
詳細は、ekico.net（☎06-6621-1483）までお気軽にお問合せください。

2020年10月22日現在

下線付きの媒体は、クリックいただければ、詳細ページをご覧いただけます。

媒体 セット名 期間 サイズ 数量 内訳

駅サイネージ 阪急梅田百貨店前デジタルサイネージ
1社買切放映

7日 85インチ 12 ¥4,000,000 大阪梅田

駅サイネージ 阪急梅田百貨店前デジタルサイネージ
15秒スポット

7日 85インチ 12 ¥250,000 大阪梅田

駅サイネージ 阪急梅田ツインビジョン
1社買切放映

７日 約300インチ 2 ¥4,800,000 大阪梅田

駅サイネージ 阪急梅田ツインビジョン
15秒スポット

７日 約300インチ 2 ¥300,000 大阪梅田

駅サイネージ 阪急梅田デジタルサイネージ2階コンコース
1社買切放映

7日 47・70インチ 33 ¥3,000,000 大阪梅田

駅サイネージ 阪急梅田デジタルサイネージ2階コンコース
15秒スポット

7日 47・70インチ 33 ¥200,000 大阪梅田

駅サイネージ 阪急梅田デジタルサイネージ4K3階コンコース
1社買切放映

7日 84インチ 24 ¥3,000,000 大阪梅田

駅サイネージ 阪急梅田デジタルサイネージ4K3階コンコース
15秒スポット

7日 84インチ 24 ¥320,000 大阪梅田

駅サイネージ 阪急梅田グランドビジョン
1社買切放映

7日 約275インチ 1 ¥3,300,000 大阪梅田

駅サイネージ 阪急梅田グランドビジョン
15秒スポット

7日 約275インチ 1 ¥220,000 大阪梅田

駅サイネージ 阪急梅田ゼロストリートビジョン
1社買切放映

7日 1,500×6,500㎜ 1 ¥1,500,000 大阪梅田

駅サイネージ 阪急梅田ゼロストリートビジョン
15秒スポット

7日 1,500×6,500㎜ 1 ¥200,000 大阪梅田

駅サイネージ 阪急デジタルサイネージ
京都からすまツーサイドビジョン　1社買切放映

7日
約165インチ

90インチ
2 ¥1,000,000 烏丸

駅サイネージ 阪急デジタルサイネージ
京都からすまツーサイドビジョン　15秒スポット

7日
約165インチ

90インチ
2 ¥150,000 烏丸

駅貼 阪急エクスプレスセット ７日 Ｂ0 12 ¥650,000 大阪梅田･十三･西宮北口･神戸三宮･烏丸･京都河原町　各②

駅貼 阪急梅田Ｃセット ７日 Ｂ0 8 ¥480,000 大阪梅田

掲出料金

阪急　駅･車内メディア料金表
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詳細は、ekico.net（☎06-6621-1483）までお気軽にお問合せください。

2020年10月22日現在

下線付きの媒体は、クリックいただければ、詳細ページをご覧いただけます。

媒体 セット名 期間 サイズ 数量 内訳掲出料金

阪急　駅･車内メディア料金表

駅貼 阪急梅田クランクＷＡＬＬ（1セット） ７日 Ｂ0 8 ¥450,000 大阪梅田

駅貼 阪急梅田クランクＷＡＬＬ（2セット） ７日 Ｂ0 16 ¥800,000 大阪梅田

駅貼 阪急梅田クランクＷＡＬＬ（3セット） ７日 Ｂ0 24 ¥1,200,000 大阪梅田

駅貼 阪急梅田クランクＷＡＬＬ（4セット） ７日 Ｂ0 32 ¥1,600,000 大阪梅田

駅貼 阪急梅田グリーンセット ７日 Ｂ0 9 ¥396,000 大阪梅田

駅貼 阪急梅田百貨店前ジャンボセット ７日 Ｂ0 8 ¥500,000 大阪梅田

駅貼 新阪急梅田ジャンボＤパネル 7日 Ｂ0 8 ¥320,000 大阪梅田

駅貼 阪急梅田紀伊国屋横臨時パネル 7日 Ｂ0 10 ¥480,000 大阪梅田

駅貼 阪急梅田1-3Ｆ神戸線壁面パネル 7日 Ｂ0 8 ¥480,000 大阪梅田

駅貼 阪急梅田1-3Ｆ宝塚線壁面パネルＡ 7日 Ｂ0 8 ¥480,000 大阪梅田

駅貼 阪急梅田1-3Ｆ宝塚線壁面パネルＢ 7日 Ｂ0 8 ¥480,000 大阪梅田

駅貼 阪急梅田1-3Ｆ京都線壁面パネル 7日 Ｂ0 8 ¥480,000 大阪梅田

駅貼 阪急梅田2-3Ｆ壁面パネル(2･3号線) 7日 Ｂ0 10 ¥400,000 大阪梅田

駅貼 阪急梅田2-3Ｆ壁面パネル(4･5号線) 7日 Ｂ0 10 ¥400,000 大阪梅田

駅貼 阪急梅田2-3Ｆ壁面パネル(6･7号線) 7日 Ｂ0 10 ¥400,000 大阪梅田

駅貼 阪急梅田2-3Ｆ壁面パネル(8･9号線) 7日 Ｂ0 10 ¥400,000 大阪梅田

駅貼 阪急西宮北口壁面パネル 7日 Ｂ0 18 ¥720,000 西宮北口

駅貼 阪急三宮壁面パネル 7日 Ｂ0 12 ¥480,000 神戸三宮
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詳細は、ekico.net（☎06-6621-1483）までお気軽にお問合せください。

2020年10月22日現在

下線付きの媒体は、クリックいただければ、詳細ページをご覧いただけます。

媒体 セット名 期間 サイズ 数量 内訳掲出料金

阪急　駅･車内メディア料金表

駅貼 阪急豊中壁面パネル 7日 Ｂ0 15 ¥300,000 豊中

駅貼 阪急川西能勢口壁面パネル 7日 Ｂ0 15 ¥300,000 川西能勢口

駅貼 阪急高槻市壁面パネル 7日 Ｂ0 15 ¥300,000 高槻市

駅貼 阪急宝塚壁面パネル 7日 Ｂ0 10 ¥200,000 宝塚

駅貼 阪急茨木市壁面パネル 7日 Ｂ0 15 ¥300,000 茨木市

駅貼 阪急桂壁面パネル 7日 Ｂ0 6 ¥120,000 桂

駅貼 阪急梅田カラムセット ７日 Ｂ0 6 ¥432,000 大阪梅田

駅貼 阪急梅田ジャンボセットＡ ７日 Ｂ0 8 ¥480,000 大阪梅田

駅貼 阪急梅田ジャンボセットＣ ７日 Ｂ0 8 ¥480,000 大阪梅田

駅貼 阪急梅田駅ナカ10 ７日 Ｂ0 10 ¥450,000 大阪梅田

駅貼 阪急梅田ロング60 ７日 Ｂ0 60 ¥3,000,000 大阪梅田

駅貼 阪急梅田フローラルセット ７日 Ｂ0 8 ¥360,000 大阪梅田

駅貼 阪急梅田Ｄ－Ｓｔ．（1セット） ７日 Ｂ0 8 ¥450,000 大阪梅田

駅貼 阪急梅田Ｄ－Ｓｔ．（2セット） ７日 Ｂ0 16 ¥800,000 大阪梅田

駅貼 阪急梅田Ｄ－Ｓｔ．（3セット） ７日 Ｂ0 24 ¥1,200,000 大阪梅田

駅貼 阪急梅田Ｄ－Ｓｔ．（4セット） ７日 Ｂ0 32 ¥1,600,000 大阪梅田

柱巻 阪急梅田改札内アドピラー ７日 2,060×4,368㎜ 6 ¥2,200,000 大阪梅田

柱巻 阪急梅田エルポール ７日 2,079×5,217㎜ 4 ¥4,000,000 大阪梅田

柱巻 阪急梅田ルミポール ７日 2,400×6,055㎜ 4 ¥5,000,000 大阪梅田

フラッグ 阪急梅田うめばな ７日 3,500×4,500㎜ 1 ¥1,000,000 大阪梅田
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詳細は、ekico.net（☎06-6621-1483）までお気軽にお問合せください。

2020年10月22日現在

下線付きの媒体は、クリックいただければ、詳細ページをご覧いただけます。

媒体 セット名 期間 サイズ 数量 内訳掲出料金

阪急　駅･車内メディア料金表

Aランク駅 ７日 B0 1 ¥40,000 十三・西宮北口・神戸三宮・烏丸・京都河原町

Bランク駅 ７日 B0 1 ¥32,000 塚口・石橋阪大前・宝塚・淡路・茨木市・高槻市・桂

Cランク駅 ７日 B0 1 ¥24,000
武庫之荘・岡本・六甲・伊丹・甲東園・庄内・豊中・蛍池・池田・南方・上新庄・南茨木・長岡天神・

大宮・北千里

Dランク駅 ７日 B0 1 ¥20,000 芦屋川・御影・王子公園・三国・曽根・岡町・正雀・富田・東向日・南千里

Aランク駅 ７日 B1 1 ¥20,000 十三・京都河原町

Bランク駅 ７日 B1 1 ¥16,000 塚口・川西能勢口・宝塚

Cランク駅 ７日 B1 1 ¥12,000 岡本・伊丹・豊中・池田・上新庄・長岡天神・北千里

Dランク駅 ７日 B1 1 ¥10,000 門戸厄神・曽根・岡町・東向日

Sランク駅 ７日 B2 1 ¥14,000 大阪梅田

Aランク駅 ７日 B2 1 ¥10,000 西宮北口・烏丸・京都河原町

Bランク駅 ７日 B2 1 ¥8,000 塚口・石橋阪大前・宝塚・淡路・茨木市・高槻市・桂・川西能勢口

Cランク駅 ７日 B2 1 ¥6,000
園田・武庫之荘・夙川・岡本・六甲・伊丹・今津・甲東園・仁川・庄内・豊中・蛍池・池田・南方・

上新庄・南茨木・長岡天神・西院・大宮・関大前・北千里

Dランク駅 ７日 B2 1 ¥4,000

神崎川・芦屋川・御影・王子公園・春日野道・花隈・稲野・新伊丹・阪神国道・門戸厄神・小林・逆瀬川

宝塚南口・苦楽園口・甲陽園・三国・曽根・岡町・雲雀丘花屋敷・山本・中山観音・清荒神・桜井・牧落

箕面・崇禅寺・相川・正雀・総持寺・富田・上牧・水無瀬・大山崎・西山天王山・西向日・東向日

洛西口・西京極・柴島・下新庄・吹田・豊津・千里山・南千里・山田・上桂・松尾大社・嵐山

B1単貼

B0単貼

B2単貼
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詳細は、ekico.net（☎06-6621-1483）までお気軽にお問合せください。

2020年10月22日現在

下線付きの媒体は、クリックいただければ、詳細ページをご覧いただけます。

媒体 セット名 期間 サイズ 数量 内訳掲出料金

阪急　駅･車内メディア料金表

中吊 阪急 3・4日 Ｂ3 1,450 ¥900,000 京都・千里・伊丹・宝塚・嵐山・箕面・甲陽・今津・神戸線

中吊 阪急 3・4日 Ｂ3Ｗ 1,450 ¥1,800,000 京都・千里・伊丹・宝塚・嵐山・箕面・甲陽・今津・神戸線

中吊 阪急中吊7 7日 Ｂ3 2,900 ¥1,600,000 京都・千里・伊丹・宝塚・嵐山・箕面・甲陽・今津・神戸線

中吊 阪急中吊7 7日 Ｂ3Ｗ 2,900 ¥3,200,000 京都・千里・伊丹・宝塚・嵐山・箕面・甲陽・今津・神戸線

ドア上 阪急ドア上額面 1ヶ月 180×1,060㎜ 1,100 ¥2,500,000
京都・千里・伊丹・宝塚・嵐山・箕面・甲陽・今津・神戸線

※京都線特急車両及び新型車両は不掲出

ドア上 阪急ドア上額面　週枠 7日 180×1,060㎜ 1,100 ¥800,000
京都・千里・伊丹・宝塚・嵐山・箕面・甲陽・今津・神戸線

※京都線特急車両及び新型車両は不掲出

ステッカー 阪急戸袋ステッカー（1or2orＡorＢ枠) 1ヶ月 165×200㎜ 1,550 ¥1,200,000 京都線、千里線、伊丹線、宝塚線、嵐山線、箕面線、甲陽線、今津線、神戸線

ステッカー 阪急戸袋ステッカー（Ｃ枠) 1ヶ月 165×200㎜ 1,550 ¥1,135,000 京都線、千里線、伊丹線、宝塚線、箕面線、甲陽線、今津線、神戸線※6300系除く

ステッカー 阪急戸袋ステッカー（ＤorＥ枠) 1ヶ月 165×200㎜ 1,550 ¥1,135,000 京都線、千里線、伊丹線、宝塚線、箕面線、甲陽線、今津線、神戸線※6300系除く

ステッカー 阪急ドアステッカー 約1ヶ月 165×200㎜ 3,830 ¥2,200,000 京都線、千里線、伊丹線、宝塚線、嵐山線、箕面線、甲陽線、今津線、神戸線

ステッカー 阪急ドアステッカー(6300系除く) 約1ヶ月 165×200㎜ 3,830 ¥2,000,000 京都線、千里線、伊丹線、宝塚線、箕面線、甲陽線、今津線、神戸線※6300系車両には掲出なし。

ドア横 阪急ドア横額面ツイン 7日 Ｂ3 3,100 ¥2,400,000 京都・千里・伊丹・宝塚・嵐山・箕面・甲陽・今津・神戸線

ドア横 阪急ドア横額面 7日 Ｂ3 1,550 ¥1,200,000 京都・千里・伊丹・宝塚・嵐山・箕面・甲陽・今津・神戸線

車内ビジョン 阪急　トレインビジョン１５秒スポット

上期 : 1日

～15日

下期 : 16日

～末日

15インチ － ¥800,000 神戸・今津線(19編成152両)、宝塚線(15編成120両)、京都・千里線(22編成176両)

貸切 阪急サンクス 3日ｏｒ4日 Ｂ3（中吊のみ） 2,060 ¥800,000 神戸線、宝塚線、京都線　各5編成の中吊のみ1/2集中掲出。(2枠使用で全車集中)
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