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ANA MEDIA KIT ANA メディアキットについて

国内線・国際線合わせて
年間約4,777万人（※）のお客様にご利用いただいているANA。

ANAの広告媒体は、
空港や機内などの接触ポイントでのプロモーションを実現する、
ユニークなコミュニケーションメディアです。

SKYTRAX・8年連続最高評価「5スター」、航空媒体という希少性で、
クライアント様のブランディングや
商品・サービスのPRをお手伝いします。
※2019年実績
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Media characteristics

ANAメディア特性

ビジネスエリートへアプローチ

ターゲット層に応じた訴求

国内線・国際線合わせて年間約4,777万人、月間約398万人以上のお客様への

年齢構成の74%は30代〜60代、平均世帯年収は約1,000万円が約50%います。ビ

ビジネス、プレジャー、富裕層や、時期・路線・座席により、ご利用特性に応じた

アプローチが可能です。また、ANAマイレージクラブ会員数は約3,800万人を誇り

ジネスパーソンを中心に、ファミリーや学生など幅広い層のお客様にご利用いた

訴求が可能です。

ます。※2019年度実績平均 コードシェア便含まず

だいています。

O

O

年間利用者（国内線・国際線合計）

約4,777万人
ANAマイレージ会員数

月間利用者

約 3,800万人

約 398万人

広く、連続性のある接触ポイント

30~60代が

平均世帯年収

74%

約50％が、

O

1,000 万円以上

世界に広がるANAの
就航路線ネットワーク

航空媒体ならではの特殊性

自宅（勤務先）〜出発空港〜到着空港まで、広域な接触ポイントで長くアプロー

「飛行機に乗る」という非日常感は、他のメディアとは違う接触態度を醸成するこ

世界53空港・75路線を誇るANAの国際線ネットワークにより、世界中への広告

チできる広告展開が可能です。

とが可能です。また、長い時間・距離を機内で過ごすという特殊な環境も、他の

展開が可能です。

自宅
（勤務先）

空
港

O

メディアでは実現できません。

機内
（フライト中）

出発

O

豊富な媒体種別

53

75

路線

空港

※新型コロナウィルス感染症の影響による運休路線を含む

進化し続ける
デジタルプラットフォーム

紙 媒 体、映 像・オーディオ、デジタル、プロモーションの4ジャンル、約13種 類の

機内でのWi-Fiや累計350万ダウンロードを記録しているANAアプリなど、ANAは

媒 体からチョイスいただくことが可 能です。ご希 望のターゲット層、タッチポイン

デジタルコンテンツの革新に常に力を入れています。

ト、エリア、時期、ご予算に合わせて最適な媒体をご提案します。

4ジャンル

世界

空
港
到着

O

O

O

インバウンド広告に適したメディア
国際線における外国人搭乗者の比率は約5割となっており、特にアジア路線で
は6割を超える路線もあります。様々な国籍の方にリーチが可能です。

O

約13種の媒体
「ANA FACTBOOK 2021より」
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リニューアル情報

A5からB5になり 122%サイズアップ

発行部数
旧

接触ポイント

路線

機内・個人デバイス

国内線・国際線

：70,000部

In Flight 機内 翼の王国

サイズ

媒体種類

紙媒体・デジタル

+DL版 15,000部

10月より：80,000部 +DL版 15,000部
配布方法
ANA運航便にて客室乗務員より希望者に配布
客室乗務員からアナウンスを実施
「機内誌をご希望のお客様は
客室乗務員にお知らせください。」
※アナウンスマニュアルに記載あり。
※フライトの状況によってはアナウンスされないこともございます。
あらかじめご了承ください。

設置場所
ラウンジへの設置を開始します
設置数：約4,000部
設置予定個所：基幹空港ラウンジ
成田国際空港・中部国際空港・関西国際空港・
羽田国際空港・新千歳空港・伊丹空港・福岡空港・
沖縄空港・仙台空港・小松空港・広島空港・岡山空港・
松山空港・鹿児空港・ホノルルマハロラウンジ
※成田は国際のみ ※関空11月号以降 国際のみ
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インフライト・メディアの枠を超えたANAが誇る伝統の機内誌
高いリーチ力と閲覧性を兼ね備えるANAの定番メディア。
お客様の多くが手に取り、B to B 、B to C 両方のコミュニケーションに効果的。

媒体種類

接触ポイント

路線

紙媒体・デジタル

機内・個人デバイス

国内線・国際線

In Flight 機内 翼の王国

〈2021年4月より、ご搭乗いただかなくても閲覧できる媒体に変わりました〉
機内にてご希望のお客様への配布、およびお手持ちのスマートフォンでの閲覧にしていただくことで搭乗されるお客様にとって衛生的であることに加え、環境にも優しい媒体
となっています。環境面としては年間約
1,540トンの紙の利用が削減されるとともに、機体重量の低減による燃料使用量
/CO2排出量の削減にも貢献します。

メディア概要 〈MEDIA OVERVIEW〉
版型

B5(天地257mm左右182mm) / 無線綴じ、右開き、オーロラS紙

発行形態

月刊 発行日 1日付

閲読可能者数

月間 発行部数 約 80,000部
- うちラウンジ設置 約 4,000部（基幹空港ラウンジ14か所程度＋ハワイ）

※作業の都合上、発行日の前月末から搭載される機材がございます。

月間 ダウンロード数 約 15,000
×

配布方法

ANAグループ運航便にて客室乗務員が希望者へ配布
客室乗務員から機内誌のお知らせをアナウンスにて実施
※アナウンスマニュアルに記載あり。
※フライトの状況によってはアナウンスされないことがございます。
※一部小型機・プロペラ機等は、搭載がありません。

タイアップ広告

お申込締切日／発行日約90日前

割引／回数割引

純広告

お申込締切日／発行日約45日前
表2見開き・本文見開きは約60日前

割引／年6回以上…5％割引
年12回以上…10％割引

※回数割引は一括発注の場合に適用します。

ご入稿

料金表 〈PRICE LIST〉
広告スペース

媒体データ〈MEDIA DATA〉

国内線
搭乗者数（月平均）
※期間2022年4月～7月

約

2,330,000人
前年同期間比：＋108.1％

国際線
搭乗者数（月平均）
※期間2022年4月～7月

約

254,000人

前年同期間比：＋419.1％

締切日／発行日約45日前

※料金には、別途消費税が加算されます。

金額

原稿サイズ

表2見開き

2,600,000円

天地257mm×左右364mm

目次対向1ページ

1,400,000円

天地257mm×左右182mm

記事対向1ページ

1,300,000円

天地257mm×左右182mm

本文1ページ

1,200,000円

天地257mm×左右182mm

本文見開き

2,400,000円

天地257mm×左右364mm

600,000円

天地108.5mm×左右162mm

本文横1/2ページ
タイアップ広告

媒体費

制作費

NEW！
NEW！

※取材内容により別途費用必要

1ページ

1,200,000円

500,000円

2ページ

2,400,000円

800,000円

NEW！

※ANAアプリ内にも掲載されます。(ダウンロード可能期間：1年間)
※広告は、冊子版とANAアプリ版のみに掲載されます。機内WiFi版には掲載されません。

前年比較で国内線 国際線共に大幅に搭乗者数が増加
コロナ前の水準に向けて回復基調

※アプリの特性上、ソフトウェアのアップデートにより、不具合が発生する可能性がございます。予めご了承ください。
※記事体広告の遠方取材費は管理費として10%を別途 発生いたします。
※広告主様制作による記事広告原稿は、｢ 広告 Advertisement ｣ の記載を入れて制作ください。
掲載位置は総ページの半分より後ろ付けとなります。
※広告・プロモーション出稿に関する注意事項は、巻末を必ずご確認ください。
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ハイクオリティでワールドワイドな機内誌
世界各地の人や文化/食を特集し、英語と中国語（簡体字）で構成。
訪日外国人を中心とした、外国人搭乗客へ向けた訴求が可能。

媒体種類

接触ポイント

路線

紙媒体・デジタル

機内・個人デバイス

国内線・国際線

In Flight 機内 TSUBASA -GLOBAL WINGS

〈2021年4月より、ご搭乗いただかなくても閲覧できる媒体に変わりました〉
機内にてご希望のお客様への配布、およびお手持ちのスマートフォンでの閲覧にしていただくことで搭乗されるお客様にとって衛生的であることに加え、環境にも優しい媒体
となっています。環境面としては年間約
1,540トンの紙の利用が削減されるとともに、機体重量の低減による燃料使用量
/CO2排出量の削減にも貢献します。

メディア概要 〈MEDIA OVERVIEW〉

×

版型

B5(天地257mm左右182mm) / 無線綴じ、右開き、オーロラS紙

発行形態

月刊 発行日 1日付

閲読可能者数

月間 発行部数 約 80,000部
- うちラウンジ設置 約 4,000部（基幹空港ラウンジ14か所程度＋ハワイ）

※作業の都合上、発行日の前月末から搭載される機材がございます。

月間 ダウンロード数 約 15,000

配布方法

ANAグループ運航便にて客室乗務員が希望者へ配布
客室乗務員から機内誌のお知らせをアナウンスにて実施
※アナウンスマニュアルに記載あり。
※フライトの状況によってはアナウンスされないことがございます。
※一部小型機・プロペラ機等は、搭載がありません。

お申込締切日

発行日約60日前

タイアップ広告

お申込締切日／発行日約160日前

ご入稿締切日

発行日約45日前

回数割引

年6回以上…5％割引
年12回以上…10％割引

料金表 〈PRICE LIST〉

※料金には、別途消費税が加算されます。

広告スペース

媒体データ〈MEDIA DATA〉

本文見開き
本文１ページ

国内線
搭乗者数（月平均）
※期間2022年4月～7月

約

2,330,000人
前年同期間比：＋108.1％

※回数割引は一括発注の場合に適用します。

金額

表3

割引／回数割引

原稿サイズ
650,000円

天地257mm×左右182mm

1,200,000円

天地257mm×左右364mm

600,000円

天地257mm×左右182mm

NEW！

国際線
搭乗者数（月平均）
※期間2022年4月～7月

約

254,000人

前年同期間比：＋419.1％

タイアップ広告

媒体費

制作費

※取材内容により別途費用必要

1ページ

600,000円

500,000円＋英中翻訳費 150,000円

2ページ

1,200,000円

800,000円＋英中翻訳費 150,000円

NEW！
NEW！

※ANAアプリ内にも掲載されます。(ダウンロード可能期間：1年間)
※広告は、冊子版とANAアプリ版のみに掲載されます。機内WiFi版には掲載されません。
※アプリの特性上、ソフトウェアのアップデートにより、不具合が発生する可能性がございます。予めご了承ください。

前年比較で国内線 国際線共に大幅に搭乗者数が増加
コロナ前の水準に向けて回復基調

※広告・プロモーション出稿に関する注意事項は、巻末を必ずご確認ください。
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シートモニター
広告

新機内エンタメシステムへの露出
座席の個人モニターでモニター起動時とコンテンツ選択時に放映されるCM枠。
搭乗者に対して確実なリーチが可能。

②ホームスクリーンバナー
起動直後のTOP画面へバナーを掲出。
起動時CMの流れ

放映機種によって、画面表示が異なります。
バナーサイズを3種ご用意ください

個人モニター起動

モニター操作説明動画

路線

機内

国内線・国際線

メディア概要 〈MEDIA OVERVIEW〉

機内ディスプレイの起動時の操作説明の後にCMを放
映。スキップ不可のため、
エンタメを起動した全旅客が最後まで視聴。

ホームスクリーンバナー

接触ポイント

機内CM

In Flight 機内 シートモニター広告

①起動時CM

媒体種類

オンエア秒数

15秒

オンエア期間

毎月1日～末日（1ヶ月）
※一部機材では前月下旬頃より、また翌月初まで放映される場合がございます。

オンエア路線

ANA運航便かつ新機内エンタメシステム搭載機

媒体内容⓵

ディスプレイ起動時の操作説明映像の後にCMを放映

媒体内容②

機内エンタメ起動後のTOP画面

国内線搭載数

28機 (A321,B777-200,B787-8)

国際線搭載数

13機 (A320,A321,A380)

視聴可能者数

搭載機概算月間搭乗者数：約200,000人

＊バナー(884×1512px)(644×456px)(750 x1120)をご用意ください

料金表/1回の掲載料 〈PRICE
LIST〉
お申込締切日
オンエア開始日約55日前
ご納品締切日

オンエア開始日約50日前

回数割引

年3回以上…10％割引
年6回以上…15％割引
年9回以上…20％割引
す。

①
(15秒)

644 X
456
ホームスクリーン
バナー

CM放映(15秒)

料金表 〈PRICE LIST〉

ホームスクリーンバナー

884 X
1512

国際線

※料金には、別途消費税が加算されます。

金額

②

媒体データ〈MEDIA DATA〉

※回数割引は一括発注の場合に適用しま

ホームスクリーン
バナー

15秒

1,500,000円

※運航状況や機材変更により、予定通り放映できない場合がございます。
※当媒体は期間契約となります。 運航状況、オンエア回数による料金の返金、または減額・補てん対応は致しかねますので予めご了承ください。
※機内エンターテイメントシステム等の不具合によりCM放映されない場合がございましても返金・補償の対応は致しかねますので予めご了承くださ
い。
※①起動時CMと②ホームスクリーンバナーは、それぞれ差し替えタイミングが異なるため、両枠放映されるまでに1週間程度要します。あらかじめご了
承ください。
※広告・プロモーション出稿に関する注意事項は、巻末を必ずご確認ください。

国内線
搭乗者数（月平均）＊

200,000人

約

③
750 X
1120

1社限定のプレミアム枠

動画サムネイル
※搭乗者数は2020年11月から2022年2月までの
新エンタメ機材搭載機における月平均
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ANA国内線のオリジナル番組などで快適な旅の時間をお約束

ANA SKY VISION

機内前方の大型スクリーンと客室通路上部の小型モニターでお送りするビデオプログラムの前にCMを放映。
機内誌への広告出稿と合わせることで、機内でクロスメディアの展開が可能。

媒体種類

接触ポイント

路線

機内CM

機内

国内線
In Flight 機内

オンエア秒数
オンエア期間

ANA 媒体データ〈ANA MEDIA DATA〉
国内線
広告到達
率

62%

搭乗者数（月平均）

約2,330,000人

搭乗者数（月平均）

70,000人

約

※2020年平均

右記路線図10路線・全32便は、
AIRDO運航によるANAのコードシェア便

毎月1日～末日（1ヶ月）
※一部機材では前月下旬頃より、また翌月初まで放映される場合がございます。
ANA国内線 月間搭乗者数 約2,330,000人
1フライト1回 ※安定飛行に入った際放映開始
※シートモニター機材においては、搭乗者が当月のSKYVISION放映番組
を選択した場合にCMが放映されます

オンエア路線

ANAグループ運航便 国内路線

お申込締切日

オンエア開始日約40日前

ご納品締切日

オンエア開始日約35日前

回数割引

年6回以上…5％割引
年12回以上…10％割引

※一部機材を除く。

※回数割引は一括発注の場合に適用します。

※料金には、別途消費税が加算されます。
料金表 〈PRICE LIST〉
料金表/1回の掲載料 〈PRICE LIST〉 金額

15秒

1,000,000円

AIRDO便機内 上映オプション 15秒

+250,000円

※オンエア秒数が30秒の場合は2枠分、60秒の場合は4枠分の料金となります。
※長尺CMをご要望の際はお問い合わせください。
※運航状況や機材変更により、予定通り放映できない場合がございます。
※当媒体は期間契約となります。 運航状況、オンエア回数による料金の返金、または減額・補てん対応はいたしませんので予めご了承ください。
※機内エンターテイメントシステム等の不具合によりCM放映されない場合がございましても返金・補償の対応は致しかねますので予めご了承ください。
※広告・プロモーション出稿に関する注意事項は、巻末を必ずご確認ください。

AIRDO便 オンエア期間

国内線

15秒/枠

視聴可能者

※2019年9月 ANA便搭乗者へのインターネットアンケート調査結果
（回答者：2018年6月から2019年7月 ANA国際線・国内線搭乗者）
※搭乗者数は2022年4月から2022年7月までの月平均

AIRDO 媒体データ 〈AIRDO MEDIA DATA〉

ANA SKY VISION

メディア概要 〈MEDIA OVERVIEW〉
メディア概要 〈MEDIA OVERVIEW〉

毎月1日～末日（1ヶ月）
※一部機材では前月下旬頃より、また翌月初まで放映される場合がございます。

AIRDO便 視聴可能者

国内線 月間平均搭乗者数 約270,000人 1フライト1回

AIRDO便 オンエア路線

ANAコードシェアおよびAIRDO運航便 国内路線 ※一部機材除く。

AIRDO便 お申込締切日

放映開始2もしくは3か月前の奇数月5日 ※下記参照

AIRDO便 ご納品締切日

放映開始2もしくは3か月前の奇数月10日 ※下記参照

※AIRDO同時お申し込みの場合はスケジュールに違いがあり、またANA搭載用とAIRDO搭載用の2種類の入稿素材が必要になりますので
別途お問い合わせください。
※AIRDO便の締切は、3.4月放映…1月、5.6月… 3月、7.8月… 5月、9.10月… 7月、 11.12月… 9月、1.2月…11月です。
※ANAとAIRDOのコードシェア便は下記路線
東京（羽田）⇔札幌（千歳）、旭川、函館、女満別、帯広、釧路、 札幌（千歳）⇔仙台、神戸、名古屋（中部）⇔札幌（千歳）、函館
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広告主様の映像素材をANA国内線機内エンターテイメントコンテンツとして放映

国内線機内チャンネル

ANA国内線機内エンターテイメントのビデオ番組枠で、番組放映が可能になりました。TVやWEBで放映した素材をANA国内
線機内にて1ヶ月単位で放映できます。ワンソース マルチユースPRのリーチを広げることが出来るほか、機内前方の大型
スクリーンと客室通路上部の小型モニターでお送りするCM広告（ANA SKY VISION）への広告出稿を合わせることで機内で

媒体種類

接触ポイント

路線

機内番組

機内

国内線
In Flight 機内 国内線機内チャンネル

のクロスメディアの展開が可能。

メディア概要 〈MEDIA OVERVIEW〉
本編尺
放映期間

※すべてのエンターテイメントコンテンツをお楽しみいただくため
には、ANA公式アプリを事前にダウンロードいただく必要がござ
います。ブラウザからの接続の場合、一部コンテンツのみご利
用になれます。

5分以上60分以内
毎月1日～末日（1ヶ月）
※一部機材では前月末より、また翌月初まで放映される場合がございます。

放映路線

ANAグループ運航便 ※一部機材を除く。
国内路線 ANA Wi-Fi Service対象機材およびシートモニター対象機材

媒体内容

ANA Wi-Fi Service対象機材およびシートモニター対象機材の
ビデオプログラム枠にて、貴社番組の放映をいたします。
※搭乗者が貴社番組を選択した際に貴社の番組が放映されます。

入稿素材

・番組素材（動画・番組概要テキスト・番組紹介画像）
・機内番組入稿仕様書 ※指定あり

備考

番組は、2音声1字幕まで対応可能

お申込締切日

オンエア開始日約95日前

ご納品締切日

オンエア開始日約75日前

回数割引

3ヶ月分の申込で5％
6ヶ月分の申込で10％

年3回以上‥‥5%割引
年6回以上‥‥10%割引

※回数割引は一括発注の場合に適用します。

※番組掲載にあたっては、事前に内容の考査がございます。
※広告掲載にあたっての業種、商品、サービスの表現及び掲載基準はANA媒体の基準に準じます。
※放映内容につきましては、番組のみとなります。CMは放映できかねますので予めご了承ください。 ※広告
・プロモーション出稿に関する注意事項は、巻末を必ずご確認ください。

料金表 〈PRICE LIST〉

※料金には、別途消費税が加算されます。

１枠/月
エンターテイメント内ビデオ番
組の
ひとつとして貴社の番組が
お選びいただけます。

基本料金

1,000,000円

※イメージです。
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快適な空の旅を演出する、国際線機内エンターテイメントの定番
座席の個人モニターでお送りする映画の上映前にCMを放映。
機内誌への広告出稿と合わせることで、機内でクロスメディアも展開が可能。

ANA SKY CHANNEL 番組構成

映画を選択

番組 タイトルリスト

映画タイトルを選択

CM視聴率が均等になるように、映画タイトルを
4つのグループ（ファイル）に分けています。

③G

②

接触ポイント

路線

機内CM

機内

国際線

メディア概要 〈MEDIA OVERVIEW〉
オンエア秒数

30秒

オンエア期間

毎月1日～末日（1ヶ月）
※一部機材では前月下旬頃より、また翌月初まで放映される場合がございます。

オンエア路線

ANAグループ運航便、国際路線
※一部機材を除く。

媒体内容

映画放映開始前のCM枠（90秒間）にCMを放映

視聴可能者数

ANA国際線 月間搭乗者数 約 254,000人

お申込締切日

オンエア開始日約40日前

ご納品締切日

オンエア開始日約35日前

個人モニター画面

①

媒体種類

In Flight 機内 映画前 SKY CHANNEL CM

映画前
SKY CHANNEL CM

④

A

D

G

J

B

E

H

K

C

F

I

N

年3回以上…10％割引
年6回以上…15％割引
回数割引
年9回以上…20％割引
料金表/1回の掲載料 〈PRICE
LIST〉
す。

料金表 〈PRICE LIST〉

※回数割引は一括発注の場合に適用しま

※料金には、別途消費税が加算されます。

金額
30秒

2,500,000円

映画本編
※CMが放映される映画タイトルの指定はできません。
※1グループにつき、複数社のCMを放映します。最大3件のCMが設定されます。
※運航状況や機材変更により、予定通り放映できない場合がございます。
※当媒体は期間契約となります。 運航状況、オンエア回数による料金の返金、または減額・補てん対応は致しかねますので予めご了承ください。
※機内エンターテイメントシステム等の不具合によりCM放映されない場合がございましても返金・補償の対応は致しかねますので予めご了承くださ
い。
※広告・プロモーション出稿に関する注意事項は、巻末を必ずご確認ください。

媒体データ〈MEDIA DATA〉

機内の過ごし方
映画を見る

85%

約

国際線
搭乗者数（月平均）

約

254,000人

※2019年9月 ANA便搭乗者へのインターネットアンケート調査結果（回答者：2018年6月から2019年7月 ANA国際線・国内線搭乗者）
※搭乗者数は2022年4月から2022年7月までの月平均
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国際線：国内ビデオプログラム前

SKY CHANNEL CM

快適な空の旅を演出する、国際線機内エンターテイメントの定番
国内テレビ番組で放映されている人気のバラエティ番組やドキュメンタリー番組、
スポーツ番組等が満載。

媒体種類

接触ポイント

路線

機内CM

機内

国際線

その国内ビデオプログラムの上映前にCMを放映。

メディア概要 〈MEDIA OVERVIEW〉

オンエア秒数

個人モニター画面

オンエア期間
番組を選択

番組 タイトルリスト

番組タイトルを選択

A社

CM

15秒・30秒
毎月1日～末日（1ヶ月）
※一部機材では前月下旬頃より、また翌月初まで放映される場合がございます。

オンエア路線

ANAグループ運航便、国際路線 ※一部機材を除く。

視聴可能者数

ANA国際線 月間搭乗者数 約 254,000人

媒体内容

対象国内番組前にCM（90秒間）を放映

お申込締切日

オンエア開始日約40日前

ご納品締切日

オンエア開始日約35日前

回数割引

年6回以上…5％割引
年12回以上…10％割引
します。

※回数割引は一括発注の場合に適用

B社
C社

料金表 〈PRICE LIST〉

※料金には、別途消費税が加算されます。

In Flight 機内 国際線：国内ビデオプログラム前 SKY CHANNEL CM

ANA SKY CHANNEL 番組構成

金額

番組本編

※CMが放映される番組タイトルの指定は出来ま
せん。
※複数社のCMを放映します。

1,600,000円
2,800,000円
※運航状況や機材変更により、予定通り放映できない場合がございます。
※当媒体は期間契約となります。
運航状況、オンエア回数による料金の返金、または減額・補てん対応は致しかね
ますので予めご了承ください。
※機内エンターテイメントシステム等の不具合によりCM放映されない場合がござ
いましても返金・補償の対応は致しかねますので予めご了承ください。
※広告・プロモーション出稿に関する注意事項は、巻末を必ずご確認ください。

国内番組例
番組例（2020年2月放映）

媒体データ〈MEDIA DATA〉
国際線
搭乗者数（月平均）

約
※搭乗者数は2022年4月から2022年7月までの月平均

15秒
30秒

254,000人

・日本の風景
・欧州・美の浪漫飛行 スペイン サグラダ・ファミリア聖堂
・We Love The Earth 地球見聞録
・シリーズ世界遺産100
・謎解き冒険バラエティー 世界の果てまでイッテQ！
・笑点
・しくじり先生 俺みたいになるな!!
・アメトーーク！
・ノブナカなんなん？
・ロンドンハーツ
・LIFE!人生に捧げるコント
・相席食堂
・ゴッドタン
・水曜どうでしょう
・ガイアの夜明け
・情熱大陸

・ガリレオX
・プレメンレッスン3！～目澤秀憲メソッド～
・パーソル パ・リーグTV
・日本vs世界!! eスポーツ頂上決戦 RAGE ASIA 2020
・シャーロック アントールドストーリーズ 第11話、特別編
・MIU404 第5話、第6話
・グランメゾン東京 第9話～最終話
・孤独のグルメ Season7 第10話
・ハケンの品格 第2話
・家政婦のミタゾノ（2020）第2話
・相棒season18 第10話
・科捜研の女 season18 第5話
・JIN-仁-完結編
・私の家政夫ナギサさん
・ベストヒットUSA～タイムマシンスペシャル
・クレヨンしんちゃん
・ドラえもん
・ちびまる子ちゃん 等
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快適な空の旅を演出する、国際線機内エンターテイメントの定番

国際線：海外ビデオプログラム前

海外番組の上映前にCMを放映。訪日外国人を中心とした、外国人搭乗客にリーチ。

ANA SKY CHANNEL 番組構成

番組を選択

番組 タイトルリスト

CM

B社
C社

国際線

15秒・30秒・60秒
毎月1日～末日（1ヶ月）
※一部機材では前月下旬頃より、また翌月初まで放映される場合がございます。

オンエア路線

ANAグループ運航便、国際路線 ※一部機材を除く。

視聴可能者数

ANA国際線 月間搭乗者数 約 254,000人

媒体内容

対象海外番組前にCM（90秒間）を放映

お申込締切日

オンエア開始日約40日前

ご納品締切日

オンエア開始日約35日前

回数割引

年6回以上…5％割引
年12回以上…10％割引
します。

番組タイトルを選択

A社

路線

機内

メディア概要 〈MEDIA OVERVIEW〉

オンエア期間

個人モニター画面

接触ポイント

機内CM

料金表 〈PRICE LIST〉

※回数割引は一括発注の場合に適用

※料金には、別途消費税が加算されます。

In Flight 機内 国際線：海外ビデオプログラム前 SKY CHANNEL CM

SKY CHANNEL CM

媒体種類

金額

番組本編

15秒
30秒
60秒
※CMが放映される番組タイトルの指定は出来ま
せん。
※複数社のCMを放映します。
※CMで使用する言語は英語を推奨いたします。

媒体データ〈MEDIA DATA〉

※運航状況や機材変更により、予定通り放映できない場合がございます。
※当媒体は期間契約となります。
運航状況、オンエア回数による料金の返金、または減額・補てん対応は致しかね
ますので予めご了承ください。
※機内エンターテイメントシステム等の不具合によりCM放映されない場合がござ
いましても返金・補償の対応は致しかねますので予めご了承ください。
※広告・プロモーション出稿に関する注意事項は、巻末を必ずご確認ください。

海外番組例
番組リスト（例：2019年7月放映）

国際線
搭乗者数（月平均）

約
※搭乗者数は2022年4月から2022年7月までの月平均

800,000円
1,300,000円
2,600,000円

254,000人

・ディスカバリーチャンネル 怪しい伝説
・ナショナルジオグラフィック : 世界の巨大工場
・わんにゃん・しあわせ同居生活
・ナショナルジオグラフィック : 宇宙の奇石
・Inside the PGA Tour : Hawaii Episode (Jan 2019)
・Bundesliga Special #13:THE ENTERTAINERS
・2015 Classic Match - Japan vs. South Africa
・High Tops: Plays of the Month
・Football Funnies 5
・THIS IS US 36歳、これから：シーズン1
・ハワイ ファイブ オー７
・フュード/確執 ベティ vs ジョーン
・New Girl ～ダサかわ女子と三銃士：シーズン7
・100日の朗君様
・モダン・ファミリー：シーズン8
・フルハウス：シーズン2
・BULL／ブル 法廷を操る男：シーズン1
・NCIS ～ネイビー犯罪捜査班：シーズン15
・SUITS／スーツ シーズン7
・KCON 2018 Thailand

・Chemical Brothers: Don't Think [Live at Fuji Rock Festival]
・2019 KKBOX Music Awards
・おさるのジョージ
・ベイマックス ザ・シリーズ
・リロ・アンド・スティッチ ザ・シリーズ
・ミッキーマウスクラブハウス
・トムとジェリー テイルズ
・ライリーの初デート？
・スポンジ・ボブ
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広告主様の映像素材をANA国際線で放映

国際線機内チャンネル

ANA国際線エンターテイメントサービス「SKY CHANNEL」のビデオ番組枠で、番組放映が可能になりました。TVや
WEBで放映した素材をANA国際線機内にて1ヶ月単位で放映できます。インバウンドを含む国際線をご利用のお客

媒体種類

接触ポイント

路線

機内番組

機内

国際線
In Flight 機内 国際線機内チャンネル

様へ訴求ができ、ワンソース マルチユースPRのリーチを広げることが出来ます。

メディア概要 〈MEDIA OVERVIEW〉
本編尺

5分以上60分以内

放映期間

毎月1日～末日（1ヶ月）

放映路線

ANAグループ運航便、国際路線

媒体内容

※「SKY CHANNEL」のビデオプログラム枠にて、自社番組の放映
※個人モニター画面での番組誘導

視聴可能者数

誘導イメージ

※一部機材では前月末より、また翌月初まで放映される場合がございます。

※一部機材を除く。

ANA国際線 月間搭乗者数 約 254,000人
（2022年4月～2022年7月搭乗者平均）
※搭乗者が貴社番組を選択した際に貴社の番組が放映されます。

入稿素材

・企業ロゴデータ （ai）※任意
・機内番組入稿仕様書 ※指定あり

備考

番組は、2音声1字幕まで対応可能

お申込締切日

オンエア開始日約65日前

ご納品締切日

オンエア開始日約45日前

回数割引

3ヶ月分の申込で5％ 年3回以上‥‥5%割引
6ヶ月分の申込で10％ 年6回以上‥‥10%割引
※回数割引は一括発注の場合に適用します。

※番組掲載にあたっては、事前に内容の考査がございます。
※広告掲載にあたっての業種、商品、サービスの表現及び掲載基準はANA媒体の基準に準じます。
※放映内容につきましては、番組のみとなります。CMは放映できかねますので予めご了承ください。 ※広告・プ
ロモーション出稿に関する注意事項は、巻末を必ずご確認ください。

※イメージです。

料金表 〈PRICE LIST〉

※料金には、別途消費税が加算されます。

１枠/月
基本料金(シートモニター内での番組告知枠含む)

1,200,000円

ANA MEDIA KIT
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ANAオリジナルドキュメンタリー番組を制作、機内放映

THE POWER OF WIND

媒体種類

接触ポイント

路線

機内番組

機内

国内線・国際線

メディア概要 〈MEDIA OVERVIEW〉

国内線前方大型スクリーン放映イメージ

国内線 Wi-Fiコンテンツ放映イメージ

番組コンセプト

企業などの商品やサービスの裏側に隠された秘話、情熱、アイディア、奮闘を深く掘り下げ、「逆風を力に
変える挑戦」をドキュメンタリー形式で描きます。

制作会社

TVC・ドキュメンタリージャパン(共同制作)

放送媒体・期間

【国内線機内】
①前方大型スクリーンおよび客室通路上部モニター：奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月）の偶数
便で1ヶ月
②個人シートモニター付き機材：放送開始月から5ヶ月
③機内Wi-Fiエンターテインメントコンテンツ：放送開始月の翌月から4ヶ月
【国際線機内】
①個人シートモニターで放送開始月から4ヶ月
※国内線、国際線ともに、個人シートモニター付き機材では、ご搭乗いただいたお客様が座席で番組
視聴を選択いただいた場合にシートモニター画面で放映されます。
※国内線、国際線ともに、一部機材では前月下旬頃より、また翌月初旬まで放映される場合がござい
ます。
【ANA Media Station】放送開始月の翌月から4ヶ月

国内線個人シートモニター付き機材および国際線視聴イメージ

国内線個人シートモニター付き機材
モニター画面の中央に番組宣伝枠（赤枠）

羽田空港 搭乗待合エリア
モニター放映イメージ

対応言語

日本語・英語（別途中国語オプションあり、但し国際線での放映分のみ）

本編尺

20～25分 ※CM尺を含む

提供物

①本番組の後に15秒もしくは30秒のCM枠（任意）※オリエン時にご指示ください
②国内線機内の放映初月・放映便で機内前方の大型スクリーンと客室通路上部の
小型モニターで、ANAオリジナルプログラム前に番宣CM放映（15秒）
③国内線機材のうち個人シートモニターの中央に番組宣伝枠を設置
④国際線ANAオリジナルビデオプログラム前に番宣CM放映（15秒）
⑤羽田空港国内線第2ターミナル 搭乗待合いエリアに設置されているモニター
『フューチャーヴィジョン』で国内線放映月（1ヶ月間）に番宣CM放映（15秒）

お申込締切日

放映月の5ヶ月前

※番組の二次利用に関しては、撮影の2週間前までにお申し込み下さい。なお、自社での使用(自社WEBサイト、社内上映会等)は無償です。
※制作・著作はANAおよびTVC・ドキュメンタリージャパンに帰属します。
※使用音源およびナレーター(日・英・中)については弊社側での選定となり、ご指定は受けかねますので予めご了承ください。

料金表 〈PRICE LIST〉

媒体データ〈MEDIA DATA〉

※料金には、別途消費税が加算されます。

金額

広告到達率

国内線

57.0%
搭乗者数（月平均）

2,330,000人

約

広告到達率

国際線

44.1%
搭乗者数（月平均）

254,000人

約

※2019年9月 ANA便搭乗者へのインターネットアンケート調査結果（回答者：2018年6月から2019年7月 ANA国際線・国内線搭乗者）
※搭乗者数は2022年4月から2022年7月までの月平均

ー 制作の流れ
・ヒアリングシートの記入
・オリエンテーション（逆風のヒアリング・番組テーマ案・テーマに関連した
周辺情報の確認）
・番組構成案の作成（オリエン後の事前取材を基に作成）
・取材・撮影（最大4日間・関東近郊日帰り）
・仮編集映像（オフライン）確認
・本編集・音効作業・ナレーション録り（MA）
・納品（データ納品）

12,000,000円
※日本語・英語以外の言語の追加、取材・編集期間が所定の日数を越える場合、もしくは東京近
郊以外での撮影が発生する際は、別途追加費用が発生いたします。
※追加取材の際は制作管理費として、10%上乗せした料金をご請求いたします。
※全編撮りおろしでのオリジナル番組制作となります。※タレントの起用はいたしかねますので予
めご了承ください。
※運航状況や機材変更により、予定通り放映できない場合がございます。
※当媒体は期間契約となります。運航状況、オンエア回数による料金の返金、または減額・補てん
対応はいたしません。
※広告・プロモーション出稿に関する注意事項は、巻末を必ずご確認ください。
※一部機材によっては、偶数月の月末から放映する場合がございます。

ー 番組制作における留意点
番組コンセプト
世の中にない新しい商品の開発やサービス、新たなチャレンジには、想像を絶するピンチや課題が必ずある。
その逆風から飛躍し、新しい日本を創り出す企業の挑戦をドキュメンタリー番組として描きます。
(1)視聴していただいたより多くのお客様にそのサービス、商品を利用してもらうこと
(2)ステークホルダーに向けて発信することでの企業組織の価値や評価の向上
(3)新たな会社とのソリューションやイノベーション開発のきっかけ
単なる会社紹介番組ではなく、空の上で体験する「ANA限定の機内エンターテイメント」として、
ご搭乗いただくお客様にも面白く感じてもらえるような新しく興味深い切り口やストーリー展開で貴社事業を取り上げます。
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In Flight 機内 THE POWER OF WIND

広告主様1社独占のオリジナル番組を制作。
ANA国内線・国際線の機内番組放映プログラムや、ANA Wi-Fiサービスの無料コンテンツとして
機内上映いたします。

Airport 空港メディアのご紹介

空港メディアのご紹介

P.16

Airport 空港メディアのご紹介

P.17

保安検査証裏面広告
［ANA国内線：羽田/伊丹・関西・神戸/
新千歳/福岡/那覇空港発限定］
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保安検査証裏面広告

保安検査場通過時に発券される保安検査証の裏面を広告媒体化

[ANA国内線：羽田/伊丹・関西・神戸/新千歳/
福岡/那覇空港発限定]

ANA国内線限定、保安検査場通過時に発券される保安検査証の裏面広告。
搭乗者全員に発券されるため、幅広くリーチが可能。

媒体種類

接触ポイント

路線

保安検査証

国内空港

国内線
Airport 空港 保安検査証裏面広告

メディア概要 〈MEDIA OVERVIEW〉
搭乗券サイズ

天地 140mm×左右 79.5mm

広告サイズ

天地 72.1mm×左右 77.5mm

想定配布枚数

羽田
：約77.5万枚/月
（羽田空港第2ターミナル出発便をご利用いただく通常時期旅客の半数想定）
伊丹・関西・神戸：約77万枚/3ヵ月
（伊丹・関西・神戸空港出発便をご利用いただく通常時期旅客の半数想定）
新千歳
：約60万枚/3ヵ月
（新千歳空港出発便をご利用いただく通常時期旅客の半数想定）
福岡
：約50万枚/3ヵ月
（福岡空港出発便をご利用いただく通常時期旅客の半数想定）
那覇
：約49万枚/3ヵ月
（那覇空港出発便をご利用いただく通常時期旅客の半数想定）

了

終

売

販

表面

裏面

保安検査証とは？

保安検査場内セキュリティチェックを通過する際に発券されるチケット。
すべてのお客様に配布され、搭乗口・座席など搭乗に必要な情報が全て含まれるチケットで、視認性・携帯性は抜群です。

媒体データ〈MEDIA DATA〉

羽田

伊丹・関西・神戸(※)

新千歳

サーキュレーション

サーキュレーション

サーキュレーション

約

155万人/月

約

51.4 万人/月

接触コスト

約

1.5円/1人

約

接触コスト

約

2.3円/1人

40万人/月

福岡
サーキュレーション

約

33.8 万人/月

1.9円/1人

サーキュレーション

約

33.2 万人/月

接触コスト

接触コスト

約

那覇

約

2.1円/1人

接触コスト

約

2.3円/1人

期間

※搭乗者によって異なります

羽田路線 ：1ヶ月間配布（無くなり次第終了）
その他の路線：3ヶ月間配布（4-6月、7-9月、10-12月、1-3月）
※無くなり次第終了となります。
※前年度の旅客実績を元に配布想定枚数を算出しておりますが、今期旅客数によっては想定よりも早く終了
する場合がございます。予めご了承ください。

お申込締切日

実施日70日前

広告原稿審査／ご入稿締切日

実施日65日前／実施日60日前

料金表 〈PRICE LIST〉
発地空港

※料金には、別途消費税が加算されます。
広告スペース

金額

羽田

1枠

1,200,000円

伊丹・関西・神戸

1枠

1,750,000円

新千歳

1枠

1,125,000円

福岡

1枠

1,062,500円

那覇

1枠

1,125,000円

事務手数料（NET）発地空港に関わらず、事務手数料が発生します。

100,000円

※保安検査証は乗り継ぎの有無や幼児用など搭乗者により、長さが変化します。 そのため、広告枠は意匠の途中で分かれる可能性がございますので、
予めご了承ください。
※実施開始日について特にご指定がない場合は、原則として1日開始になります。ただし現場のオペレーション次第で、開始日および終了日を変更する場合がございますの
で、予めご了承下さいませ。
※止むを得ない事情により以下のようなイレギュラーケースが発生することがあります。
1.保安検査場で保安検査証を発行できない場合 2.発行した保安検査証を搭乗口で回収する場合
※保安検査証の回収を前提とした広告表現はご遠慮いただいております。

コードシェア便を除きます。 ※保安検査証裏面広告はコードシェア便を含む実施空港出発便をご利用いただく全搭乗旅客に配布されます。

※搭乗旅客の増減に伴う早期の終了、枚数不足に伴う料金の返金、または減額・補てん対応はいたしません。

※2019年9月 ANA便搭乗者へのインターネットアンケート調査結果（回答者：2018年6月から2019年7月 ANA国際線・国内線搭乗者）
※搭乗者数は2019年1月から2019年12月までの月平均

※事前に企業審査および広告原稿審査があります。
※QRコードおよびバーコードの掲載はNGです。
※色調はすべて、シアン/マゼンダ/イエロー/ブラックの4色掛け合せでの表現となります。
※保安検査証につきましては表面が黄色いため、裏面から見た際に若干透けてしまう場合がございます。
※広告・プロモーション出稿に関する注意事項は、巻末を必ずご確認ください。
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Digital デジタルメディアのご紹介

デジタルメディアのご紹介
P.18

Digital デジタルメディアのご紹介

P.19

ANA Digital Connect
-動画広告-

P.20

ANA Digital Connect
-ディスプレイ広告-

P.21

ANAメールマガジン

P.22

ANA Pocket
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ANA Digital Connect
-動画広告-

ANA独自のデータを活用して、ANAマイレージクラブ会員に対し、
外部の広告ネットワークを利用して、動画広告を配信することが可能です。

媒体種類

接触ポイント

デジタル

個人デバイス
Digital デジタル ANA Digital Connect -動画広告-

メディア概要 〈MEDIA OVERVIEW〉

媒体データ〈MEDIA DATA〉
1つのクリエイティブで多様なレイアウトに対応
ネイティブ動画は、ウェブサイトのコンテンツに溶け込んだデザインで表示される動画広告です。

課金形態

インプレッション課金（CPC保証での配信メニューも条件により可能です）

掲載開始日

平日任意

掲載期間

14日間～

申込／入稿期限

申込：掲載開始12営業日前まで/
入稿：掲載開始10営業日前まで

動画の長さ

15秒

原稿規定

別途「動画クリエイティブ規定」ページをご確認ください。

最低出稿単価

50万円〜

レポート

レポート項目は、配信imp数、視聴数視聴数 (25%・50%・75%・100%) 、視聴完了率、ク
リック数、CTRとなります。

サイトのコンテンツで使用されている元々のスタイルや表現形式に沿って、サイトの所定の位置に動画広告が表示されます。

ANA Digital Connectの情報を元に

外部ネットワークのディスプレイ枠に

お客様をセグメント

ネイティブクリエイティブにて動画広告を配信

搭乗回数有無、
ステータス ブロンズ以上
ANAカードマイル積算利用者など

※料金には、別途消費税が加算されます。
料金表 〈PRICE LIST〉
料金表/1回の掲載料 〈PRICE LIST〉
※写真はイメージです。

ANA Digital Connectとは？
ANAグループが保有するアセットを最大限活用した、お客様とパートナー様を繋ぐマーケティングプラットフォームです。

セグメント単価 -

金額

オールリーチ
デモグラフィック（男性/女性）

@1.0 円

搭乗・利用実績

追加@0.2円

・国内/国際、路線別の搭乗実績
・ANAカード利用
・マイル積算比率

ステイタス情報

追加@0.3円

・エアラインステータス
・搭乗クラス比率
・クレジットカード種別

エアラインの搭乗履歴やロイヤリティープログラム等、ANAグループがお客様との接点から得られる様々な情報を集約し、
『独自性・クオリティー』の高いデータを元にお客様との最適なコミュニケーションを実現し、パートナー様の課題解決をサポートしてい
きます。

補足

配信メディアリスト ※一部抜粋
MSN、ロイター、BuzzFeed、AFPBB、時事ドットコム、ESPN、ESPNF1、乗りものニュース、Full-Count、ゲキサカ、ImpressWatch、CNN、ママ
スタジアム、NEWSポストセブン、など
※配信媒体毎のレポート提出は行っておりません。
※ここに記載のある媒体は一例です。掲載をお約束するものではございません。

ご注意事項
※デフォルトでは、音声配信なしとなります。ミュートを解除または操作により音声が再生されます。
※上限予算内で運用させていただき、配信終了時にご請求金額が確定します。
※ご入稿クリエイティブすべてが配信されない場合もございます。

＜イメージ図＞
※2019年9月 ANA便搭乗者へのインターネットアンケート調査結果（回答者：2018年6月から2019年7月 ANA国際線・国内線搭乗者）※搭乗者数は2019年4月
から2020年3月までの月平均

※セグメント要件によっては掲載期間を変更させていただく場合がございます。
※レポートは合算数値となり、掲載媒体・面・クリエイティブごとのレポートはお受けできません。
※動画に関してはかかわる全ての権利関係について広告利用の許諾を得たものを必ずご入稿ください。
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ANA Digital Connect
-ディスプレイ広告-

ANA独自のデータを活用して、ANAマイレージクラブ会員に対し、
外部の広告ネットワークを利用して、ディスプレイ広告を配信することが可能です。

媒体種類

接触ポイント

デジタル

個人デバイス
Digital デジタル ANA Digital Connect -ディスプレイ広告-

メディア概要 〈MEDIA OVERVIEW〉
メディア概要 〈MEDIA OVERVIEW〉

媒体データ〈MEDIA DATA〉

課金形態

インプレッション課金（CPC保証での配信メニューも条件により可能です）

1つのクリエイティブで多様なレイアウトに対応

掲載開始日

平日任意

ネイティブ動画は、ウェブサイトのコンテンツに溶け込んだデザインで表示されるディスプレイ広告です。

掲載期間

7日間～

申込／入稿期限

申込：掲載開始10営業日前まで/
入稿：掲載開始7営業日前まで

掲載サイズ

300×250、336×280、728×90、468×60、320×50（SP）、320×100（SP）

原稿規定

入稿物：静止画とリンク先URL
静止画形式：image（jpg・png・gif）※アニメーション不可
容量150KB以下
入稿物に関しては、「入稿クリエイティブ規定」をご確認ください。

最低出稿単価

50万円〜

レポートタイミング

掲載終了日の翌日から5営業日を目安にレポートをご提供します。

レポート内容

レポート項目は、配信imp、クリック数、CTRとなります。

サイトのコンテンツで使用されている元々のスタイルや表現形式に沿って、サイトの所定の位置にディスプレイ広告が表示されます。

ANA Digital Connectの情報を元に

外部ネットワークのディスプレイ枠に

お客様をセグメント

ネイティブクリエイティブにて
ディスプレイ広告を配信

搭乗回数有無、
ステータス ブロンズ以上
ANAカードマイル積算利用者など

料金表 〈PRICE LIST〉

※料金には、別途消費税が加算されます。

※写真はイメージです。

セグメント単価 -

ANA Digital Connectとは？
ANAグループが保有するアセットを最大限活用した、お客様とパートナー様を繋ぐマーケティングプラットフォームです。
エアラインの搭乗履歴やロイヤリティープログラム等、ANAグループがお客様との接点から得られる様々な情報を集約し、『独自性・ク
オリティー』の高いデータを元にお客様との最適なコミュニケーションを実現し、パートナー様の課題解決をサポートしていきます。

金額

補足

オールリーチ
デモグラフィック（男性/女性）

@0.6 円

搭乗・利用実績

追加@0.1円

・国内/国際、路線別の搭乗実績
・ANAカード利用
・マイル積算比率

ステイタス情報

追加@0.2円

・エアラインステータス
・搭乗クラス比率
・クレジットカード種別

配信メディアリスト ※一部抜粋
食べログ、Retty 、ダイヤモンド・オンライン、フォートラベル、ゴルフダイジェスト・オンライン、映画.com、Itmedia、Fllyteam.jp、トラフィックニュース、ナビタ
イム、interーedu.com、時事ドットコム、読売新聞、毎日新聞、朝日新聞デジタル、Sponichi Annex、
ニッカンスポーツ・コム、スポーツ報知など
※配信媒体毎のレポート提出は行っておりません。
※ここに記載のある媒体は一例です。掲載をお約束するものではございません。

ご注意事項
※上限予算内で運用させていただき、配信終了時にご請求金額が確定します。

＜イメージ図＞
※2019年9月 ANA便搭乗者へのインターネットアンケート調査結果（回答者：2018年6月から2019年7月 ANA国際線・国内線搭乗者）※搭乗者数は2019年4月
から2020年3月までの月平均

※ご入稿クリエイティブの差し替えは、月間1回までとなります。
※ご入稿クリエイティブすべてが配信されない場合もございます。
※セグメント要件によっては掲載期間を変更させていただく場合がございます。
※レポートは合算数値となり、掲載媒体・面・クリエイティブごとのレポートはお受けできません。
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ANAマイレージクラブ会員に向けて、メールをダイレクト配信

ANAメールマガジン

メールマガジン「ANAメールマガジン」では、マイル残高やANA SKYコイン残高、ANAから
の最新情報を配信。開封率の良いメールマガジンです。

媒体種類

接触ポイント

メールマガジン

個人デバイス
Digital デジタル ANA メールマガジン

メディア概要 〈MEDIA OVERVIEW〉
形式

HTML形式バナー

想定配信数

約900万通 ※メルマガ登録者

配信日

定期（月1回）

リンク数

1ヶ所

リンク先

外部リンク可
※ただし、ANAマイレージモール提携企業についてはANA SKY WEB内

レポート

配信実績数・開封数・クリック数

お申込締切日

配信日の30営業日前

ご入稿締切日

配信日の13営業日前

※ご入稿いただいた後の文言修正はできません。
※媒体仕様、ページレイアウトは変更となる場合がございます。
※事前に企業審査及び広告内容審査、広告表現審査がございます。
※原則、配信日の13時～7,8時間以内に配信されます。
※配信予定の8営業日前までにサイトアップの完了をお願いします。
※リンク期間は2週間以上の設定をお願いいたします。
※お申込後のキャンセルおよび変更はできません。
※ANA都合により、急遽配信を行わない場合がございます。その場合には、別途再掲載対応をさせていただきます。

料金表 〈PRICE LIST〉
広告スペース
メールマガジン
「ANAメールマガジン」

※料金には、別途消費税が加算されます。

枠数

金額
１枠

原稿サイズ
1,000,000円

530×353ピクセル
※アニメーション不可
※別途、見出し13文字×2行(最
大26文字)の記載が可能

＜イメージ＞

媒体データ〈MEDIA DATA〉

想定配信数

900万通/回

配信単価

0.11円/通
※広告・プロモーション出稿に関する注意事項は、巻末を必ずご確認ください。
※2018.8月配信分よりバナー広告サイズ（左右サイズ）が変更となっております。
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歩いて乗って いつもの移動で ポイントが貯まる！モバイルアプリサービス【エイエヌエーポケット】に広告配信が可能です。
※ANA Pocketは、iOS14.0以上のスマートフォンでご利用いただけます。※Android版は2022年夏頃にリリース予定です。
媒体種類

接触ポイント

デジタル

個人デバイス

属性情報（参考）
Digital デジタル ANA Pocket

料金表 〈PRICE LIST〉

※料金には、別途消費税が加算されます。

金額
1カ月

675,000円（税抜）～

※金額はDL数に応じて変動致します（お申込み時期に応じて要相談）

メディア概要 〈MEDIA OVERVIEW〉

媒体データ〈MEDIA DATA〉
DAU率

入稿項目

条件

注意事項

タイトル
（表示文言）

全て全角の場合：18文字まで保証
横：9文字 x 縦：2文字 で表示

表示する文字（全角・半角など）によって幅が違うため入稿頂く文章によって表
示可能な文字数が変動しますが最低でも18文字までは保証されます。
実際の文章をテスト環境で表示させて確認をする事が必要です。
ウィジェット表示例のページを参照ください。

画像

画像サイズ制限：横：420px x 縦：240px
拡張子：jpg,jpeg,png,gif

画像は規定のサイズ以外で入稿された場合は規定のサイズに切り取られて表
示されますのでご注意ください。
画像切り取りのページを参照ください。

関連URL

任意のURL文字列：最大255文字
ウイジェットをタップしたときに開くURLになります。
http://~
効果測定を行う場合はこのURLをにタグを入れる必要があります。
料金表/1回の掲載料 〈PRICE
LIST〉
https://~
HOME画面のウィジェットがどれだけタップされたかを計測するにはURLの末尾
に集計ツールが指定したタグを仕込んでおく必要があります。

公開開始
終了日

広告の掲載を開始・終了したい年月日

時分秒の指定はできません。

ご入稿日

締切日／掲載開始の30日前

時分秒の指定はできません。

30%

約

DL数 （2022年9月時点）

460,000人

約

※2022年6月時点実績
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広告・プロモーション出稿に関する注意事項
ANAは「安心」と「信頼」を基礎にお客様へ「価値ある時間と空間」を提供する航空運送事業会社です。本メディアプログラムの出稿に際しましては、その特性上、以下の通り予めご了承いだきたい事項がございます。
01

悪天候や不可抗力その他の事由により、やむを得ず運航時刻や機材の変更、欠航などが生じる場合がございます。

ATTENTION

02

空港における制限区域内及び航空機内で実施するメディアプログラム及びサービスにつきましては、空港法・航空法等に基づき、遵守しなければならない様々な諸条件がございます。

ATTENTION

03

全てのメディアプログラムにおいて、安全運航の妨げになると想定される場合は、いかなる理由があってもこれを優先することはできません。予めご了承ください。

広告・プロモーション出稿基準概要

広告・プロモーション出稿に関する注意事項

ATTENTION

すべてのメディアプログラムにはANAによる企業審査、商品・サービス審査、表現（広告内容）審査が発生します。お申込みの際は、事前に可否をご相談くださいますようお願いします。
お申し込み後のキャンセルはお受けできませんので、ご了承ください。

共通概要

紙媒体共通

映像共通

広告取扱対象外の業種・商品・サービス

原稿制作上のご注意

CM素材制作上のご注意

以下に定める業種、商品およびサービスについては広告取扱対象から除
外させていただきます。

・ 広告原稿は完全データにてご入稿ください。
・ 入稿時には、データのほかに、出力紙・色見本・データ仕様書の添付を
お願いします。
・ フォントはアウトライン化してください。
・ カラーは4色掛け合わせ部分（画像含む）がYMCK4版の合計で320%を
越えると、印刷トラブルやシャドウ部分の階調不良となりますのでご注
意ください。
・ 画像の解像度は使用倍率にて350dpi以上、アプリケーションと画像リン
ク状態にてご入稿ください。
・ 断裁版の原稿については社名、コピー等は仕上がりサイズより天地左
右各10mm以上内側におさめてください。また、各辺とも3mm以上の裁
ち落とし部分をご用意ください。
・ 機内で使用制限のある電子機器の広告は、原稿中に機内での使用制
限やマナーについて表記してください。
・ ２次元バーコードはQRコードのみ掲載いただけます。
・ その他、データ入稿に関する細かな仕様についてはお問い合わせくだ
さい。

・ タイトル、言語、尺/タイムコード、サイズを記載した「素材シート」を併せ
てご提出ください。
・ CM素材の納品は映像データ（MPEG4など）、DVDのいずれかにてお願
いします。(HDCAM不可)
・ 画面サイズは16:9（スクイーズ）でお願いします。
・ その他、CM素材に関する細かな仕様についてはお問い合わせくださ
い。
［DVCAM納品の場合］
・ タイムコードは本編が「00:00:00:00f」からスタートさせないように作成し
てください。
・ NDF、DFは問いません。
・ カラーバーやクレジットを付与してください。
・ 音声レベルは、デジタルビデオ標準に従って作成してください。
［SKY VISIONについて］
・ 放映される機内大画面、小型ビジョンでは音声が流れません。字幕の
付与を推奨します。（音声はヘッドフォンでチャンネルを指定して流しま
す）
・ 2次元バーコード（QRコード）の掲載は、ご遠慮ください。

・ ANAグループ・関係会社の営業活動と競合する業種や商品およびサー
ビス。
・ 航空や旅行に不安感をあおる業種、商品およびサービス。
・ 詐欺的なもの、または、いわゆる不良商法とみなされる業種。
・ 反社会的勢力または関連する事業者。
・ 各種法令に違反している事業者。
・ 法律で禁止されている商品、無認可商品および粗悪品などの不適切な
商品およびサービス。それらを提供する事業者。
・ 公序良俗に反するもの。
・ ギャンブル・風俗営業に関わる業種または事業者、その他ANAとして不
適当と判断されるもの。
表現内容のご注意
広告内の表現は、以下に定める基準に従いご作成ください。
基準に反するものは、広告取扱を許可できかねます。
・ ANAグループ・関係会社の営業活動と競合するものを連想させるような
表現を用いてはならない。
・ 航空や旅行に不安感をあおる表現を用いてはならない。
・ 消費者の保護を考慮した表現であること。
・ 法令および公正競争規約等の自主規制を遵守すること。
・ 著作権やマーク、標語、呼称など権利物を権利者に無断で使用しては
ならない。
・ 皇室、王室、元首および内外の国旗等の尊厳を傷つける恐れがあるも
のは禁止する。尊厳の保護を遵守すること。
・ たとえ事実であっても、他を誹謗、排斥、中傷してはならない。
・ 政治宣伝、立候補予定者の事前宣伝と見られる表現は禁止する。
・ 教義、布教を目的とした表現は用いてはならない。
・ アマチュアスポーツの団体および選手を広告に利用する際は、その規
定を遵守する。
・ 虚偽、誇張表現、広告の視聴者に錯誤、過大評価をさせる表現を用い
てはならない。
・ 広告表現において、「日本最大級」「日本初」などの最大級・絶対的表
現をする際は、第三者機関による調査資料等客観的裏づけを必須とす
る。（データについては原則1年以内の最新のものとする）
広告内にデータを掲載する際は、出典、調査機関名を必ず明記する。
・ 責任の所在が不明確な表現。内容が不明確な表現。効能・効果が疑
わしいと思われる表現。
・ アルコール飲料の広告内容については「お酒、飲酒は20歳を過ぎてか
ら」の文言を必ず明記する。
・ 公序良俗に反する、または社会的秩序を乱す表現は用いてはならな
・ い。
・ 解雇広告に該当するものは禁止する。
謝罪・釈明広告に該当するものは禁止する。
・ 意見広告に該当するものは禁止する。
・ 裁判等で係争中のものは禁止する。
・ 投機心、射幸心をあおるような表現は禁止する。
・ その他、ANAとして不適切と判断されるものは禁止する。
・
・

お申込みに際してのお願い
・ 特殊ページを除く広告掲載ページの指定はお受けできません。
・ 純広告にてご出稿ください。
・ 広告ページは、全ページ4色オフセット印刷です。3色以下でのご指定
の場合も同料金となります。
・ ご出稿にあたり、座席クラスや路線の指定はできません。
・ 1業種1社の制限はいたしません。
・ 運航状況や機材変更により、予定通り放映できない場合がございま
す。
・ 当媒体は期間契約となります。運航状況・オンエア回数による返金・減
額・補てん対応はいたしません。

●国内線・国際線機内プレイスメント
お申込みに際してのお願い
・ 事前に企業審査及びプレイスメント品審査がございます。
・ 往復で搭載するため、住路で復路用のプレイスメント品が無くなる場合
がございます。
・ 機材変更により、予定していた便で実施できなくなる場合がございま
す。
・ 客室乗務員は、客室業務・保安業務を優先させていただくため、便によ
り実施できない場合がございます。
・ ANAのサービス基準により、客室乗務員によるサンプリング行為は出
来かねます。
・ 機内搭載に適した形態をANAにより指定させていただきます。（サイズ
の制限、プレイスメント品を収納する容器が必要等）
・ 実施期間や形状により、分割納品とさせていただく場合がございます。
当媒体は期間契約となります。配布個数契約はいたしかねます。
・ 終了後、実施便数・実施画像を提出します。
・ 原則、終了後にプレイスメント品の在庫を返却いたしません。
・

お申込みに際してのお願い
・ CMオンエア枠については、特定箇所・特定映画
(SKY CHANNEL CMの場合)の指定はお受けできません。
・ 運航状況や機材変更により、予定通り放映できない場合がございま
す。
・ 当媒体は期間契約となります。運航状況・オンエア回数による返金・減
額・補てん対応はいたしません。
・ 機内エンターテインメントシステム等の不具合により、CM放映されない
場合がございましても、返金・補償の対応は致しかねますので予めご了
承ください。

その他、詳細な仕様につきましては
お問い合わせください。

デジタル媒体共通
原稿制作上のご注意
・広告原稿はJPEGデータにてご入稿ください。
・入稿素材につきまして、解像度の粗いものや、コンテンツコンセプトにそぐわ
ないものにつきましてはお受けできないものもございます。予めご了承くださ
い。
・リンク先につきまして、アクセス制限があるもの、表示URLとLPのURLが異な
るものにつきましてお受けできないものもございます。予めご了承ください。
・広告の表現と、リンク先のコンテンツ内容の整合性が取れていない場合、お
受けできない場合がございます。予めご了承ください。
・リンク先にお問い合わせを明記してください。
お申込みに際してのお願い

＜お問い合わせ先＞
ANA X 株式会社
ライフサービス事業推進部
事業企画チーム
Mail：ml_notice_anamedia@ana-x.co.jp
月～金曜日 9:00～17:00

・１業種１社の制限はいたしません。
・当媒体は期間契約となります。広告PV数による返金・減額・補てん対応は
いたしません。
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