
広告のお申込み、お問い合わせは、
当公社又は下記の代理店までご連絡ください。

五十音順

㈱キョウエイアドインターナショナル札幌支社
〒060-0042 札幌市中央区大通西7丁目1-1 井門札幌パークフロントビル４階

電話011-232-1200 FAX011-232-1815

㈱交通新聞社北海道支社
〒060-0003 札幌市中央区北3条西2丁目8 さっけんビル3階

電話011-241-4534 FAX011-222-3470

㈱東急エージェンシー北海道支社
〒060-0003 札幌市中央区北3条西2丁目2-1 NX札幌ビル10階

電話011-231-5455 FAX011-251-9775

㈱近宣札幌支社
〒060-0042 札幌市中央区大通西6丁目2-6 大樹生命札幌大通ビル8階

電話011-221-1731 FAX011-221-1995

㈱北海道博報堂
〒060-0002 札幌市中央区北2条西1丁目1 マルイト札幌ビル11階

電話011-251-0178 FAX011-251-5735

表示灯㈱札幌支社
〒060-0042 札幌市中央区大通西4丁目1 新大通ビル10階

電話011-222-2611 FAX011-271-4770

㈱ノヴェロ
〒060-0052 札幌市中央区南2条東3丁目

電話011-281-6631 FAX011-219-0490

㈱ケイエムアドシステム札幌支店
〒060-0051 札幌市中央区南1条東2丁目6 大通バスセンタービル2号館9階

電話011-251-8266 FAX011-251-7266

㈱オリコム札幌支社
〒060-0001 札幌市中央区北1条西4丁目1-2 J＆Sりそなビル７階

電話011-221-5686 FAX011-221-5796

㈱電通北海道
〒060-8545 札幌市中央区大通西5丁目11-1

電話011-214-5050 FAX011-218-3620

2022年3月発行

路面電車広告のご案内は、
ホームページにも記載しています。

お問い合わせ
一般財団法人札幌市交通事業振興公社

電話: 011-896-2723

検 索札幌市交通事業振興公社
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札幌の路面電車は、大通エリアの中心にある「西4丁目」、北海道最大

の歓楽街である「すすきの」、また沿線には、多数のオフィス、病院、

住宅、そして観光スポットの“もいわ山ロープウェイ”などのさまざま

な施設があり、市民や観光客の足として親しまれています。

1日当たりの乗車人員 1.7万人

車両数 36両

停留場 24ヵ所

走行距離 8.9キロ

走行時間 約1時間

走行区間 環状線
西4丁目−石山通−西4丁目

広告お申込みの流れ（一例）

広告掲出開始!

まずは当公社又は指定広告代理店にご相談を！

お申込みの手続きは当公社又は指定広告代理店が行います。

11

お申込みする広告の種類を決定

車内ポスター広告や車内ステッカー広告などからお選びください。

22

お申込みする広告の申込み期限や空き状況の確認

期限を過ぎた場合や他の申込みがある場合、お申込みできませんのでご注意ください。

33

お申込み

お申込み後のキャンセルにはキャンセル料が必要となる場合があります。

44

広告物の製作

お客様自身での製作はもちろん、広告代理店へ手配いただくことも可能です。

55

広告物デザイン審査

当公社が定める基準により、デザイン審査があります。

66

広告物の納品

指定日までに指定の箇所に納品してください。

77

広告物の取付作業

広告の種類によっては別途作業料が必要となる場合があります。

88

99
1 2

令和３年９月より、当公社で直接申込みの受付ができるようになりま

した。

一般財団法人　札幌市交通事業振興公社

Eメール：koukoku@stsp.or.jp　／　電話番号：011-896-2723
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中づりポスター中づりポスター

車内ステッカー車内ステッカー

運転台背面ポスター運転台背面ポスター

まど上ポスターまど上ポスター

車内ドアステッカー車内ドアステッカー

路面電車は、2020年４月から札幌市交通事業振 興公社が運行を担っております。

安全運行を第一としながら、お客さまサービスの向上に努めてまいります。

路面電車は、2020年４月から札幌市交通事業振 興公社が運行を担っております。

安全運行を第一としながら、お客さまサービスの向上に努めてまいります。
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規格

備考

掲出単位 掲出数量(予備含む)

広告料金(税込)

B3

4,675円
27車両は2枚ずつ、
6車両は1枚ずつ掲出

1日 70枚

規格

備考

掲出単位 掲出数量(予備含む)

広告料金(税込)

B3

1,650円
全車両に1枚ずつ掲出

2枠のお申込みでB3ワイドポスターの

掲出が可能です。

1日 40枚

規格

備考

掲出単位 掲出数量(予備含む)

広告料金(税込)

B3

1,320円
1100形車両を除く各車両に１枚ずつ掲出

２枠のお申込みでB3ワイドポスターの掲

出が可能です。

1日 35枚

規格

備考

掲出単位 掲出数量(予備含む)

広告料金(税込)

B3

4,675円 全車両に2枚ずつ掲出

1日 75枚

路面電車車内ジャック
路面電車の車内がまるごと広告スペースに!

種類 規格 掲出単位

まど上ポスター B3（B3ワイド可）

中づりポスター B3

運転台背面ポスター B3

パンフレット A4

14日

種類 掲出数量 広告料金(税込)

まど上ポスター 24枚（ワイドの場合12枚）

中づりポスター 8枚

運転台背面ポスター 2枚

パンフレット 2箇所

110,000円

路面電車車内ポスター
札幌中心部の繁華街、住宅街、文教エリアをカバー。
車両内のメディアを多彩に利用できます。
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路面電車車内ステッカー

規格(ｍｍ)

備考

掲出単位 掲出数量(予備含む)

広告料金(税込)

H170×W500

26,400円
全車両に1枚ずつ掲出

1か月 35枚

規格(ｍｍ)

備考

掲出単位 掲出数量(予備含む)

広告料金(税込)

H165×W200

33,000円

1か月 60枚

種類 規格 掲出数量

まど上ポスター

中づりポスター

運転台背面ポスター

窓横ピラー部

出入口ドア部上段

出入口ドア部下段

車体ステッカー

掲出単位 28日

広告料金（税込） 308,000円

B3（B3ワイド可）

B3

B3

H165mm×W200mm

H90mm×W350mm

H165mm×W200mm

H600mm×W1,200mm

12枚

10枚

2枚

6枚

4枚

4枚

4枚

種類 規格 掲出数量

種類 規格 掲出数量

Sライナー（1100形版車内ジャック+車体ステッカー）

1100形車両の広告枠を全て使用し、1つの広告主で
独占することで、広告効果を高めます。

※車内外への両面掲出可能

全車両に2枚ずつ掲出
※車内外への両面掲出
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路面電車A1200形ステッカー広告

掲出単位 広告料金(税込)

1か月 330,000円

掲出単位 広告料金(税込)

1年
（4月1日から翌年の3月31日まで）

種類

路面電車 154,000円～242,000円

名称

まど上ポスター（グリーンセット

）

まど上ポスター（全車セット

）

1日 1,320円

4,675円

26,400円

33,000円

330,000円

154,000円～242,000円

330,000円

1日

14日 110,000円

・掲出開始日：月曜日
※車両運用の都合により、掲出期間中でも、運行をお休
みし　たり、朝ラッシュ・夕ラッシュ時のみの運行となる日が
設定される　場合があります。あらかじめご了承の上、お申込
みください。

掲出数量及び規格についてはP6を参照ください

1か月
（月の初日から末日まで）

1か月
（月の初日から末日まで）

1か月
（月の初日から末日まで）

1年
（4月1日から翌年の3月31日まで

1か月
（月の初日から末日まで）（最低12か月

運転台背面ポスター

車内ステッカー

車内ドアステッカー

路面電車車内ジャック

路面電車A1200形ステッカー

路面電車車内音声広告

ラッピングトラム

掲出単位 規格 備考広告料金
（税込）

掲出数量
（予備含む）

35枚

中づりポスター 1日 4,675円 75枚

B3シングル　H364mm×W515mmまたは
B3ワイド　H364mm×W1,030mm

B3シングル　H364mm×W515mmまたは
B3ワイド　H364mm×W1,030mm

・1100形及びA1200形を除くすべて車両に１枚ずつ掲出

1日 1,650円 40枚
B3シングル　H364mm×W515mmまたは
B3ワイド　H364mm×W1,030mm ・A1200形を除くすべての車両に１枚ずつ掲出

B3シングル　H364mm×W515mm

H170mm×W500mm

H165mm×W200mm

かな文字50文字以内

70枚

35枚

60枚

・1100形及びA1200形を除くすべての車両に2枚ずつ掲出

・詳しくはお問い合わせください

・詳しくはお問い合わせください

・詳しくはお問い合わせください

・1100形及びA1200形を除く24車両は2枚ずつ、6車両は1枚ずつ掲出

308,000円28日Sライナー 掲出数量及び規格についてはP7を参照ください

・掲出開始日：火曜日
※車両運用の都合により、掲出期間中でも、運行をお休
みし　たり、朝ラッシュ・夕ラッシュ時のみの運行となる日が
設定される　場合があります。あらかじめご了承の上、お申込
みください。

・1100形及びA1200形を除くすべての車両に1枚ずつ掲出

・1100形及びA1200形を除くすべての車両に2枚ずつ掲出

広告料金表

注目度の高い低床車両（愛称ポラリス）1編成を
ステッカーでまるごと独占!

路面電車車内音声広告
路面電車を利用するすべての方を対象に
抜群の宣伝力を発揮します。

ラッピングトラム
車体全体が広告媒体となってループ化した路線一円を走ります。 
販売促進、企業のイメージアップにも効果を発揮。

申込みから掲出までの詳細については、当公社又は指定広告代理店までお問い合わせください。

掲出単位 広告料金(税込)

1か月 330,000円


