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東京モノレール



掲出位置イメージ ポスター仕様

【東京モノレール】まど上39キャンペーン

まど上広告を2ヶ月以上お申込みいただくと、申込期間全て定価(300,000円/1か月）の39％OFF！
ワイド掲出の場合は、1か月以上でキャンペーン適用となります。

電鉄 媒体名 種類 規格 期間（例） 枚数 料金 掲出開始日

東京
モノレール

まど上
ポスター

シングル
H364×W515

(㎜)

2か月

200枚

※予備
含む

600,000円 ⇒366,000円

土日祝日を
除く毎日

6か月 1,800,000円 ⇒1,098,000円

12ヶ月 3,600,000円 ⇒2,196,000円

ワイド
H364×W1,030

(㎜)

1か月 600,000円 ⇒366,000円

2か月 1,200,000円 ⇒732,000円

3ヶ月 1,800,000円 ⇒1,098,000円

6ヶ月 3,600,000円 ⇒2,196,000円

●対象期間 : 2023年3月31日までに開始する枠に限ります。

※

※要裏貼（コートボール53㎏)

※実質掲出枚数 102枚（1編成6枚掲出×17編成）
※掲出内容及びデザイン審査がございます。
※デザイン費・ポスター印刷費別途
※記載の金額は全て税別金額です。

ご好評につき期間再延長！

●備考 :



掲出位置イメージ ポスター仕様

【東京モノレール】まど上裏貼サービスキャンペーン

新規広告主さまに限り、まど上広告用に加工するポスターの裏貼費用（コートボール53kg)を、
媒体社が負担します！
他路線用に製作した中づり用のポスターなど、加工費用をかけずに掲出可能です！

●対象期間 : 2023年3月31日までに開始する枠に限ります。

●適用条件 ： 新規広告主さまに限ります。
サイズはB3シングル・B3ワイドともに対象といたします。
他のまど上ポスターキャンペーンとの併用も可能です。
掲出作業日の6営業日前までに、指定箇所へご納品ください。

※

※要裏貼（コートボール53㎏)

※実質掲出枚数 102枚（1編成6枚掲出×17編成）
※掲出内容及びデザイン審査がございます。
※デザイン費・ポスター印刷費別途
※記載の金額は全て税別金額です。

●備考 :



掲出位置イメージ ポスター仕様

【東京モノレール】中づり1か月掲出キャンペーン

新規広告主様に限り、通常1期1週間の中づり広告を1か月（4週間）ご掲出頂くと、定価料金の40％OFF！
1か月につき1枠限定の早い者勝ち企画です！

電鉄 媒体名 規格 期間 枚数 料金 掲出開始日

東京
モノレール

中づり
ポスター

B3サイズ
H364×W515

(㎜)
4週間

150枚

※予備含む
400,000円 ⇒ 240,000円 土日祝日を

除く毎日

●対象期間 : 2023年3月31日までに開始する枠に限ります。

※実質掲出枚数 45枚（1編成5枚掲出×9編成）
※掲出内容及びデザイン審査がございます。
※デザイン費・ポスター印刷費別途
※記載の金額は全て税別金額です。

10000形 2000形

●備考 :

・10000形車両は全て吊り下げ掲出
・2000形車両は額面に入った形での掲出（一部吊り下げ）となります。

左右・下部のくわえは、2000形車両
掲出分のみ必要となります。



掲出位置イメージ ポスター仕様

【東京モノレール】中づり2期目割引キャンペーン

新規広告主様に限り、通常1期1週間の中づり広告を2週間ご掲出頂くと、定価料金の30％OFF！
1期につき1枠限定の早い者勝ち企画です！

電鉄 媒体名 規格 期間 枚数 料金 掲出開始日

東京
モノレール

中づり
ポスター

B3サイズ
H364×W515

(㎜)
4週間

100枚

※予備含む
200,000円 ⇒ 140,000円 土日祝日を

除く毎日

●対象期間 : 2023年3月31日までに開始する枠に限ります。

※実質掲出枚数 45枚（1編成5枚掲出×9編成）
※掲出内容及びデザイン審査がございます。
※デザイン費・ポスター印刷費別途
※記載の金額は全て税別金額です。

10000形 2000形

●備考 :

・10000形車両は全て吊り下げ掲出
・2000形車両は額面に入った形での掲出（一部吊り下げ）となります。

左右・下部のくわえは、2000形車両
掲出分のみ必要となります。



掲出位置イメージ

【東京モノレール】集中駅ばり2駅目以降
何駅やっても半額キャンペーン

集中駅ばりを同時に複数駅セット掲出頂いた場合、2駅目以降の駅はそれぞれ掲出料金50％OFF！
※1駅目(定価）は、1番高額な駅とさせて頂きます。 ※浜松町駅は対象外です。

電鉄 媒体名 駅 期間 枚数 定価料金 加工取付費 掲出開始日

東京
モノレー

ル

集中
駅ばり

天王洲アイル駅

1週間

B0×26枚 1,029,600円

別途
お見積り

随時調整
羽田空港第1ターミナル駅 B0×33枚 1,815,000円

羽田空港第2ターミナル駅 B0×42枚 2,310,000円

羽田空港第3ターミナル駅 B0×12枚 475,200円

●対象期間 : 2023年3月31日までに開始する枠に限ります。

※掲出内容及びデザイン審査がございます。
※デザイン費・ポスター印刷費別途
※記載の金額は全て税別金額です。

●備考 :

【組み合わせ料金例】 羽田空港第1・第2・第3ターミナル駅の3駅を実施した場合
1駅目：羽田空港第2ターミナル駅2,310,000円/1週間
2駅目：羽田空港第1ターミナル駅1,815,000円/1週間×50％OFF
3駅目：羽田空港第3ターミナル駅 475,200円/1週間×50％OFF
合 計：3,455,000円（定価4,600,200円の25％割引）

羽田空港第３ターミナル駅羽田空港第１ターミナル駅 羽田空港第２ターミナル駅天王洲アイル駅



掲出位置イメージ

【東京モノレール】集中駅ばり
2期目半額キャンペーン

1期1週間の集中駅ばりを2週間掲出の場合、2期目は掲出料金50％OFF！（2期目以降、最長4期目まで半額）
※浜松町駅は、対象外とさせて頂きます。

電鉄 媒体名 駅 期間 枚数 2期分の料金 加工取付費 掲出開始日

東京
モノレー

ル

集中
駅ばり

天王洲アイル駅

2週間

B0×26枚
2,059,200円

⇒1,544,400円

別途
お見積り

随時調整

羽田空港第1ターミナル駅 B0×33枚
3,630,000円

⇒2,722,500円

羽田空港第2ターミナル駅 B0×42枚
3,465,000円

⇒2,598,570円

羽田空港第3ターミナル駅 B0×12枚
950,400円

⇒712,800円

●対象期間 : 2023年3月31日までに開始する枠に限ります。

※掲出内容及びデザイン審査がございます。
※デザイン費・ポスター印刷費別途
※記載の金額は全て税別金額です。

●備考 :

羽田空港第３ターミナル駅羽田空港第１ターミナル駅 羽田空港第２ターミナル駅天王洲アイル駅



会社概要

株式会社 日興社
〒163-0245 東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル45F
TEL: 03-5324-0872 / FAX: 03-5324-0873
Mail: mteam@nikkosha.net

事 業 内 容：
総合広告代理業
【交通広告】
電車・バス・駅等の広告企画・制作、及び広告枠販売

【電柱広告】
電柱・屋外広告の企画・制作、及び広告枠販売

【マルチメディア】
PC/モバイル等デジタルコンテンツの企画・制作

【マスメディア広告】
新聞・雑誌・電波等各種メディアの広告企画・制作

【セールスプロモーション】
SPツール・イベント・その他広告全般の企画・制作・実施

関連会社
株式会社マスターワークス

ジェイアール東日本企画指定取扱
東京都交通局広告指定取扱
京成電鉄広告指定取扱
京浜急行電鉄広告指定取扱
新京成電鉄広告指定取扱

東京モノレール広告指定取扱
東葉高速鉄道広告指定取扱
北総開発鉄道広告指定取扱
全国私鉄一般広告取扱

【指定代理店】

各種広告代理店業の他、現在NHKうたのおねえさんやワークショッ
プなど、子供・ファミリー向けイベントなども数多く実施中。


