上映される劇場全てでＣＭが上映されます。
上映劇場数は予定のため興行都合、満枠等により変更が生じる場合がありますが、保証動員、並びに
料金は、原則変更ありません。

ＣＭ上映劇場
について



2021.08

作品指定上映パッケージ イオンシネマ

イオンシネマ全劇場リスト 下記は現時点での全劇場リストです。最終のＣＭ上映劇場は確定時に改めてお伝えします。

参考（定価）

イオンシネマ全95劇場
（2021年8月現在）

１作品併映シネアド上映価格

30秒 1,787万円／15秒 1,180万円

No. 劇場名 No. 劇場名 No. 劇場名

1 北海道 旭川 イオンシネマ旭川駅前 33 埼玉 越谷 イオンシネマ越谷レイクタウン 65 石川 白山 イオンシネマ白山

2 北海道 小樽 イオンシネマ小樽 34 埼玉 春日部 イオンシネマ春日部 66 大阪 心斎橋 イオンシネマシアタス心斎橋

3 北海道 北見 イオンシネマ北見 35 埼玉 川口 イオンシネマ川口 67 大阪 茨木 イオンシネマ茨木

4 北海道 江別 イオンシネマ江別 36 埼玉 ふじみ野 イオンシネマ大井 68 大阪 守口 イオンシネマ大日

5 北海道 釧路 イオンシネマ釧路 37 埼玉 羽生 イオンシネマ羽生 69 大阪 四條畷 イオンシネマ四條畷

6 ⻘森 弘前 イオンシネマ弘前 38 埼玉 熊谷 イオンシネマ熊谷 70 大阪 泉南 イオンシネマりんくう泉南

7 岩手 北上 イオンシネマ北上 39 茨城 守谷 イオンシネマ守谷 71 京都 京都 イオンシネマ京都桂川

8 宮城 名取 イオンシネマ名取 40 茨城 下妻 イオンシネマ下妻 72 京都 久御山 イオンシネマ久御山

9 宮城 利府 イオンシネマ新利府 41 群馬 高崎 イオンシネマ高崎 73 京都 木津川 イオンシネマ高の原

10 宮城 石巻 イオンシネマ石巻 42 群馬 太田 イオンシネマ太田 74 兵庫 三田 イオンシネマ三田ウッディタウン

11 秋田 大仙 イオンシネマ大曲 43 新潟 新潟 イオンシネマ新潟西 75 兵庫 明石 イオンシネマ明石

12 山形 天童 イオンシネマ天童 44 新潟 新潟 イオンシネマ新潟南 76 兵庫 加古川 イオンシネマ加古川

13 山形 米沢 イオンシネマ米沢 45 新潟 燕 イオンシネマ県央 77 滋賀 近江八幡 イオンシネマ近江八幡

14 山形 東田川 イオンシネマ三川 46 長野 松本 イオンシネマ松本 78 滋賀 草津 イオンシネマ草津

15 福島 福島 イオンシネマ福島 47 静岡 富士宮 イオンシネマ富士宮 79 奈良 北葛城 イオンシネマ西大和

16 東京 板橋 イオンシネマ板橋 48 愛知 名古屋 イオンシネマ・ワンダー 80 和歌山 和歌山 イオンシネマ和歌山

17 東京 調布 イオンシネマシアタス調布 49 愛知 名古屋 イオンシネマ大高 81 岡山 岡山 イオンシネマ岡山

18 東京 多摩 イオンシネマ多摩センター 50 愛知 名古屋 イオンシネマ名古屋茶屋 82 広島 広島 イオンシネマ広島

19 東京 武蔵村山 イオンシネマむさし村山 51 愛知 長久手 イオンシネマ長久手 83 広島 広島 イオンシネマ広島西風新都

20 東京 西多摩 イオンシネマ日の出 52 愛知 常滑 イオンシネマ常滑 84 山口 防府 イオンシネマ防府

21 神奈川 横浜 イオンシネマみなとみらい 53 愛知 豊田 イオンシネマ豊田　ＫｉＴＡＲＡ 85 徳島 徳島 イオンシネマ徳島

22 神奈川 横浜 イオンシネマ港北ニュータウン 54 愛知 岡崎 イオンシネマ岡崎 86 香川 高松 イオンシネマ高松東

23 神奈川 新百合ヶ丘イオンシネマ新百合ヶ丘 55 愛知 豊川 イオンシネマ豊川 87 香川 綾川 イオンシネマ綾川

24 神奈川 海老名 イオンシネマ海老名 56 岐阜 各務原 イオンシネマ各務原 88 香川 宇多津 イオンシネマ宇多津

25 神奈川 座間 イオンシネマ座間 57 三重 津 イオンシネマ津 89 愛媛 今治 イオンシネマ今治新都市

26 神奈川 茅ヶ崎 イオンシネマ茅ヶ崎 58 三重 津 イオンシネマ津南 90 福岡 福岡北 イオンシネマ福岡

27 千葉 千葉 イオンシネマ幕張新都心 59 三重 桑名 イオンシネマ桑名 91 福岡 福岡南 イオンシネマ大野城

28 千葉 市川 イオンシネマ市川妙典 60 三重 東員 イオンシネマ東員 92 福岡 北九州 イオンシネマ戸畑

29 千葉 印西 イオンシネマ千葉ニュータウン 61 三重 鈴鹿 イオンシネマ鈴鹿 93 福岡 筑紫野 イオンシネマ筑紫野

30 千葉 銚子 イオンシネマ銚子 62 石川 金沢 イオンシネマ金沢フォーラス 94 佐賀 佐賀 イオンシネマ佐賀大和

31 埼玉 さいたま イオンシネマ大宮 63 石川 金沢 イオンシネマ金沢 95 熊本 熊本南 イオンシネマ熊本

32 埼玉 さいたま イオンシネマ浦和美園 64 石川 小松 イオンシネマ新小松

エリア エリア エリア



パッケージ商品注意事項・素材納品について

▼動員保証企画に関して

動員（入場者数）保証が付帯している企画については以下の流れで進行します。

＊CMモニター証はパッケージで定められた予定期間分のみの発行となります。

＊その他、映画館チェーン毎の事情により細かい進行や規定が異なる場合がありますので
詳しくはお問い合わせください。

・作品公開日や上映映画館は直前まで変動の場合があります。
お申込み時に当該パケージの最新の劇場、保証動員を確認ください。

・ＣＭ出稿開始後、上映スタート数日の入場者数をもとに媒体元及び弊社にて
保証数達成を検討。未達成の可能性がある場合は、随時ＣＭ上映を延長して
達成まで続けます。

延長
期間

上映
開始

上映前

・延長期間は状況を判断し、当初の映画館もしくは一部の映画館のみで継続します。
・作品指定の場合、作品や枠状況によりＣＭ指定作品の追加や変更、全スクリーンでの

上映へ切替となる場合がありますので予めご了承ください。

基本ルール

＊お申し込みいただいた時点での満枠の劇場がある場合にはCM上映劇場から
除外となる場合があります。それにより料金や保証設定数（ある場合）に変更が生じる
場合は事前に協議をさせていただきます。

＊広告テーマ及び内容により、興行会社による事前上映可否審査が必要となります。
その際は、内容確認のための素材をご用意願います。

＊興行会社の定める特別興行 (舞台挨拶など）につきましてはCM上映はございません。

＊上映の順番のご指定はお受けできかねます。

＊一時的な映写機故障及び自然災害等不測の事態によりやむなく上映を中止せざるを
得なかった場合につきましては補填等の措置はございませんのでご容赦ください。

＊上映期間中、同業他社のＣＭ等が入る可能性がございます。

▼ＣＭ上映にあたっての注意事項 ▼素材納品スケジュール／素材詳細

上映スタート日（金曜日）の 8営業日前まで

映画初日の都合等で金曜日以外にＣＭ上映が開始される場合は、直前の金曜日スタートと

同じ納品締切となります。

納品仕様

フォーマット
MOV（コーデック H.264、ProRes422）
MP4

画面サイズ 1920（横）×1080（縦）

フレームレート

①24P（23.98fps）
②30P（29.97fps）[TOHOシネマズ 通常CM枠で上映の場合]
注：ＴＯＨＯシネマズプレミアムスポットは①
映画館が混在する場合、①、②両パターンでご用意をいただくか、
どちら一方を用意いただけければ弊社にてレート変換を行います。

ビットレート 20Mbps以上推奨

音声 2ch／5.1ch  ※5.1chの場合は納期が3営業日早まります。

音量
83Leq(m)（-20.0LKFS）
※音量基準の範囲外で納品された場合は弊社にて調整を行います。

セーフティ領域
90%
※領域外に文字等を配置した場合、切れる可能性があります。

カラーバー 不要（捨てカットも不要）

※プログレッシブ（インターレス解除）で納品ください。

※CM本編前後0.5秒は無音声でお願いします。

※素材タイトル、広告主名が分かるものを納品時に添付してください。

【フレームレートについて】

弊社では異なるフレームへの変換はシステム上で自動変換致します。

コマ数変更により素材の表現内容によって、まれに文字や画像にガタつきが生じる可能性が

あります。（例：横パンやテロップが横や縦にスクロールなど。）


