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媒体 セット名 期間 サイズ 数量 内訳

駅サイネージ 近鉄あべのハルカス1Ｆアーバンビジョン
15秒スポット

7日 70インチ 21 ¥300,000 あべの橋

駅サイネージ 近鉄あべのハルカスB1Ｆアーバンビジョン
15秒スポット

7日 70インチ 25 ¥350,000 あべの橋

駅サイネージ 近鉄ABENO HARUKAS URBAN VISION 46
15秒スポット

7日 70インチ 46 ¥600,000 あべの橋

駅サイネージ 近鉄なんばアーバンビジョン
15秒スポット

7日 70インチ 23 ¥250,000 大阪難波

駅サイネージ 近鉄京都アーバンビジョン
15秒スポット

7日 60インチ 3 ¥40,000 京都

駅貼 近鉄ネットワークセット ７日 Ｂ0 37 ¥838,000
大阪難波②・日本橋・上本町・鶴橋・布施②・小阪②・生駒・学園前・西大寺・新大宮②・奈良・京都・丹波橋・向島・大久保・新田辺・

高の原・八尾・山本・高安・五位堂・高田・八木・あべの橋②・針中野・矢田・富田林・藤井寺②・古市・高田市・河内松原  各①

駅貼 近鉄主要駅セット ７日 Ｂ0 20 ¥560,000 大阪難波・日本橋・上本町・鶴橋・生駒・学園前・西大寺・奈良・あべの橋・八尾  各②

駅貼 近鉄キャンパスセット ７日 Ｂ0 19 ¥410,000
大阪難波・河内小阪・富雄・学研奈良登美ヶ丘・東生駒・学園前・近鉄奈良・長瀬・河内国分・大阪教育大前・五位堂・京都・向島・

興戸・大阪阿部野橋・河内天美・藤井寺・喜志・滝谷不動　各①

駅貼 近鉄ハイスクールセット ７日 Ｂ0 34 ¥738,000

大阪難波、大阪上本町、鶴橋、布施、河内小阪、八戸ノ里、生駒、学園前、大和西大寺、新大宮、近鉄奈良、近鉄八尾、河内国分、

五位堂、大和高田、大和八木、桜井、名張、京都、東寺、近鉄丹波橋、桃山御陵前、大久保、高の原、西ノ京、郡山、大阪阿部野橋、

河内松原、藤井寺、古市、高田市、橿原神宮前、田原本、河内長野　各①

駅貼 近鉄ターミナルツインセット ７日 Ｂ0 12 ¥384,000 大阪難波・あべの橋　各④　上本町・鶴橋  各②

駅貼 近鉄京都線セット ７日 Ｂ0 12 ¥268,000 京都・丹波橋・大久保・西大寺・新田辺・高の原  各②

駅貼 近鉄難波ビッグボード ７日 Ｂ0 8 ¥256,000 大阪難波

駅貼 近鉄あべの橋ビッグボード ７日 Ｂ0 8 ¥256,000 あべの橋

駅貼 近鉄あべの橋ユーティリティボード ７日 Ｂ0 8 ¥256,000 あべの橋

駅貼 近鉄難波ユーティリティボード ７日 Ｂ0 10 ¥320,000 大阪難波

駅貼 近鉄鶴橋エスカレータ集中貼(上りホーム) １４日 Ｂ0 4 ¥376,000 鶴橋

駅貼 近鉄鶴橋エスカレータ集中貼(下りホーム) １４日 Ｂ0 5 ¥470,000 鶴橋

駅貼 近鉄上本町エスカレータ集中貼ＡＢ(上り下りホーム) １４日 Ｂ0 8 ¥720,000 上本町

駅貼 近鉄上本町エスカレータ集中貼Ｂ(下りホーム) １４日 Ｂ0 6 ¥564,000 上本町

近鉄　駅･車内メディア料金表

掲出料金
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近鉄　駅･車内メディア料金表

掲出料金

駅貼 近鉄大阪難波臨時パネルＡ ７日 Ｂ0 7 ¥450,000 大阪難波

駅貼 近鉄大阪難波臨時パネルＢ ７日 Ｂ0 21 ¥1,060,000 大阪難波

駅貼 近鉄大阪難波臨時パネルＡＢ ７日 Ｂ0 28 ¥1,350,000 大阪難波

駅貼 近鉄長瀬キャンパスボード 7日 Ｂ0 4 ¥72,000 長瀬

駅貼 近鉄同志社前キャンパスボード 7日 Ｂ0 4 ¥72,000 興戸

柱巻 近鉄難波円柱広告 ７日 2,400×2,400㎜ 7 ¥1,300,000 大阪難波

フラッグ 近鉄あべの橋フラッグ ７日 Ｂ0 30 ¥625,000 あべの橋

シート 近鉄あべの橋車止めステッカーａ ７日 933×1,918㎜ 4 ¥490,000 あべの橋

シート 近鉄あべの橋車止めステッカーａｂ ７日 933×1,918㎜他 12 ¥680,000 あべの橋

シート 近鉄ウォールシートなんば(1ヶ月) 1ヶ月 2,400×3,200㎜ 1 ¥800,000 大阪難波

シート 近鉄ウォールシートなんば(7日) ７日 2,400×3,200㎜ 1 ¥500,000 大阪難波

電飾シート 近鉄京都ピラー(1ヶ月) 1ヶ月 2,790×1,240㎜ 6 ¥1,860,000 京都

電飾シート 近鉄京都ピラー(7日) 7日 2,790×1,240㎜ 6 ¥1,150,000 京都
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掲出料金

B0 1 ¥32,000

B1 1 ¥16,000

B0 1 ¥24,000

B1 1 ¥12,000

B0 1 ¥18,000

B1 1 ¥9,000

B2　特Aランク駅 7日 B2 1 ¥6,000 大阪難波・大阪上本町・鶴橋・大阪阿部野橋・学園前・京都

B2　A１ランク駅 7日 B2 1 ¥5,000 近鉄日本橋・布施・河内小阪・生駒・大和西大寺・新大宮・近鉄奈良・近鉄丹波橋・近鉄八尾

B2　A２ランク駅 7日 B2 1 ¥5,000

今里・河内永和・八戸ノ里・若江岩田・河内花園・東花園・瓢箪山・枚岡・石切・新石切・吉田・荒本・白庭台・学研北生駒

学研奈良登美ヶ丘・東生駒・富雄・菖蒲池・高の原・山田川・新祝園・狛田・三山木・興戸・新田辺・冨野荘・寺田・久津川・大久保

伊勢田・小倉・向島・桃山御陵前・伏見・上鳥羽口・十条・東寺・尼ヶ辻・西ノ京・九条・近鉄郡山・筒井・平端・田原本・新ノ口

大和八木・八木西口・橿原神宮前・下市口・俊徳道・長瀬・弥刀・久宝寺口・河内山本・高安・恩智・法善寺・堅下・河内国分

大阪教育大前・関屋・近鉄下田・五位堂・大和高田・耳成・桜井・榛原・河堀口・北田辺・今川・針中野・矢田・河内天美・布忍

高見ノ里・河内松原・恵我ノ荘・高鷲・藤井寺・土師ノ里・道明寺・古市・喜志・富田林・富田林西口・滝谷不動・河内長野

尺土・近鉄御所・高田市・新王寺・一分・天理・新大宮

B2　Bランク駅 7日 B2 1 ¥3,000
額田・近鉄宮津・南生駒・萩の台・菜畑・東山・平群・信貴山下・西田原本・笠縫・畝傍御陵前・壺阪山・飛鳥・福神・六田・大和上市

吉野神宮・吉野・大和朝倉・長谷寺・真菅・築山・二上・安堂・信貴山口・結崎・坊城・二上山・上ノ太子・川西・木津川台・平城

駅貼チョイス　A2・Bランク駅 7日

単貼

B2

大阪難波・大阪上本町・大阪阿部野橋・京都・学園前

近鉄日本橋・布施・河内小阪・生駒・大和西大寺・近鉄奈良・近鉄丹波橋・近鉄八尾

八戸ノ里・新大宮・近鉄郡山・高の原・興戸・新田辺・大久保・向島・長瀬・河内山本・高安・五位堂・大和高田・

大和八木・針中野・矢田・河内天美・藤井寺・古市・富田林・高田市・近鉄富田

7日駅貼チョイス　特Aランク駅

駅貼チョイス　A１ランク駅 7日
単貼

B0・B1
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近鉄　駅･車内メディア料金表

掲出料金

中吊 近鉄大阪セット 2・3日 Ｂ3 2,900 ¥960,000 難波・奈良・大阪・信貴・橿原・天理・京都・生駒・田原・けいはんな・南大阪・道明寺・長野・御所・吉野線

中吊 近鉄大阪セット 2・3日 Ｂ3Ｗ 2,900 ¥1,920,000 難波・奈良・大阪・信貴・橿原・天理・京都・生駒・田原・けいはんな・南大阪・道明寺・長野・御所・吉野線

中吊 近鉄大阪セット中吊セブン 7日 Ｂ3 2,900 ¥1,440,000 難波・奈良・大阪・信貴・橿原・天理・京都・生駒・田原・けいはんな・南大阪・道明寺・長野・御所・吉野線

中吊 近鉄大阪セット中吊セブン 7日 Ｂ3Ｗ 2,900 ¥2,880,000 難波・奈良・大阪・信貴・橿原・天理・京都・生駒・田原・けいはんな・南大阪・道明寺・長野・御所・吉野線

ドア上 近鉄大阪ドア上額面 1ヶ月 162×1,020㎜ 1,450 ¥1,800,000 難波・奈良・大阪・信貴・橿原・天理・京都・生駒・田原・けいはんな・南大阪・道明寺・長野・御所・吉野線

ステッカー 近鉄大阪窓ステッカー 1ヶ月 165×200㎜ 1,450 ¥980,000 難波・奈良・大阪・信貴・橿原・天理・京都・生駒・田原・けいはんな・南大阪・道明寺・長野・御所・吉野線

ステッカー 近鉄大阪ドアステッカー 1ヶ月 165×200㎜ 3,500 ¥1,400,000 難波・奈良・大阪・信貴・橿原・天理・京都・生駒・田原・けいはんな・南大阪・道明寺・長野・御所・吉野線

ツインステッカー 近鉄大阪セットツインステッカー 1ヶ月 50×300㎜ 2,350 ¥600,000 難波・奈良・大阪・信貴・橿原・天理・京都・生駒・田原・けいはんな・南大阪・道明寺・長野・御所・吉野線

ドア横 近鉄大阪ドア横額面 7日 Ｂ3 1,450 ¥780,000 難波・奈良・大阪・信貴・橿原・天理・京都・生駒・田原・けいはんな・南大阪・道明寺・長野・御所・吉野線

ドア横 近鉄大阪ドア横額面ツイン 7日 Ｂ3 2,900 ¥1,250,000 難波・奈良・大阪・信貴・橿原・天理・京都・生駒・田原・けいはんな・南大阪・道明寺・長野・御所・吉野線

貸切 近鉄京都線ＡＤトレイン 7日 Ｂ3（中吊・ドア横） 320 ¥420,000 京都線1編成6両の中吊・ドア横額面集中

貸切 近鉄南大阪線ＡＤトレイン 7日 Ｂ3（中吊・ドア横） 220 ¥300,000 南大阪線1編成4両の中吊・ドア横額面集中
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