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媒体 セット名 期間 サイズ 数量 内訳

中吊 関西7社中吊セブンＡ 7日 Ｂ3Ｗ 8,770 ¥9,990,000 JR快速（225系除く）・大阪地下鉄・阪急・近鉄・京阪・南海・阪神

中吊 関西7社中吊セブンＢ
※中吊セブンＡが完売時のみ販売

7日 Ｂ3Ｗ 8,150 ¥9,000,000 JR快速（225系全車・223系先頭車除く）・大阪地下鉄（中間車）・阪急・近鉄・京阪・南海・阪神

駅貼 私鉄4社ＫＡＮＳＡＩターミナルボード 7日 Ｂ０ 32 ¥980,000 (近鉄)大阪難波･(京阪)京橋･(南海)なんば･(阪神)大阪梅田　各⑧

中吊 私鉄4社ミナキタ7 7日 B3 4,000 ¥2,000,000 近鉄大阪地区・京阪全線・南海全線・阪神全線

中吊 私鉄4社ミナキタ7 7日 Ｂ3Ｗ 4,000 ¥4,000,000 近鉄大阪地区・京阪全線・南海全線・阪神全線

中吊 私鉄4社ミナキタ7※オプション北大阪急行追加 7日 B3 4,440 ¥2,500,000 近鉄大阪地区・京阪全線・南海全線・阪神全線・北大阪急行

中吊 私鉄4社ミナキタ7※オプション北大阪急行追加 7日 Ｂ3Ｗ 4,440 ¥5,000,000 近鉄大阪地区・京阪全線・南海全線・阪神全線・北大阪急行

駅貼 神戸電鉄主要5駅セット 7日 Ｂ0 5 ¥60,000 湊川・鈴蘭台・北鈴蘭台･谷上・西鈴蘭台　各①

単貼 神戸電鉄　B2ポスター 7日 B2 1 ¥3,500 駅・枚数をお選びください。（10枚以上から申込受付）

中吊 神戸電鉄 6日 B3 400 ¥230,000 全線

中吊 神戸電鉄 6日 Ｂ3Ｗ 400 ¥460,000 全線

ドア上 神戸電鉄ドア上額面 1ヶ月 220×590㎜ 200 ¥130,000 全線

ドア横 神戸電鉄ドア横額面 1ヶ月 Ｂ3 200 ¥230,000 全線

駅貼 山陽電鉄沿線セット 7日 Ｂ1 15 ¥95,000 西代･板宿･月見山･須磨･垂水･舞子公園･明石･東二見･別府･高砂･荒井・飾磨･姫路･天満･網干　各①

駅貼 フリー5駅セット 7日 Ｂ1 5 ¥36,000 山陽電鉄の沿線駅から、ご希望駅を５駅お選びください。

中吊 山陽電鉄 3日 B3 500 ¥235,000 全線

中吊 山陽電鉄 3日 Ｂ3Ｗ 500 ¥470,000 全線

中吊 山陽電鉄10日間中吊 10日 B3 500 ¥350,000 全線

中吊 山陽電鉄10日間中吊 10日 Ｂ3Ｗ 500 ¥700,000 全線

まど上 山陽電鉄窓上額面 1ヶ月 255×540㎜ 250 ¥93,000 全線

ドア上 山陽電鉄ドア上額面 1ヵ月 182×1065mm 250 ¥220,000 全線

ステッカー 山陽電鉄ステッカー 1ヶ月 165×200㎜ 250 ¥240,000 全線

ツインステッカー 山陽電鉄ツインステッカー 1ヶ月 70×300㎜ 500 ¥200,000 全線

その他路線　駅･車内メディア料金表

掲出料金
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その他路線　駅･車内メディア料金表

掲出料金

駅貼 能勢電鉄13駅セット 7日 Ｂ0 13 ¥257,000 川西能勢口、絹延橋、滝山、鴬の森、鼓滝、多田、平野、一の鳥居、畦野、山下、光風台、ときわ台、日生中央 各①

駅貼 能勢電鉄13駅セット 7日 Ｂ1 13 ¥128,000 川西能勢口、絹延橋、滝山、鴬の森、鼓滝、多田、平野、一の鳥居、畦野、山下、光風台、ときわ台、日生中央 各①

中吊 能勢電鉄 7日 B3 150 ¥110,000 全線

中吊 能勢電鉄 7日 Ｂ3Ｗ 150 ¥220,000 全線

ドア横 能勢電鉄 1ヵ月 B3 200 ¥330,000 全線

車内ビジョン モノビジョン 1ヶ月 17インチ 30秒 ¥200,000 全線

中吊 大阪モノレール1車8枚 7日 B3 700 ¥290,000 全線

中吊 大阪モノレール1車4枚 7日 B3 360 ¥170,000 全線

中吊 大阪モノレール1車8枚 7日 Ｂ3Ｗ 350 ¥290,000 全線

中吊 大阪モノレール1車4枚 7日 Ｂ3Ｗ 180 ¥170,000 全線

ドア横 大阪モノレールドア横額面 6ヵ月 B３ 100 ¥1,230,000 全線

ステッカー 大阪モノレールドア横ステッカー 1ヶ月 165×200㎜ 120 ¥90,000 全線

大阪モノレール　Sランク駅 7日 Ｂ0 1 ¥24,000 千里中央

大阪モノレール　Aランク駅 7日 Ｂ0 1 ¥20,000 大阪空港・蛍池・山田・万博記念公園・南茨木・大日・門真市

大阪モノレール　Bランク駅 7日 Ｂ0 1 ¥12,000 柴原阪大前・少路・宇野辺・沢良宜・摂津・南摂津・公園東口・阪大病院前・豊川・彩都西

駅貼 ポートライナー　駅貼10駅セット 7日 B0 10 ¥156,000 三宮・市民広場・南公園・中埠頭・北埠頭・中公園・医療センター・みなとじま・京コンピュータ前・神戸空港　各①

駅貼 六甲ライナー6駅セット 7日 B0 6 ¥84,000 住吉・魚崎・南魚崎・アイランド北口・アイランドセンター・マリンパーク　各①

駅貼 泉北高速鉄道駅貼りセット 7日 B1 14 ¥93,100 深井③、泉ヶ丘②、栂・美木多③、光明池③、和泉中央③

車内ビジョン 北大阪急行車内ビジョン
15秒スポット

7日 15インチ 15秒 ¥150,000
北大阪急行（Osaka Metro御堂筋線直通）の新型車両(4編成)に掲出

※北大阪急行車両：全70両（10両×7編成）　、Osaka Metro御堂筋線車両：全420両（10両×42編成）

単貼
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