


NEXCO東日本は、北海道・東北・関東・信越・北陸の管轄エリアに	

サービスエリア・パーキングエリア188拠点を有し、	

さまざまな特性を持つ広告媒体をご用意しています。	

皆様の目的に応じたアプローチや多様な組み合わせが可能です。	

各種広告・プロモーション展開にどうぞお役立てください。	

74 
114 
188	

※令和2年4月1日現在 
※自動販売機のみのエリアは含まず	
※錦秋湖SA、笠間PA、新倉PA、南相馬鹿島SA、	
　太田強戸PAは集約のため1箇所としてカウント	

守谷SA（上・下）	

三芳PA（上・下）	
羽生PA（下）	

蓮田SA（上）	

安達太良SA（上）	

羽生PA（上）	
蓮田SA（下）	

上里SA（上・下）	
高坂SA（上・下）	

佐野SA（上・下）	
那須高原SA（上・下）	

横川SA（上）	

友部SA（上・下）	 笠間PA（集）	

黒埼PA（上・下）	
米山SA（上・下）	

湾岸幕張PA（下）	
酒々井PA（上・下）	

幕張PA（上・下）	
市原SA（上・下）	

保土ヶ谷PA（下）	

京葉市川PA（下）	

横川SA（下）	
東部湯の丸SA（上・下）	

姨捨SA（上・下）	

上河内SA（上・下）	
大谷PA（下）	

赤城高原SA（上・下）	
菖蒲PA（集）	

太田強戸PA（集）	

安達太良SA（下）	
国見SA（上・下）	

菅生PA（上・下）	
長者原SA（上・下）	

輪厚PA（上）	 輪厚PA（下）	
砂川SA（上・下）	

阿武隈高原SA（上・下）	
磐梯山SA（上・下）	

紫波SA（上・下）	
岩手山SA（上・下）	

前沢SA（上・下）	

都賀西方PA（下）	
大谷PA（上）	

野呂PA（下）	
横須賀PA（下）	

戸塚PA（上）	

中郷SA（上・下）	

越後川口SA（上・下）	
阿賀野川SA（上）	

妙高SA（上・下）	



往来するお客様へ情報
提供の場として活用さ

れるリーフレットスタンド。

76箇所のSA・PA店舗

内にてパンフレット類の

設置が可能です。	

SA・PA店舗内の柱や
インフォメーションカウ

ンター付近などに設置。	
広範囲からも目立つ

B1サイズと往来の多

いポイントで訴求でき
ます。	

S A ・ P A 店 舗 内 の
テ ィ ー サ ー ビ ス コ ー

ナーに設置。休憩中
のお客様にむけてピ

ンポイントで訴求でき

る、視認性の高いポス
ターケースです。	

お食事などで滞留する
お客様へPRが可能な

テーブルステッカー広

告。他媒体よりも接触

時間が長く、精読率が

高いのが特徴です。	

SA・PA店舗内にてお
客様動線にフロアス

テッカーを掲出できま
す。	

大4㎡まで、高い視

認性とインパクトのあ
るPRが可能です。	

飲食などお客様の滞
留ポイントとなるレスト

ラン・スナックコーナー
のテーブルに設置。低

単価からPOP広告を

ご用意しています。	

関東圏の大型SAを中
心に店舗内に設置した

大型スクリーン（55イン

チ縦型）に動画広告・静

止画広告を展開できま

す。	

ドライブの休憩に多く
のお客様が利用する

テ ィ ー サ ー ビ ス コ ー
ナー。紙コップを活用

した広告媒体にてPR
が可能です。	

67箇所のSA・PA店舗
内 シ ョ ッ ピ ン グ コ ー

ナーのレジにてリーフ
レット類および商品サ

ンプルの封入・配布が

可能です。	

SA・PAの屋外をPRス
ペースとして、各種キャ

ン ペ ー ン や イ ベ ン ト、

リーフレット類の配布・

サンプリングなどに幅

広く活用いただけます。	

NEXCO東日本の運
営する高速道路情報

サイト「ドラぷら」への
広告掲載が可能です。	

NEXCO東日本の運
営する高速道路情報

サイト「ドラぷら」への
広告掲載が可能です。	

SA・PA屋内出入口な
どのお客様動線にて

チラシ類の配布や商
品 サ ン プ リ ン グ な ど、

各種プロモーションを

実施いただけます。	



往来するお客様へ情報提供の場として活用されるリーフレットスタン
ド。76箇所のSA・PA店舗内にてパンフレット類の設置が可能です。	

リーフレットスタンド（A4サイズ）は、1フェイス（800部/14
日間）から申し込み可能です。 

クライアント（広告代理店）さまのご希望日から実施でき
ます。	

設置日の2日前までに、設置対象箇所ごとに郵送してく
ださい。	

製作につきましては、クライアント（広告代理店）さまとな
ります。	
設置・撤去・メンテナンスにつきましては、弊社で実施い
たします。	

18,000円 

27,000円

36,000円	

12,000円

18,000円 

24,000円	

10,000円 

15,000円 

20,000円	

4,000円 

6,000円 

8,000円	

輪厚PA（下）	
砂川SA（上・下）	

阿武隈高原SA 
（上・下）	

磐梯山SA（上・下）	

紫波SA（上・下）	
岩手山SA（上・下）	

前沢SA（上・下）	

都賀西方PA（下）	
大谷PA（上）	

野呂PA（下）	
横須賀PA（下）	

戸塚PA（上）	

越後川口SA（上・下）	
阿賀野川SA（上）	

妙高SA（上・下）	

安達太良SA（下）	
国見SA（上・下）	

菅生PA（上・下）	

長者原SA（上・下）	

上河内SA（上・下）	
大谷PA（下）	

湾岸幕張PA（下）	
酒々井PA（上・下）	

幕張PA（上・下）	

市原SA（上・下）	
保土ヶ谷PA（下）	

京葉市川PA（下）	

黒埼PA（上・下）	
米山SA（上・下）	

笠間PA（集）	

赤城高原SA 
（上・下）	

菖蒲PA（集）	

太田強戸PA（集）	

横川SA（下）	
東部湯の丸

SA（上・下）	

姨捨SA（上・下）	

輪厚PA（上）	

安達太良SA（上）	

佐野SA（上・下）	
那須高原SA 
（上・下）	

羽生PA（上）	
蓮田SA（下）	

上里SA（上・下）	

高坂SA（上・下）	

横川SA（上）	

友部SA（上・下）	

三芳PA（上・下）	
蓮田SA（上）	

守谷SA（上・下）	

※枚数はA4表裏で1枚とカウント	

設置開始日の14日前までにお申込みください。	 ※エリアによりリーフレットスタンドの形状は異なります。	

◎契約期間は設置・撤去作業日も含みます。	
◎納品する際の送料、残冊子の返送料はお客さまにて 
　 ご負担ください。	
　 ※残冊子は着払いでの返送となります。	

　 ※残冊子は弊社で破棄することも可能です。 
	
◎リーフレットのラックのフェイス（A4サイズ）に収まる形状に 
　 して納品してください。	
　 ※A4サイズを上回るサイズで納品された場合は、設置をお断りする場 
　 　合があります。 
	

◎リニューアル工事などで左記エリアで掲出できない場合が 
　 ございますので、随時お問い合わせください。	

SA・PA店舗内の柱やインフォメーションカウンター付近などに設置。	
広範囲からも目立つB1サイズと往来の多いポイントで訴求できます。	

ポスターケース（B1サイズ）は、1エリア（1枚/14日間）か
ら申し込み可能です。 

クライアント（広告代理店）さまのご希望日から実施でき
ます。	

設置日の2日前までに、設置対象箇所ごとに郵送してく
ださい。	

製作につきましては、クライアント（広告代理店）さまとな
ります。	
掲出・撤去・メンテナンスにつきましては、弊社で実施い
たします。	

54,000円 

72,000円	

輪厚PA（下）	
砂川SA（上・下）	

阿武隈高原SA 
（上・下）	

磐梯山SA（上・下）	

紫波SA（上・下）	
岩手山SA（上・下）	

前沢SA（上・下）	

横須賀PA（下）	

越後川口SA 
（上・下）	

阿賀野川SA（上）	

安達太良SA（下）	
長者原SA（上・下）	

上河内SA（上・下）	

酒々井PA（上）	
市原SA（上・下）	

保土ヶ谷PA（下）	

黒埼PA（上・下）	
米山SA（上・下）	

笠間PA（集）	

赤城高原SA 
（上・下）	

太田強戸PA（集）	

横川SA（下）	
東部湯の丸SA 
（上・下）	

姨捨SA（上・下）	

輪厚PA（上）	

安達太良SA（上）	

佐野SA（上・下）	
那須高原SA 
（上・下）	

羽生PA（上）	
蓮田SA（下）	

上里SA（上・下）	

高坂SA（上・下）	

横川SA（上）	

友部SA（上・下）	

三芳PA（上・下）	
羽生PA（下）	

蓮田SA（上）	

守谷SA（上・下）	

※赤文字は内照式ポスターケースのあるエリアです。	
※太田強戸PA（集約）のみA0サイズです。	

設置開始日の14日前までにお申込みください。	 ※形状はエリアにより異なります。	

◎契約期間は掲出・撤去作業日も含みます。	
◎納品する際の送料、残冊子の返送料はお客さまにて 
　 ご負担ください。	
　 ※掲出が終了したポスターは、着払いでの発送となります。	

　 ※掲出が終了したポスターは、弊社で廃棄することも可能です。	

 
◎リニューアル工事などで左記エリアで掲出できない場合が 
　 ございますので、随時お問い合わせください。	

中郷SA（上・下）	

36,000円 

48,000円	

30,000円 

ー	

12,000円 

ー	



SA・PA店舗内のティーサービスコーナーに設置。休憩中のお客様に
むけてピンポイントで訴求できる、視認性の高いポスターケースです。	

ティーサービスコーナーのポスターケース（A3サイズ）は、
1エリア（1枚/14日間）から申し込み可能です。 

クライアント（広告代理店）さまのご希望日から実施でき
ます。	

設置日の2日前までに、設置対象箇所ごとに郵送してく
ださい。	

製作につきましては、クライアント（広告代理店）さまとな
ります。	
設置・撤去・メンテナンスにつきましては、弊社で実施い
たします。	

54,000円	 36,000円	 30,000円	 ー	

安達太良SA（下）	
長者原SA（上・下）	

上河内SA（上・下）	

安達太良SA（上）	

佐野SA（上・下）	

蓮田SA（下）	
上里SA（下）	

高坂SA（上・下）	

三芳PA（下）	

設置開始日の14日前までにお申込みください。	

◎契約期間は設置・撤去作業日も含みます。	
◎納品する際の送料、掲出が終了したポスターの返送料は 
　 お客さまにてご負担ください。	
　 ※掲出が終了したポスターは着払いでの返送となります。	

　 ※掲出が終了したポスターは弊社で破棄することも可能です。 
	

◎リニューアル工事などで左記エリアで掲出できない場合が 
　 ございますので、随時お問い合わせください。	

お食事などで滞留するお客様へPRが可能なテーブルステッカー広告。	
他媒体よりも接触時間が長く、精読率が高いのが特徴です。	

テーブルステッカー（A4サイズ、A5サイズ）は、1エリア
（1枚/14日間）から申し込み可能です。	
　※エリア毎の貼付可能枚数については弊社までお問い合わせ 
　 　ください。 

クライアント（広告代理店）さまのご希望日から実施でき
ます。	

設置日の2日前までに、設置対象箇所ごとに郵送してく
ださい。	

製作につきましては、クライアント（広告代理店）さまとな
ります。	
掲出・撤去・メンテナンスにつきましては、弊社で実施い
たします。	

磐梯山SA（上）	

紫波SA（上・下）	
岩手山SA（上・下）	

前沢SA（上・下）	

越後川口SA 
（上・下）	

安達太良SA（下）	
国見SA（上・下）	

長者原SA（上・下）	

上河内SA（上・下）	

黒埼PA（上・下）	
米山SA（上・下）	

東部湯の丸SA 
（上・下）	

姨捨SA（下）	

安達太良SA（上）	

佐野SA（上・下）	

蓮田SA（下）	
上里SA（下）	

高坂SA（上・下）	

設置開始日の1ヶ月前までにお申込みください。	

◎契約期間は掲出・撤去作業日も含みます。	
◎納品する際の送料、掲出が終了したテーブルステッカーの 
　 返送料はお客さまにてご負担ください。	
　 ※掲出が終了したテーブルステッカーは、着払いでの返送となります。	

　 ※掲出が終了したテーブルステッカーは、弊社で廃棄することも可能です。	

 
◎リニューアル工事などで左記エリアで掲出できない場合が 
　 ございますので、随時お問い合わせください。 
 
◎剥がれが出た場合、現地にて貼り替えいたしますので貼 
 　付枚数の2割程度（1ヵ月あたり）を予備としてご用意ください。	

2,400円

4,800円	

2,000円 

4,000円	

1,600円 

3,200円	

ー	

ー	



SA・PA店舗内にてお客様動線にフロアステッカーを掲出できます。	
大4㎡まで、高い視認性とインパクトのあるPRが可能です。	

フロアステッカーは、1エリア（1枚/14日間）から申し込み
可能です。 
※エリア毎の貼付可能枚数については弊社までお問い合わせ 
　 　ください。 
 
クライアント（広告代理店）さまのご希望日から実施できます。	

クライアント（広告代理店）さまとなります。 
　※掲出及び撤去の作業スケジュールを提出していただきます。	

ー	 78,000円	 65,000円	 26,000円	

上河内SA（上・下）	佐野SA（上・下）	

設置開始日の1ヶ月前までにお申込みください。	

◎契約期間は設置・撤去作業日も含みます。	
　 ※リニューアル工事などで左記エリアで掲出できない場合がござい 
　 　ますので、随時お問い合わせください。	

関東圏の大型SAを中心に店舗内に設置した大型スクリーン 
（55インチ縦型）に動画広告・静止画広告を展開できます。	

映像広告は、1エリア（1枠/半月）から申し込み可能です。	
※放映時間：7：00〜21：00（14時間）	

※1枠：30秒（120回配信/日）	

毎月1日〜、16日〜	

太田強戸PA（集）	蓮田SA（下）	
上里SA（上・下）	

高坂SA（上・下）	

友部SA（上・下）	

放映開始日の14日前までにお申込みください。	

動画：WMV、MPEG2、	
納品素材 低解像度：800×600以上（4：3の場合）	

　　　　　　　　　        　1024×576以上（16：9の場合）	
　 大表示解像度：1920（縦）×1080（横）ピクセル	

　エンコーディングレート：2Mbps以下	

　※FLASH、HTML、PowerPointについては別途ご相談ください。	
　	

　静止画：JPEG（RGB形式）※CMYK非対応	
　［原稿サイズ］	

　1920（縦）×1080（横）ピクセル（ 適表示）	
　［容量］	

　1素材2Mbyte以内	

蓮田SA（下）	
上里SA（下）	

高坂SA（上・下）	

黒埼PA（上・下）	
米山SA（上・下）	

越後川口SA 
（上・下）	

設置開始日の1ヶ月前までにお申込みください。	

飲食などお客様の滞留ポイントとなるレストラン・スナックコーナーの
テーブルに設置。低単価からPOP広告をご用意しています。	

テーブルPOP（A5サイズ［両面］）は、1エリア（1枚/14日
間）から申し込み可能です。 
※エリア毎の貼付可能枚数については弊社までお問い合わせ 
　 ください。 
 
クライアント（広告代理店）さまのご希望日から実施できます。	

3,600円	 2,400円	 2,000円	 1,600円	

安達太良SA（上）	

蓮田SA（下）	
上里SA（下）	

高坂SA（上・下）	

安達太良SA（下）	
長者原SA（上・下）	

岩手山SA（上・下）	
前沢SA（上・下）	

三芳PA（上）	

佐野SA（上・下）	 ◎契約期間は掲出・撤去作業日も含みます。	
◎納品する際の送料、掲出が終了したテーブルPOPの返送料 
　 はお客さまにてご負担ください。 
　 ※掲出が終了したテーブルPOPは着払いでの返送となります。	

　 ※掲出が終了したテーブルPOPは弊社で廃棄することも可能です。	

　 ※リニューアル工事などで左記エリアで掲出できない場合がございます 
　 　 ので、随時お問い合わせください。	

　設置日の2日前までに、設置対象箇所ごとに郵送してください。	

製作につきましては、クライアント（広告代理店）さまとなります。	
掲出・撤去・メンテナンスにつきましては、弊社で実施いたし 
ます。	

大型画面（55インチ縦型）	
時間枠1枠（1枠：30秒　120回配信／日）	

※太田強戸PA（集約）のみ55インチ横型です。	

三芳PA（下）	
蓮田SA（上）	

守谷SA（下）	

佐野SA（上・下）	

指定代理店	
（株）キョウエイアドインターナショナル	

TEL.03-5860-9467	

クライアント（広告代理店）さまとなります。	

※詳しくは、指定代理店までお問い合わせください。	



ドライブの休憩に多くのお客様が利用するティーサービスコーナー。	
紙コップを活用した広告媒体にてPRが可能です。	

100万個単位での契約で配りきりになります。 

クライアント（広告代理店）さまのご希望日から実施できます。	

指定代理店での実施になります。 
※広告図案の製作につきましては、クライアント（広告代理店）さま 
　 となります。	

輪厚PA（上）	

掲出開始日の70日前までに弊社指定の代理店までお問い合わせください。	

弊社にて行います。	
※原則配りきりとしますが、期限がある広告に関しては弊社で撤去い 
　 たします。	

SA・PA店舗内ショッピングコーナーのレジにてリーフレット類および商
品サンプルの封入・配布が可能です。	

レジサンプリングは、1エリアから申し込み可能です。	
※エリア毎の配布可能枚数については弊社までお問い合わせ 
　 ください。	

クライアント（広告代理店）さまのご希望日から実施でき
ます。	

実施開始日の1ヶ月前までにお申込みください。	 ◎リニューアル工事などで左記エリアで掲出できない場合が 
　 ございますので、随時お問い合わせください。	

磐梯山SA（上・下）	

輪厚PA（下）	

友部SA（上・下）	

越後川口SA 
（上・下）	

◎リニューアル工事などで左記エリアで掲出できない場合が 
　 ございますので、随時お問い合わせください。	

原則A4三つ折り／1部	

※サンプリングのサイズ・料金につきましては、お問い合わせください。	

指定代理店	
（株）ネクセリア・シティフード	

TEL.03-6402-4381	

タイヤメーカーの団扇のサンプリング、飲料類のサンプ
リング	

1,000,000円（1円／1個）	
仕様：5オンス（150ml）	

安達太良SA（上）	 安達太良SA（下）	
国見SA（上・下）	

長者原SA（上・下）	

紫波SA（上・下）	
岩手山SA（上・下）	

津軽SA（上）	

前沢SA（上・下）	

三芳PA（上・下）	
蓮田SA（上）	

赤城高原SA 
（上・下）	

蓮田SA（下）	
上里SA（上・下）	

高坂SA（上・下）	

上河内SA（上・下）	佐野SA（上・下）	
那須高原SA 
（上・下）	

横川SA（下）	
東部湯の丸SA 
（上・下）	

姨捨SA（上・下）	

横川SA（上）	

守谷SA（上・下）	 市原SA（上・下）	

黒埼PA（上・下）	
米山SA（上・下）	

条件により実施可能エリアが異なるため詳細は当社までお問い合わせください。	

蓮田SA（下）、高坂SA（上・下）、佐野SA（上・下）、上里SA（下） 等	



NEXCO東日本管内のSA・PAの屋内でリーフレット類及び商品サン
プルの配布等のプロモーションが可能です。	

1エリアからお申し込み可能です。	

クライアント（広告代理店）さまのご希望日から実施できます。	

商品サンプリング、チラシの配布	

実施の1ヶ月前までにお申込みください。	

◎スペースの提供のみになります。必要な人員、機材はクラ 
　 イアント（広告代理店）さまで手配をお願いします。 
	
◎リニューアル工事などで掲出できない場合がございますの 
　 で、随時お問い合わせください。	

NEXCO東日本の運営する高速道路情報サイト「ドラぷら」への広告掲載が可能です。	
［ドラぷら］レジャー・ビジネスを問わず、全国の高速道路を利用するユーザーが閲覧するサイトです。	

掲載開始日の7日前までにお申込みください。	

実施の1ヶ月前までにお申込みください。	

NEXCO東日本管内のSA・PAの屋外でリーフレット類及び商品サン
プルの配布等のプロモーションが可能です。	

クライアント（広告代理店）さまのご希望日から実施できます。	

12,500円（1㎡／1日）	

窓　　　口	
ネクセリア東日本(株) 営業開発課	

TEL.03-5405-1986	

羽生PA（下）、高坂SA（上）、三芳PA（上）、幕張PA（下）、守谷SA（下） 等	

※実施日、実施内容により要相談	

高坂SA（上）、高坂SA（下）、輪厚PA（下）、笠間PA（集）、菖蒲PA（集）、	
上里SA（下） 等	

1エリアからお申し込み可能です。	

製作につきましては、クライアント（広告代理店）さまとなります。	
実施内容によっては警備員などの配置が必要となります。	

たばこのサンプリングキャンペーン	
観光パンフレットの配布	

◎スペースの提供のみになります。必要な人員、機材はクラ 
　 イアント（広告代理店）さまで手配をお願いします。 
	
◎リニューアル工事などで掲出できない場合がございますの 
　 で、随時お問い合わせください。	

プライムディスプレイ	 300×250 
ピクセル	

300,000円	
（@0.30円／imp）	

14日間（月曜日10時掲載スタート）　販売枠数：8枠	

300×250ピクセル	

GIF、アニメGIF可　30KB以下	

100万imp 
※保証impの10％以上多くimpが配信された場合は、自社広告が配信される 
　 ことがあります。	
※詳しくは、窓口までお問い合わせください。	

窓　　　口	
ネクセリア東日本(株) 営業開発課	

TEL.03-5405-1986	

掲載開始日の7日前までにお申込みください。	

14日間（月曜日10時掲載スタート）　販売枠数：8枠	

728×90ピクセル	

GIF、アニメGIF可　30KB以下	

100万imp 
※保証impの10％以上多くimpが配信された場合は、自社広告が配信される 
　 ことがあります。	
※詳しくは、窓口までお問い合わせください。	

ブランドバナー	 728×90 
ピクセル	

200,000円	
（@0.20円／imp）	

ドラぷらトップページの右側の目立つ位置に掲載される枠です。	
主要なページに掲載される効果的な商品です。	

条件により実施可能エリアが異なるため詳細は当社までお問い合わせください。	

条件により実施可能エリアが異なるため詳細は当社までお問い合わせください。	



NEXCO東日本の運営する高速道路情報サイト「ドラぷら」への広告掲載が可能です。	
［ドラぷら］レジャー・ビジネスを問わず、全国の高速道路を利用するユーザーが閲覧するサイトです。	

ドラぷらの各ページの 下部の一番目立つ位置に掲載される枠です。	
主要なページに掲載される効果的な商品です。	

ドラぷらの各ページの上部の一番目立つ位置に掲載される枠です。	
主要なページに掲載される効果的な商品です。	

プライムディスプレイ	 300×250 
ピクセル	

300,000円	
（@0.30円／imp）	

ブランドバナー	 320×50 
ピクセル	

200,000円	
（@0.20円／imp）	

窓　　　口	
ネクセリア東日本(株) 営業開発課	

TEL.03-5405-1986	
窓　　　口	

ネクセリア東日本(株) 営業開発課	

TEL.03-5405-1986	

掲載開始日の7日前までにお申込みください。	

14日間（月曜日10時掲載スタート）　販売枠数：2枠	

300×250ピクセル	

GIF、アニメGIF可　30KB以下	

100万imp 
※保証impの10％以上多くimpが配信された場合は、自社広告が配信される 
　 ことがあります。	
※詳しくは、窓口までお問い合わせください。	

掲載開始日の7日前までにお申込みください。	

14日間（月曜日10時掲載スタート）　販売枠数：2枠	

320×50ピクセル	

GIF、アニメGIF可　30KB以下	

100万imp 
※保証impの10％以上多くimpが配信された場合は、自社広告が配信される 
　 ことがあります。	
※詳しくは、窓口までお問い合わせください。	

◆掲出開始日の7日前まで／ドラぷらWebサイト広告	

◆掲出開始日の14日前まで／リーフレットスタンド、ポスターケース2種	

◆掲出開始日の1ヶ月前まで／テーブルステッカー、フロアステッカー、テーブルPOP、レジサンプリング、屋内・屋外プロモーション	

◆クライアント様からの直接出稿も可能です	

◆掲出開始日の14日前まで／デジタルサイネージ（映像広告）	

◆掲出開始日の70日前まで／紙コップ広告	

◆クライアント様からの直接出稿も可能です	

窓　　　口	
ネクセリア東日本(株) 営業開発課	

TEL.03-5405-1986	

指定代理店	
（株）ネクセリア・シティフード	

TEL.03-6402-4381	

指定代理店	
（株）キョウエイアドインターナショナル	

TEL.03-5860-9467	

リーフレット、ポスターケース、ステッカー、テーブルPOP、レジサンプリング、	
屋内・屋外プロモーション、ドラぷらWebサイト広告	

デジタルサイネージ（映像広告）、給茶器紙コップ広告	



「in shop広告」は公共性の高い場所に掲出されるため基準があります。当社の意匠審査通過後に広告の本製作

（印刷）をしていただきます。ご利用の際にはこれらを考慮して時間的な余裕をもってお申込みください。	

広告が次に該当し、又は該当のおそれのある場合はご利用することはできません。また、「広告掲出約款」や過去

の事例を基に細かいガイドラインを設けてあります。ご不明な点がございましたら事前にお問い合わせください。	

（1）高速道路等事業及びエリア事業に支障及び不利益を及ぼすもの	

（2）関係諸法規等法令に違反するもの	

（3）他人の肖像、著作権などを無断で使用しているもの	

（4）各業界が定めている公正競争規約や自主規制などに違反しているもの	

（5）広告の責任の所在（問合せ先等）、実態、内容が不明確なもの	

（6）虚偽、誇大な表現にあたるもの	

（7）	

（8）	

（9）	

（10）	

（11）	

（12）	

（13）	

（14）	

（15）	

（16）	

（17）	

（18）	

射幸心を過度にあおるもの	

残虐、醜悪、その他表現によりお客様に不快感や恐怖心を与えるもの	

犯罪や暴力を肯定、助長、美化し、社会秩序をみだすもの	

青少年の健全な育成を妨げるもの	

誹謗中傷、名誉毀損など基本的人権を損なうもの	

人種、民族、出身地、性別、身体的特徴、職業、思想信条などで不当に差別するもの	

性表現やセクシャルハラスメントにあたるもの	

特定の政治、思想、宗教勧誘などに関するもの	

係争中の問題について、一方的な主張の表明にあたるもの	

公共空間の品位や美観を損ない、且つ休憩を目的とする建物に掲出するに相応しくないもの	

当該エリアのテナントの営業活動の妨げとなるもの	

その他、ネクセリア東日本株式会社及び東日本高速道路株式会社が不適当と判断するもの	



砂川SA（上下線）、岩見沢SA（上下線）、野幌PA（上下線）、金山PA（上下線）	

輪厚PA（上下線）、樽前SA（上下線）、有珠山SA（上下線）	

阿武隈PA（上下線）、鏡石PA（上下線）、安積PA（上下線）、安達太良SA（上下線）	

福島松川PA（上下線）、吾妻PA（上下線）、国見SA（上下線）、菅生PA（上下線）	

鶴巣PA（上下線）、長者原SA（上下線）、金成PA（上下線）、古関PA（上下線）	

四倉PA（上り線）、阿武隈高原SA（上下線）、五百川PA（上下線）、磐梯山SA（上下線）	

紫波SA（上下線）、矢巾PA（上下線）、滝沢PA（上下線）	

岩手山SA（上下線）、折爪SA（上下線）、花輪SA（上下線）	

津軽SA（上下線）、前沢SA（上下線）、北上金ヶ崎PA（上下線）	

錦秋湖SA（集）、西仙北SA（上下線）	

新倉PA（集）、蓮田SA（上下線）、羽生PA（上下線）、三芳PA（上下線）	

高坂SA（上下線）、嵐山PA（上下線）、寄居PA（上下線）、上里SA（上下線）	

駒寄PA（上下線）、赤城高原SA（上下線）、波志江PA（東・西行き）、太田強戸PA（集）	

甘楽PA（上下線）、狭山PA（内・外回り）、菖蒲PA（集）	

佐野SA（上下線）、都賀西方PA（上下線）、大谷PA（上下線）、上河内SA（上下線）	

矢板北PA（上下線）、黒磯PA（上下線）、那須高原SA（上下線）	

横川SA（上下線）、東部湯の丸SA（上下線）、松代PA（上下線）	

小布施PA（上下線）、姨捨SA（上下線）	

幕張PA（上下線）、京葉市川PA（下り線）、湾岸幕張PA（上下線）、市原SA（上下線）	

酒々井PA（上下線）、大栄PA（上下線）、野呂PA（上下線）、守谷SA（上下線）	

谷田部東PA（上下線）、千代田PA（上下線）、美野里PA（上下線）、都筑PA（上り線）	

保土ヶ谷PA（下り線）、戸塚PA（上下線）、横須賀PA（上下線）	

	

友部SA（上下線）、東海PA（上下線）、日立中央PA（上下線）	

中郷SA（上下線）、関本PA（上下線）、笠間PA（集）	

谷川岳PA（上下線）、塩沢石打SA（上下線）、越後川口SA（上下線）、山谷PA（上下線）

阿賀野川SA（上下線）、黒埼PA（上下線）、栄PA（上下線）、大積PA（上下線）	

米山SA（上下線）、名立谷浜SA（上下線）、蓮台寺PA（上下線）	

越中境PA（上下線）、妙高SA（上下線）	

011-801-5544 
011-801-8884	

022-263-2478 
022-263-2788	

019-604-3857 
019-629-1969	

048-646-4377 
048-646-4371	

028-651-0836 
028-639-6040	

026-238-8610 
026-238-8612	

03-5637-0811 
03-5637-0802	

029-300-5132 
029-226-5010	

025-248-7745 
025-248-7722	

令和2年4月1日 発行	


