
名鉄交通媒体 2021年度キャンペーン商品



名鉄沿線応援キャンペーン

お店の最寄り駅の看板を 「3か月間無料」 で始められます！

是非、この機会に 期間限定のキャンペーン を

貴社のセールス にご活用ください。

対象期間 2021年4月１日～ 2021年9月30日迄に掲出作業が完了するもの

掲出条件 1年以上のご掲出が条件となります。

対象駅 名鉄看板 等級数 A、B、C、D、E 駅

取付・撤去費（税別） 別途

その他
○2021年9月30日迄に掲出作業が完了するものに限ります。
○掲出基準に基づきクライアント審査・事前のデザイン審査が必要です。
○空き状況については、Mシステムでご確認ください。

※写真はイメージです

MEITETSU 名鉄沿線 看板応援キャンペーン 2021年度上期
CP継続！



MEITETSU 名鉄「はじめて割」

これまで名古屋鉄道媒体への出稿がない広告主様、
もしくは 直近２年以内での名鉄出稿がない広告主様 に限り
名古屋鉄道の全ポスター媒体が20％OFFになります！

はじめて割 CP内容
名古屋鉄道ポスター媒体 広告料20%OFF

対象媒体
・車両ポスター 全媒体 中吊、ドア横、額面、ステッカー、特殊媒体ほか
・駅ポスター媒体 駅貼、デジタルサイネージ等駅特殊媒体ほか ※看板を除く

対象広告主
①名古屋鉄道媒体に初めて出稿する広告主様
②直近2年以内（2019年4月～2021年3月）に名鉄媒体への出稿がない広告主様

対象期間
2021年度上期（2021年4月～2021年9月掲出開始分）

備考
※掲出基準に基づきクライアント審査・事前のデザイン審査が必要です。
※対象期間内での初回申込に限る（同時期の複数媒体一斉出稿については全媒体に割引適用）。
※直近2年以内の広告主出稿有無については、都度ご確認ください。
※ナナちゃんストリート媒体、金山総合駅集中貼、他電鉄とのセット商品は対象外。
※他キャンペーン・割引商品との併用不可。

2021年度上期
CP継続！



媒体 種別 掲出期間 モニター 枠数 広告料（税別）

名鉄名古屋駅
デジタルサイネージ
（フリースポット）

ロール 2021年４～５月
※掲出日指定不可

70インチ
22面

15秒×５枠
500,000円

⇒300,000円

30秒×５枠
1,000,000円

⇒600,000円
放映場所 名鉄名古屋駅中央コンコース（改札外）

放映時間 月曜～日曜 5時30分～24時（4分ロール）
※最低放映保証時間：全モニターの累計放映時間の90％

放映期間
（対象期間内）内にて弊社一任
※掲出日指定は不可。ただし期間中に5枠分掲出保証。
※掲出ロールは毎週月曜日に切り替わります。

仕様 ＜モニターサイズ＞70インチ液晶モニター（縦型） ※音声非対応

申込方法 決定優先

入稿データ
15秒動画もしくは静止画対応（入稿素材仕様は別紙参照）
※入稿データは最大2素材まで
※期間中の素材変更不可。

その他

※1広告主での複数申込不可。
※他キャンペーン・割引商品との併用不可。
※掲出基準に基づきクライアント審査・事前のデザイン審査が必要です。
※デジタルサイネージの特徴、ロケーションを考慮し、通行者に不利益を及ぼす可能性がある広
告表現、ならびに名古屋鉄道が不適切と判断したものについては放映することができません。

※放映素材制作費別途。
※ＮＨＫによる情報配信が入る場合がございます。
※最低放映保証時間は、機材・システムの故障による支障、天災などの支障を含め

90％放映の時間となります。

平日1日約32万人が回遊する名鉄名古屋駅。大迫力70インチディスプレイの空間演出が高い人気を誇る名鉄名古屋駅デジタルサイネージで
お得に掲出ができるフリースポット企画です！

MEITETSU 名鉄名古屋駅デジタルサイネージ フリースポット企画【期間限定】
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種別 路線 掲出期間 仕様 納品枚数 広告料（税別）

中吊
シングル片面 全線 1週間 B3

4,460枚
1,630,000円

⇒1,000,000円ドア横 全線 1週間 B3

名鉄B3ポスターセットMEITETSU

名鉄車内広告で人気の2媒体を期間限定でセット販売！
電車内で1番目立つ中央部分に掲出され、乗客の視線を多く集める代表的な車内広告「中吊ポスター」と
車両乗降ドア付近で注目度の高い「ドア横ポスター」をセットで掲出することで、訴求力を高めることが可能です。

中吊
シングル（B3)

掲出開始日
・中吊 ：水曜日スタート 1週間
・ドア横：木曜日スタート 1週間
※同週1日違いでの掲出となります。期間を離しての掲出はできません。
※2021年度上期掲出開始分のみ対象

仕様 ＜サイズ＞B3 364㎜×515㎜
※クワエ 中吊：天30㎜ ／ ドア横：天地左右10㎜

取付・撤去費 含む

申込方法 決定優先

納品締切 掲出日の5日前（土・日・祝日を除く）

その他

○広告デザイン費・制作費が別途必要です。
○特急座席指定車両と一部車両を除きます。
○掲出基準に基づきクライアント審査・事前のデザイン審査が必要です。
○掲出位置はどちらも弊社一任となります。
〇他キャンペーン・割引商品との併用不可。

全線 1,038,016人

●サーキュレーション／1日平均輸送人員

※2019年度オリコムサーキュレーション

2021年度上期
CP継続！



名古屋鉄道の単駅貼を同掲出期間で B1×10枚（B0×5枚）以上掲出頂くと、広告料10%OFF に！
目的にあった駅をピックアップし、お得に出稿ができます。

単駅貼 掲出期間 サイズ 掲出枚数 広告料（税別）

駅貼（S等級駅）
1週間 B1 1 18,000円

1週間 B0 1 36,000円

駅貼（A等級駅）
1週間 B1 1 14,000円

1週間 B0 1 28,000円

駅貼（B等級駅）
1週間 B1 1 11,500円

1週間 B0 1 23,000円
掲出開始 月曜日スタート

仕様 ＜サイズ＞
B1：1,030㎜×728㎜ B0：1,030㎜×1,456㎜

取付・撤去費 含む

申込方法 決定優先

納品締切 掲出日の5日前（土・日・祝日を除く）

その他

※駅貼設定駅は90駅です。その他の駅での掲出をご希望
の場合は別途ご相談ください。
※掲出基準に基づきクライアント審査・事前のデザイン
審査が必要です。
※広告デザイン制作費別
※納品の際は予備枚数1割程度を含めご納品ください。
※原則、掲出期間中の意匠変更不可。
※他キャンペーン・割引商品との併用不可。

駅等級 駅名

Ｓ
（９駅）

名鉄名古屋駅、金山、神宮前、栄町、名鉄岐阜、
名鉄一宮、東岡崎、知立、中部国際空港

Ａ
（15駅）

新安城、前後、鳴海、堀田、国府宮、豊田市、太田川、
知多半田、津島、西春、岩倉、江南、犬山、新鵜沼、大曽根

Ｂ
（66駅）

国府、本宿、美合、中京競馬場前、有松、本星崎、本笠寺、
桜、呼続、山王、栄生、二ツ杁、須ケ口、新清洲、大里、
新木曽川、笠松、西尾、南安城、碧南中央、三河高浜、刈谷、
刈谷市、上豊田、三好ケ丘、黒笹、米野木、日進、赤池、
豊田本町、道徳、大江、大同町、名和、聚楽園、新日鉄前、
尾張横須賀、朝倉、新舞子、常滑、巽ケ丘、阿久比、住吉町、
知多武豊、河和、勝幡、中小田井、布袋、柏森、
徳重・名古屋芸大、扶桑、三柿野、各務原市役所前、新那加、
小牧、田県神社前、西可児、日本ライン今渡、小幡、喜多山、
大森・金城学院前、尾張旭、三郷、水野、新瀬戸、
尾張瀬戸

MEITETSU 名鉄/単駅貼ポスター 大量出稿応援CP

掲出イメージ

2021年度上期
CP継続！



名鉄利用の乗客が必ず通過する改札機に掲出される、注目度の高い媒体です。
毎日の通勤・通学で必ず接触するため、高い反復効果とリーチ数が期待できます。
2021年度上期（４～９月）は、セットでも1駅でも出稿が可能です。

掲出開始日 1ヶ月間（毎月1日～末日）

仕様＜サイズ＞ 大 200mmx100mm
小 100ｍｍx120ｍｍ ※テンプレートをご用意します。

入稿締切 掲出月の3週間前 ※色校正1回含む

シート制作・取付・撤去費 8駅セットの場合：350,000円 ※単駅は別途お見積り

申込方法 決定優先

その他

※広告基準に基づき、事前に企業審査・デザイン審査が必要です。
※掲出作業は、開始日当日の昼作業～夕方までに完了予定ですが、
駅により若干遅くなる場合がございます。

※取付・撤去が年末年始にかかるものについては別途日程調整します。

▼掲出イメージ

MEITETSU 名鉄自動改札機ステッカー【単駅販売】

媒体 種別 期間 数量 広告料（税別）

名鉄
自動改札機ステッカー

8駅セット 1ケ月
大 175枚、小 14枚

500,000円
（合計 189枚）

名鉄名古屋 1ケ月 大 43枚、小 14枚（計57枚） 250,000円
金山 1ケ月 大 32枚 200,000円

名鉄岐阜 1ケ月 大 24枚 150,000円
名鉄一宮 1ケ月 大 19枚 150,000円
東岡崎 1ケ月 大 22枚 150,000円
栄町 1ケ月 大 14枚 100,000円
犬山 1ケ月 大 11枚 100,000円
刈谷 1ケ月 大 10枚 100,000円

2021年度上期
CP継続！



MEITETSU 新店舗OPEN 応援CP

東海地区での新店舗OPEN告知を目的とした出稿は、全ポスター媒体が20％OFF！！
新店舗OPEN 応援CP CP内容

名古屋鉄道ポスター媒体 広告料20%OFF
対象媒体

・車両ポスター 全媒体 中吊、ドア横、額面、ステッカー、特殊媒体ほか
・駅ポスター媒体 駅貼、デジタルサイネージ等駅特殊媒体ほか ※看板を除く

対象広告主
全広告主対象

対象広告内容
東海地区における「新店舗OPEN」訴求に限る
※リニューアルオープン、新商品、新サービスの訴求は対象外とさせていただきます。

対象期間
・2021年度上期（2021年4月～2021年9月掲出開始分）
・店舗OPEN日の前後1か月間の広告出稿分のみ対象とする

（例：7/15OPENの場合 ⇒ 6/15～8/15掲出分）
備考

※掲出基準に基づきクライアント審査・事前のデザイン審査が必要です。
※ナナちゃんストリート媒体、金山総合駅集中貼、他電鉄とのセット商品は対象外。
※他キャンペーン・割引商品との併用不可。

＼NEW OPEN／

NEW
2021年度
上期限定



名古屋鉄道SP媒体 2期目無料CPMEITETSU

名古屋鉄道の２大主要駅「名鉄名古屋駅」と「金山駅」のSP媒体が、2021年度上期限定で１期お申込で2期目を無料で掲出いただけます！

◆対象媒体：名鉄名古屋駅ビッグボード、名鉄名古屋駅ポスタージャック、金山駅ポスタージャック

名鉄名古屋駅ビッグボード 名鉄名古屋駅ポスタージャック 金山駅ポスタージャック

◆対象期間：2021年度上期（2021年4月～2021年9月掲出開始分）
◆掲出料金：

◆備考：
※掲出基準に基づきクライアント審査・事前のデザイン審査が必要です。
※掲出期間中の意匠変更不可。
※他キャンペーン・割引商品との併用不可。

媒体名 掲出枚数 掲出期間 掲出料金 施工費

名鉄名古屋駅ビッグボード B1×20枚 2週間 400,000円 70,000円※シート掲出も可能
（作業費別途）

名鉄名古屋駅ポスタージャック B1×200枚 2週間 2,000,000円 500,000円※PP加工費含む

金山駅ポスタージャック
フルセット B1×74枚 2週間 1,100,000円 150,000円※PP加工費含む

中央改札セット B1×58枚 2週間 870,000円 450,000円※PP加工費含む

中央改札ハーフセット B1×28枚 2週間 450,000円 450,000円※PP加工費含む

NEW
2021年度
上期限定



4面セットもしくは２面セットで車内エリアをジャックするお得な商品です。
ドア横は、乗降ドア横や車両連結部横に掲出されるB3サイズのポスターです。
車両乗降ドア付近で注目度も高く、 目線に近い位置に掲出されるため、長時間の媒体接触による広告内容の訴求に適しています。

掲出開始日 木曜日

取付・撤去費 含む

仕様
＜サイズ＞
B3 364㎜×515㎜
※クワエ天地左右10㎜

申込方法
決定優先
通常枠でも販売していますので、セット枠が組めない場合もございます。
Mシステムから空枠確認ください。

納品締切 掲出日5営業日前

その他
○特急座席指定車両と一部車両を除きます。
車両構造上、広告枠が一部付いていない車両がございます。

○広告基準に基づきクライアント審査・事前のデザイン審査が必要です。
○枚数は最低保証枚数で実数ではありません。

種別 路線 掲出期間 枚数 納品 広告料（税別） 枠番号

ドア横 全線 1週間 3,520枚 4,400枚
2,200,000円
30％OFF
→  1,540,000円

①②
⑦⑧

ドア横 全線 1週間 1,760枚 2,200枚
1,100,000円
20％OFF
→  880,000円

①②
or
⑦⑧

名鉄 ドア横ポスター ４(フォー)セット・ 2(ツー)セットMEITETSU

△掲出イメージ（ドア横４面の場合）

△掲出イメージ（ドア横2面の場合）

NEW
2021年度
上期限定

※他キャンペーン・割引商品との併用不可。



※車両構造上、広告枠が一部付いていない車両がございます。
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3扉(全線・主要線･瀬戸線)

全線 1,038,016人

瀬戸線 91,277人

豊田線 57,351人
（地下鉄鶴舞線 290,723人）

小牧線 41,000人

●サーキュレーション／1日平均輸送人員

※2019年度オリコムサーキュレーション
（豊田線・小牧線のみ2014年度版統計）

＜掲出位置・路線図＞ 名鉄 ドア横ポスター４(フォー)セット・ 2(ツー)セットMEITETSU
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