
 

＜「MANTA」サービスエリア拡大の詳細について＞ 

 

１．「プロントコーポレーション」との提携内容 

（１）東京メトロ沿線にある「プロント」（51 店舗）にて、「MANTA」がご利⽤可能になります。 

  ※具体的な対象店舗は、『３．「MANTA」サービスが利⽤可能となる店舗名⼀覧』をご覧ください。 

（対象店舗でご利⽤いただけるようになる「MANTA」サービス） 

①「MANTA」アプリを利⽤したサービス 

専⽤アプリ「MANTA」で、コンテンツサービスや無料インターネットサービス等、東京メトロ

駅構内と同様のサービスをご利⽤いただけます。（サービス内容は参考資料をご覧ください。） 

②インバウンド向け無料インターネットサービス 

ブラウザにて提供しており、英語、韓国語、中国語（簡体字、繁体字）に対応しています。 

1 回 15 分、1 日 5 回までのご利⽤で、別途 NTTBP が定める規約への同意等が必要です。 

 

（２）「MANTA」が利⽤できる「プロント」店舗の最寄駅の構内において、当該店舗の情報が「MANTA」

上に表示されます。 

 

（３）1 月６日(月)から１月１９日(日)の期間限定で「プロント」一部対象店舗（１０店舗）で利⽤でき

る、「MANTA」を通じたクーポン配信を駅構内、「プロント」対象店舗で⾏います。 

  ※ クーポン配信を⾏う「プロント」対象店舗は、『３．「MANTA」サービスが利⽤可能となる店舗名

⼀覧』をご覧ください。また、クーポンの配信期間は予定です。 

  ※ 配信するクーポンの内容は、「各対象店舗カフェタイム限定のホットコーヒーレギュラーサイズ無

料券（220 円）」で、対象全店舗で 5,000 杯限定となります。（無くなり次第終了します。） 
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東京メトロ駅構内 「プロント」店舗内    

 
「「「「プロントプロントプロントプロント」」」」のののの    

店舗へ店舗へ店舗へ店舗へ    

 

 

 

 

 

「プロント」店舗情報、クーポンを確認！ 「MANTA」のクーポンでお得に利用！ 

※画面はイメージです。※画面はイメージです。※画面はイメージです。※画面はイメージです。    



２．提携開始期間 

 2013 年 12 月 24 日（⽕）から実証実験終了【2014 年 1 月 31 日（⾦）予定】まで 

 ※ ただし、上記（２）および（３）のサービスについては、専⽤アプリ「MANTA」の最新バージョン

（Ver3.1）が必要です。 

 

３．「MANTA」サービスが利⽤可能となる店舗名一覧 

※ ★が付いている店舗は、クーポン配信を⾏う店舗です。 

店舗名 最寄駅  店舗名 最寄駅 

プロント 信濃町店 ⻘⼭⼀丁目  プロント 渋谷宮下公園店 渋谷 

プロント 秋葉原駅北⼝店 秋葉原  プロント 渋谷 1・2F 店 渋谷 

プロント 秋葉原店 秋葉原  プロント 渋谷 3F 店 渋谷 

プロント 岩本町インスタイルスクエア店 秋葉原  プロント 渋谷宮益坂店 渋谷 

プロント 飯田橋店 飯田橋  プロント 新宿センタービル店 新宿 

プロント 池袋⻄⼝公園店 池袋  プロント 新宿⻄⼝店 新宿 

プロント 南池袋店 池袋  プロント 新宿小田急エース店 新宿 

プロント 池袋サンシャイン通り店 池袋  プロント ⻄新宿店 新宿 

プロント 市ヶ谷店 市ヶ谷  プロント 新宿御苑前店 新宿御苑前 

プロント 上野しのばず⼝店 上野  プロント 新宿 3 丁目店 新宿三丁目 

プロント 東上野店 上野  プロント 代々木店 新宿三丁目 

プロント 恵比寿東⼝店 ★ 恵比寿  プロント 新橋駅前店  新橋 

プロント 大手町カンファレンスセンター店 大手町  プロント 銀座ナイン店 新橋 

プロント BEERTERIA 東京駅店 大手町  プロント ウインズ汐留店 新橋 

プロント アネックス大手町店 大手町  プロント 銀座並木通り店 新橋 

プロント 大手町店 大手町  プロント 浅草店 ★ 田原町 

プロント ⻘⼭店 表参道  プロント 東陽町店 ★ 東陽町 

プロント 外苑前店 外苑前  プロント 豊洲店 ★ 豊洲 

プロント 兜町店 茅場町  プロント ⻁ノ門店 ★ ⻁ノ門 

プロント 茅場町店 茅場町  プロント ⼋重洲柳通り店★ 日本橋 

プロント 新川店 茅場町  プロント ⼋丁堀店 ⼋丁堀 

プロント 神田店 ★ 神田  プロント 東銀座店★ 東銀座 

プロント 千駄ヶ谷 4 丁目店 ★ 北参道  プロント 銀座コリドー店★ 日比谷 

プロント 九段下店 九段下  プロント 有楽町電気ビル店 有楽町 

プロント 麹町店 麹町  プロント 有楽町店 有楽町 

プロント 高円寺南⼝店 新高円寺 



【 「MANTA」サービスの内容について 】 

１ 「MANTA（Metro Amusement Network Trinity App）」サービスについて 

（１）概要 

東京メトロと NTTBP が平成 25 年 2 月 14 日（木）から平成 26 年 1 月 31 日（⾦）まで、共同で試

験的に実施している、東京メトロの駅構内無線 LAN を活⽤した新しい情報配信サービスです。 

東京メトロの駅構内において、鉄道情報や沿線地域等に関する情報や各種コンテンツをダウンロード

することができ、東京メトロによる移動時間を楽しんでいただくためのサービスです。 

 

（２）MANTA のサービス提供場所 

東京メトロ全駅及び「プロント」対象店舗で利⽤可能です。 

（ただし、和光市駅、目⿊駅、日比谷線北千住駅、副都⼼線渋谷駅を除きます） 

 

2 専⽤アプリ「MANTA」を利⽤したサービスの内容 

（１）専⽤アプリを使って、コンテンツサービスや無料インターネット等がご利⽤頂けます）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【滞在駅情報】 

滞在駅の路線別時刻表、路線別乗車位置案内、駅構内図を表示

します。 

※プロント店舗で MANTA を利用する場合は、最寄の東京メトロの駅

を表示します。 

【ダウンロードコンテンツ】 

Web マガジン・動画・エリア情報等、コンテンツのダウンロードができま

す。 

 【メトロ沿線情報】 

メトロ沿線のお出かけ情報を配信します。 

【プレイリスト】 

ダウンロードしたコンテンツをどこでも閲覧・再生できます。 

【無料インターネットサービス】 

無線 LAN による高速インターネットサービスを 1 回１５分、1 日 5 回ま

で利用できます。別途 NTTBP が定める規約への同意等が必要です） 

参 考 

※画面はイメージです。 



（２）発⾞時刻案内 

滞在駅の上下線の次発列⾞情報や、滞在駅 

 の乗⾞予定路線の停⾞駅・各駅到着予定時間 

 の情報を提供。 

 

 

 

 

 

（３）プッシュ通知 

・運⾏情報 

予め登録した線について運⾏情報がある場合、 

ポップアップで該当情報を通知。 

（Android のみの機能） 

 

・エンタメ情報 

コンテンツが更新されたことを通知。 

 

 

（４）お出かけ情報 

グルメ情報など、滞在駅周辺のお出かけ情報を 

ご利⽤のお客様の趣向に合わせて提供。 

 

 

 

 

 

※（１）の⼀部、（２）〜（４）は専⽤アプリ「MANTA」Ver3.1 でご利⽤いただけます。 

※駅構内で専⽤アプリ「MANTA」をご利⽤の際は、以下のステッカー付近でご利⽤いただくと快適にご利

⽤いただくことが可能です。 

 

※画面はイメージです。 

※画面はイメージです。 

※画面はイメージです。 


