
名鉄交通媒体 2022年度上期キャンペーン商品

2022年3月25日
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看板広告
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名鉄看板 3か月無料キャンペーン

お店の最寄り駅の看板を 「3か月間無料」 で始められます！

さらにS駅も追加し、全駅対象となりました！

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 2022年4月１日～ 9月30日まで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 全駅（S、A、B、C、D、E 駅）

取付・撤去費（税別） 別途

その他
○2022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。
〇他の看板CPの併用不可。

※写真はイメージです

MEITETSU 名鉄看板 ３ケ月無料キャンペーン 2022年度上期
CP継続！
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ポスター広告
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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 ※申請媒体、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（2020年4月～2022年3月）に名鉄媒体への出稿がない広告主様

対象期間
2022年度上期（2022年4月～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。
※官公庁・自治体、入札案件等は対象外。
※他キャンペーン・割引商品との併用不可。

2022年度上期
CP継続！
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名古屋鉄道 SP媒体 2期目無料キャンペーンMEITETSU

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、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：2022年度上期（2022年4月～9月掲出開始分）
◆掲出料金：

◆備考：※掲出期間中の意匠変更不可。
※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。
※既に申込みいただいている対象媒体の適用は出来ません。
※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 450,000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 150,000円※PP加工費含む

2022年度上期
CP継続！

（表示価格は全て税別）
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名古屋鉄道 車内媒体 2期目無料キャンペーンMEITETSU

車内媒体（中吊・額面・窓ステッカー）が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：中吊（ワイド・シングル）、額面（ワイド・シングル）、窓ステッカー

中吊（ワイド・シングル） 額面（ワイド・シングル） 窓ステッカー

◆対象期間：2022年上期（2022年4月～9月掲出開始分）
◆掲出料金：

◆備考：
※掲出期間は、連続掲出のみ。掲出期間中の意匠変更不可。
※中吊1週間商品は、対象外です。
※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。
※既に申込みいただいている対象媒体の適用は出来ません。
※他キャンペーン・割引商品との併用不可。

納品枚数 掲出期間 広告料
ワイド(片面） 2,240枚 4～5日 980,000円
シングル(片面） 2,240枚 4～5日 540,000円
ワイド 1,100枚 2ケ月 1,460,000円
シングル 1,100枚 2ケ月 850,000円

1,100枚 2ケ月 880,000円

額面

窓ステッカー

中吊

媒体名

2022年度上期
CP継続！

（表示価格は全て税別）
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名古屋鉄道車内媒体 年間割引キャンペーンMEITETSU

車内媒体（額面シングル/ワイド・窓ステッカー）年間申込の場合は、広告料20％割引で掲出いただけます。
◆対象媒体：額面（ワイド・シングル）、窓ステッカー

額面（ワイド・シングル） 窓ステッカー

◆対象期間：2022年度上期（2022年4月～9月掲出開始分）
◆掲出料金：

◆備考：
※年度がまたぐ場合も、キャンペーン適応となります。（＜例＞2022年8月～2023年7月 1年間申込可能）
※通常の長期割引6ケ月以上 10％割引も実施中です。
※納品枚数は別途ご確認ください。
※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。
※既に申込みいただいている対象媒体の適用は出来ません。
※他キャンペーン・割引商品との併用不可。

2022年度上期
NEW

（表示価格は全て税別）

1ケ月 20％OFF 1年以上/月

ワイド 1,100枚 1,460,000円 1,168,000円

シングル 1,100枚 850,000円 680,000円

1,100枚 880,000円 704,000円

額面

　　　　窓ステッカー

広告料
媒体名 納品枚数

➡

8



中吊プリントおまかせパック

広 告 枠

●運行路線

MEITETSU

名鉄全線 1,059,929人
●サーキュレーション／1日平均輸送人員

※2020年度オリコムサーキュレーション

掲出開始日 月・水・金スタート ※金曜スタートは１期３日間

仕様

ワイド（Ｂ3×2枚） Ｈ364㎜×Ｗ1,030㎜

シングル（Ｂ3） Ｈ364㎜×Ｗ515㎜

※クワエ天30㎜（ワイド･シングル両方）

取付・撤去費 含む

申込方法 決定優先

データ入稿 掲出日の3週間前（土・日・祝日を除く） ※簡易色校正１回。

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。
○モニターサービスがあります。
〇既に申込みいただいている場合の適用は出来ません。
〇他キャンペーン・割引商品との併用不可。

交通広告もデジタル化が進む中、デザインデータ入稿いただければ、
中吊掲出いただける印刷込みのキャンペーンを実施します。
媒体名 路線 サイズ 掲出期間 納品枚数 広告料（税別）

中吊 全線

ワイド /片面

1週間

3,360 1,960,000円

ワイド /両面 2,240 2,700,000円

シングル/片面 3,360 1,080,000円

シングル/両面 2,240 1,620,000円

ワイド/片面

2日
（3日）

1,120 980,000円

ワイド/両面 2,240 1,470,000円

シングル/片面 1,120 540,000円

シングル/両面 2,240 810,000円
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2022年度
NEW



中吊フリースポット+２期おまけキャンペーンMEITETSU

名鉄全線中吊り1期の料金で、1カ月間に通常４期掲出のところを６期掲出頂けます。
４～6月までの期間限定の大変お得な企画です！

種別 路線 サイズ 掲出期間 納品枚数 広告料（税別）

中吊 全線 シングル/片面 ４期/月
⇒6期/月 5,600枚 540,000円

中吊 全線 ワイド /片面 ４期/月
⇒6期/月 6,720枚 980,000円

掲出日 ※掲出日指定は不可。ただし月６期掲出保証

掲出開始日（1期） 月・水・金スタート ※金曜スタートは１期３日間

仕様
＜サイズ＞
ワイド （Ｂ3×2枚） Ｈ364㎜×Ｗ1,030㎜
シングル（Ｂ3） Ｈ364㎜×Ｗ515㎜
※クワエ天30㎜（ワイド･シングル両方）

取付・撤去費 含む

対象期間 2022年度4月～6月

申込方法 随時申込 ※日程連絡は、掲出月の前月10日

納品締切 各掲出日の５営業日前

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。
〇既に申込みいただいている場合の適用は出来ません。
〇他キャンペーン・割引商品との併用不可。

全線 1,059,929人
●1日平均輸送人員

※2020年度オリコムサーキュレーションより

2022年度NEW
４～６月

●運行路線
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