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About EVA AIR
国際線エバー航空は、年間700万人を超えるお客様を世界の40主要都市にお運びして
います。お客様に快適な空の旅を提供するため、機内サービスやメンテナンスはもとより、
機内誌などのメディアにも力を入れております。2016年6月15日、英国のSKYTRAX(スカ
イトラックス)社が運営・格付けする「エアライン・スター・ランキング」で、最高評価の「5ス
ター」を獲得し、台湾の航空会社としては初めてとなります。

世界を飛び回るビジネスマンをはじめ、観光旅行客など様々なお客様層に合わせ幅広く
ご愛読頂けるよう工夫を凝らしています。そのためエバー航空のインフライトメディアは広
告媒体として国際的に高い評価を受けています。

「経済奇跡を創り出す国」と言われる台湾。この国のビジネスマンは高い購買力とビジネ
スチャンスを持っています。 そんな彼らをターゲットにすることで、B to B, B to C  両方
の宣伝効果を期待できます。

就航都市

【中国大陸】 【日本】 【韓国】 【東南アジア】 【オーストラリア】 【北アメリカ】 【ヨーロッパ】

桂林 長沙 大阪 ソウル（金浦） ホーチミン ブリスベン ロサンゼルス ロンドン

フフホト 鄭州 羽田 ソウル（仁川） ハノイ サンフランシスコ パリ

杭州 天津 成田 ジャカルタ ニューヨーク ウィーン

昆明 南京 札幌 バリ島 シアトル アムステルダム

重慶 寧波 福岡 スラバヤ ヒューストン

上海(浦東) 福州 沖繩 バンコク グアム

上海(虹橋) 北京 小松 シンガポール シカゴ

廈門 無錫 函館 マニラ バンクーバー

深圳 ハルビン 仙台 セブ トロント

成都 広州 旭川 クアラルンプール

西安 済南 青森 プノンペン

西寧 瀋陽 秋田

青島 塩城 新潟

石家莊 黃山 釧路

太原 香港 岡山

大連 マカオ 福島



EVA AIR 

受賞名 評価組織/雑誌

世界で最も安全な空港会社 トップ20
オストラリア航空会社の各種サービスをランキングする
「AirlineRatings.com」

世界のベストエアライン トップ10- 5位 アメリカ世界最大の旅行サイト観光ウェブサイトTripAdvisor

アジアベスト10・エアライン アメリカ世界最大の旅行サイト観光ウェブサイトTripAdvisor

アジアベストビジネスクラス アメリカ世界最大の旅行サイト観光ウェブサイトTripAdvisor

アジアベストプレミア・エコノミー アメリカ世界最大の旅行サイト観光ウェブサイトTripAdvisor

トラベラーズチョイスアジア地域での人気
エコノミークラス

アメリカ世界最大の旅行サイト観光ウェブサイトTripAdvisor

「2018年ワールド・エアライン・アワード」-

客室の清潔さのランキングｰ2位 イギリスに拠点を置く航空サービスリサーチ会社ーSKYTRAX

社世界ベストエアライン トップ10- 世界ベスト空
港サービスｰ1位

2019年ワールド・ベストエアラインｰ8位
オストラリア航空会社の各種サービスをランキングする
「AirlineRatings.com」

Awards & Honours



EN VOYAGE

機内誌「EN VOYAGE」は英語・中国
語・日本語の3ヶ国語で書かれた国際
色豊かな記事を提供しています。

エレガントで彩色豊かな写真とバラエ
ティーに富んだ読み応えのある記事が
紙面を飾り、機内での上質な時間を彩
ります。

多忙なビジネス利用者をはじめ多くの
利用者に直接アプローチができます。

特に、観光客招致、ビジネスパーソン
向けの商材では、大きな宣伝効果を期
待できる広告媒体です。



スペース 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月

表2見開き 4,200,000 7,140,000 8,400,000

目録前見開き 4,200,000 7,140,000 8,400,000

本文見開き 3,600,000 6,120,000 7,200,000

表4（裏表紙） 3,000,000 5,100,000 6,000,000

表2（表紙裏） 2,700,000 4,590,000 5,400,000

目録対向 2,400,000 4,080,000 4,800,000

表3（裏表紙見返し） 2,100,000 3,570,000 4,200,000

本文1ページ 1,800,000 3,060,000 3,600,000

本文1/2ページ 1,200,000 2,040,000 2,400,000

本文1/3ページ 900,000 1,530,000 1,800,000

料金表（税抜）

概要

お申込みに際してのご注意

◆ご入稿締切日・・・・・発行日の６０日前

◆お申込み後のキャンセルはお受け出来ません

◆路線の指定はできません

◆広告挿入の位置についての指定はできません

◆弊社関係会社の営業活動と競合する広告はお受けできない場合があります

◆広告の内容によってはお受けできない場合があります

◆広告内容により生じたトラブルの責任は一切負いかねます

◆原稿の不備等により、広告掲載ができなかった場合、弊社では責任は負いかねます

◆広告の原稿等は、事前のお申し出がない限り、ご返却いたしません

原稿等の保管は広告掲載後６ヶ月間とさせていただきます

EN VOYAGE

単位：円

版形 A4変形（天地290ｍｍ×左右217ｍｍ）

発行形態 月刊（1日発行）

閲読者数 約1,100,000人/月

発行部数 約80,000部/月

配布場所 国際線全線 全クラスシートポケット搭載

現在休刊中



1ページ

EN VOYAGE

見開き

広告サイズ

表3（裏表紙見
返し）

表4（裏表紙）

本文1/2ページ

本
文
1/

2
ペ
ー
ジ

仕上りサイズ 290x434

裁ち切り 296x440

文字範囲 270x394

仕上りサイズ 290x217

裁ち切り 296x223

文字範囲 270x197

仕上りサイズ 290x211

裁ち切り 296x217

文字範囲 286x204

表2（表紙裏）

仕上りサイズ 145x217

裁ち切り 148x223

文字範囲 135x197

仕上りサイズ 290×109

裁ち切り 296×112

文字範囲 270×99

本
文
1/

3
ペ
ー
ジ本文1/3ページ

仕上りサイズ 95x217

裁ち切り 98x223

文字範囲 90x197

仕上りサイズ 290×72

裁ち切り 296×75

文字範囲 270×66



料金表（税抜）

概要

お申込みに際してのご注意

◆締切日・・・・・オンエア開始の60日前

◆お申込み後のキャンセルはお受け出来ません

◆路線の指定はできません

 機種によりファイル変換必要があるため、一部機材・一部チャンネルでは前月末より当月
末（オンエア開始日より1ヶ月分）まで放映される場合がございます

◆弊社関係会社の営業活動と競合する広告はお受けできない場合があります

◆広告の内容によってはお受けできない場合があります

◆広告内容により生じたトラブルの責任は一切負いかねます

◆運航状況や機材変更によってオンエアーされなかった場合も弊社では責任は負いかねます

◆データは事前のお申し出がない限り、ご返却いたしません

保管は広告掲載後６ヶ月間とさせていただきます

EVA Sky News Channel

単位：円

継続回数 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 9ヶ月 12ヶ月
30秒 3,120,000 2,760,000 2,520,000 2,400,000 2,280,000 

60秒 6,240,000 5,520,000 5,040,000 4,800,000 4,560,000 

媒体内容
機体離陸後、機内前方大型モニターと個人の小型モニターに放映
される3分間のCM内で放映します。

オンエア秒数 30秒・60秒

オンエア回数 1フライト1回(非常設備案内ビデオ後）

オンエア期間 毎月1日～末日（1ヶ月）

オンエア路線 エバー航空全便で放映されます。

データ仕様

File Format (e.g. mov/mp4/avi…) AVI

Video Information

Video Codec (e.g. H.264/DV…) DV (1920x1080)

Frame Rate 29.97

Bitrate mode Constant

Bitrate 24Mbps

Resolution 8bits

Audio Information

Audio Codec (e.g. mp3/PCM…) PCM

Sampling rate 48kHz

Bitrate 1536kbps

bit depth 16bits

no. of tracks 2 track(s) [ Stereo ]



配膳トレーカードイメージ

版形 配膳トレーへの名刺大カード（厚紙コート）設置

費用 115円/1枚

Lot 50,000枚以上

配布 配膳時にトレーに設置

配布エリア 指定可能（※ただし、台北発→日本への便のみ）

機内誌と違い「食事の際に必ず手に触れる」「持
って帰れる」メリットがございます。
割引チケットとしてやQRコードを入れた広告が可

能で、小売店様の広告としては非常に効果が見込
めます。

90mm

55mm

Tray Card

現在休刊中


