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現在、新型コロナウイルス感染症対策として、運休や一部サービスの変更を実施しています。
広告掲出の可否や運航便等の詳細につきましては、最終ページのお問い合わせまでご連絡ください。



上質で快適な空間とサービス。親しみとぬくもりを感じるホスピタリティ。
その全てを貫くのは、スマートラグジュアリーと名づけた、

モダンで洗練された新しい贅沢さです。
スターフライヤーが提供する今までにない価値が、

空の移動を感動的な体験に変貌させます。

スターフライヤーについて



就航路線

国際便
４便 / 1日＋

６ １２

国内便
68便 / 1日

※現在、一部路線を運休・減便しています。



輸送実績＆ User Profile

国内：150万人 国際：14万人＋

2018年実績

①男女比＿

③居住地分布＿

②年齢分布＿

男性61％ 女性39％

20代 21％ 30代 20％ 40代 21％ 50代 17％ 60代 12％ その他９％

首都圏 35％ 福岡 15％北九州 28％ 台湾
5％

中部
4％

その他
13％



ゆとりあるレザーシート、厳選された飲み物、新たな知に触れるエンターテインメント･･･
スターフライヤーはこだわりの機内で、こだわりのアイテムを、心を込めて提供しています。

『輝く人に、こだわりの逸品を紹介したい。』 そんな皆さまの力になります。

スターフライヤー機内広告の特性
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01 全席一斉機内モニターCM
スタイリッシュな安全ビデオ、暮らしやビジネスのヒントが満載の個人モニター
離陸前後のワクワクと共に、全席一斉にCMを上映いたします

・音声は機内スピーカ及びイヤホンから流れますが 字幕によるご案内をおすすめします。
・入稿形式MPEG4, DVD等 (応相談) アスペクト比：16:9 
・その他、詳細はお問い合わせ下さい

上映媒体 個人モニター

上映時間 15～30秒

上映期間 1か月

上映路線 全路線（国内線＋国際線） 料金 ￥500,000
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02 機内モニター番組CM
こだわりの番組が満載の個人モニター
番組にCMを挿入して上映いたします

・金額は番組により変動いたします
・入稿形式MPEG4, DVD等 (応相談) アスペクト比：16:9 
・その他、詳細はお問い合わせ下さい

上映媒体 個人モニター

上映時間 15～30秒

上映期間 1か月

上映路線 国内線/国際線 料金 ¥100,000～
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03 機内モニター番組
お客様の番組を機内で上映いたします。
自治体や企業PRのほか、映像作品の発表の場としてもおすすめです。

・上映内容には審査がございます
・入稿形式MPEG4, DVD等 (応相談) アスペクト比：16:9 
・その他、詳細はお問い合わせ下さい

上映媒体 個人モニター

上映時間 15～50分程度

上映期間 1か月

上映路線 国内線 / 国際線 料金 -（ご相談ください）
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04 機内誌広告
「ものづくり」など、ターゲット層の興味をひく特集がメイン
品質の良さや、作り手の想いに迫る記事が注目されています

・広告原稿は完全データにてご入稿ください。・その他、詳細はお問い合わせ下さい

媒体名 機内誌Mother Comet

配布方法 全便機内シートポケット・有楽町アンテナショップ

発行形態 月間

サイズ B５中綴じ 44P

言語 日本語（一部英語・中国語繁体字）

表４（裏表紙）：￥1,000,000 表２（表紙裏）：￥750,000 中面 ：￥500,000

機内誌「Mother Comet」の発行を休止しています。
サービス案内用の誌面への広告掲載が可能です。
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05 機内サンプリング
白と黒のシックな空間で、こだわりのアイテムに囲まれた機内
デザインや品質の良さを伝えたい商品の紹介にオススメです

・取りやすく、機内への搭載が容易なものに限ります
・搭載スペースの関係上、32便 / 日での実施となります
・その他、詳細はお問合せください

実施路線 国内線（福岡⇔中部、羽田⇔関西は除く）

実施期間 1週間～

実施方法 前方搭乗口付近へ設置 / 客室乗務員が配布 (飛行時間、運航状況等によります)

1週間：￥525,000 1日延長：+￥75,000

・写真はイメージです

サンプリングの受付は休止しています。
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06 スポンサースペシャルコンテンツ（機内誌＋機内モニター）
機内誌＋機内モニターの特集ページで紹介します。作り手の想いを、誌面、動画で直接お伝えいただけます

掲載媒体 機内誌＋動画 Mother Comet

掲載 機内誌（表紙＋11ページ）＋機内モニター（10分程度）

期間 1か月

言語 日本語 料金 ￥5,000,000～（取材に係る実費別）

機内誌（表紙＋11ページ） 機内モニター（10分程度）

MAGAZINE MOVIE

※上記画像はイメージです。
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07 セットプロモーション
さまざまなプロモーションを組み合わせてご紹介いただけます
スタイリッシュな機内で、濃密なプロモーションが可能です。

・機内環境を活かせる、色彩やデザインであることを事前に審査いたします
・プロモーション毎に実施可能な路線が異なりますので、ご了承ください

実施路線 各プロモーションの実施路線に準ずる

実施期間 1か月～

実施方法 各プロモーションの組み合わせ

料金 -（ご相談ください）



共通事項

取扱対象外の業種・商品・サービス
（1）旅客がリスクを負う可能性がある商品

・メーカー正規販売店以外の販売店、中古販売店、並行輸入品など
・消費者金融の商品及び銀行での同等商品
・証券や投資（デリバティブ、不動産）
・エステティックサロン、健康食品

（2）当社と競合する商品、サービス、機内提供品と競合する商品
・エアライン各社
・競合する路線を運行する鉄道、高速バスなど各社
・機内提供品、機内販売等と競合する飲食物、グッズ等

（3）反社会的勢力または関連する事業者
（4）各種法令に違反している事業者
（5）規模や実態の見えない事業者、商品

・通信販売、無店舗販売、通信教育など
（6）サービス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

表現内容について

掲載に際し内容及び意匠の審査を行います
・法令及び公正競争規約などを遵守すること
・著作権、標語、呼称など権利物を権利者に無断で使用しないこと
・皇室、王室、元首及び内外の国旗などの尊厳を傷つける恐れがあるものは
使用しないこと

・他を誹謗、中傷する内容は使用しないこと
・政治的、宗教的な内容は使用しないこと
・虚偽、誇張、錯誤、過大表現を用いた内容は使用しないこと
・広告内にデータを掲載する際には、出典元などを明記すること
・責任の所在が不明確な表現、効果・効能が疑わしいものは使用しないこと
・意見広告に該当するものは使用しないこと
・色彩やデザインが機内環境と著しく違和感のあるものでないこと
・その他、旅客を不快にさせる、恐怖心をあおる、身体に害を及ぼす恐れが
ないこと

・記事広告の掲載は「06 スポンサースペシャルコンテンツ」に限ります

機内誌（国内・国際線共通）

<媒体概要>
・B5(天地257×左右182)/中綴じ、右開き、
表紙：上質135k、本文：上質90k、44P(2019.12現在)

・発行形態：月刊 発行日1日付
・閲読可能者数：SFJ月間搭乗者数平均13.3万人
・配布方法：全SFJ便、全席シートポケット搭載
・申し込み締め切り日：掲載号発行月の前前月20日
・入稿日：掲載号発行月の前月１日
＜入稿規定＞
広告原稿は完全データにてご入稿ください。色校の提出はございません。
入稿データの中に、PDF見本も添付してください。フォントはアウトライン化してくだ
さい。カラーは4色掛け合わせで制作してください。各辺とも3mm以上の裁ち落とし部分
をご用意ください。使用画像はCMYKの「.eps」または「.psd」形式で、解像度は実使用
サイズで350dpi。埋め込みは行わず、リンクされた状態で入稿してください。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。

個人モニターCM（国内・国際線共通）

＜媒体概要＞
・9インチ個人モニター 150席全席に設置
・上映路線：SFJ全路線
・離陸前後のタイミングで全席に配信いたします
・当放映は原則1ヶ月単位の期間契約となります
・放映開始および終了作業は平日のみとなります
・放映回数による、料金の減額は致しかねます
・悪天候や不可抗力等の事由により、やむを得ず欠航やIFEモニターCMが
放映されない場合がございます

＜入稿規定＞
・納品形式：MPEG4, DVD等 (応相談) アスペクト比：16:9 
・尺：15～30秒まで
・音声も配信されますが、映像や字幕による表現を推奨します
・音楽著作権(原盤使用・録音・使用等)の処理はできかねます

広告基準概要１
お客様の快適性、法令順守、CSの観点から、予めご了承いただきたい事項がございます。

機内誌「Mother Comet」の発行を休止しています。
サービス案内用の誌面への広告掲載が可能です。



広告基準概要2

お申し込みについてのお願い
・事前に内容や搭載可否に関する審査がございます。
・所定の空港で搭載する為、場合によっては一部の便でサンプル品が
なくなる場合があります。

・客室乗務員は、保安業務・客室サービス業務を優先させて頂く為、状況に
よっては実施出来ない場合がございます。

・機内に搭載するため、納品形態等に指定がございます。
・実施期間によっては、分割納品とさせていただく場合がございます。

機内サンプリングについて

お申し込みについてのお願い
・事前に内容に関する審査がございます。
・審査結果の詳細はお知らせいたしかねます。
・Mother Comet記事の制作フォーマット、編集方針に従います。
・「広告」「Sponsored」の表記をいたします。

スポンサードコンテンツについて

お申し込みについてのお願い
・事前に内容や搭載可否に関する審査がございます。
・各プロモーションにより実施可能な路線が異なるため、
一部路線においては、実施可能なプロモーションのみを実施いたします。

・実施基準は各プロモーションの基準に従います。

セットプロモーションについて

お客様の快適性、法令順守、CSの観点から、予めご了承いただきたい事項がございます。

※現在受付を中止しています



お問い合わせ先

株式会社 スターフライヤー
運送客室本部 客室部客室企画課

TEL：093-473-9953
mail：sfj-ucp-pt@starflyer.jp
月～金 09：00～17：00


