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

2020年4月1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 南海なんばガレリアツインビジョン
1社買切放映

7日 約400インチ 2 ¥4,500,000 なんば

駅サイネージ 南海難波ガレリアツインビジョン
15秒スポット

7日 約400インチ 2 ¥300,000 なんば

駅サイネージ 南海ＡＤビジョンなんば3階北改札
1社買切放映

7日 70インチ 19 ¥2,000,000 なんば

駅サイネージ 南海ＡＤビジョンなんば3階北改札
15秒スポット

7日 70インチ 19 ¥200,000 なんば

駅サイネージ 南海ＡＤビジョンなんばB1高島屋前
1社買切放映

7日 70インチ 24 ¥3,000,000 なんば

駅サイネージ 南海ＡＤビジョンなんばB1高島屋前
15秒スポット

7日 70インチ 24 ¥250,000 なんば

駅貼 南海沿線10駅セット ７日 Ｂ0 20 ¥346,000 なんば・新今宮・天下茶屋・泉大津・泉佐野・堺東・三国ヶ丘・北野田・金剛・千代田  各②

駅貼 南海沿線7駅セット ７日 Ｂ0 14 ¥250,000 なんば・新今宮・天下茶屋・羽衣・堺東・三国ヶ丘・初芝  各②

駅貼 南海なんば駅セット(4枚枠) ７日 Ｂ0 4 ¥132,000 なんば

駅貼 南海なんば駅セット(3枚枠) ７日 Ｂ0 3 ¥99,000 なんば

駅貼 南海なんば駅セット(2枚枠) ７日 Ｂ0 2 ¥66,000 なんば

柱巻 南海なんばピラー ７日 2,862×3,870㎜ 3 ¥3,000,000 なんば

フラッグ 南海なんばフラッグ広告 ７日 Ｂ0 48 ¥1,000,000 なんば

柱巻 南海なんば駅柱巻セット ７日 2,000×2,355㎜ 12 ¥800,000 なんば

シート 南海なんば駅マンスリーウォール 1ヶ月 1,800×3,000㎜ 1 ¥600,000 なんば

シート 南海なんば駅ウォール ７日 3,550×7,800㎜ 1 ¥1,500,000 なんば

シート 南海臨時パネル4駅セット ７日 1,000×3,000㎜ 8 ¥900,000 なんば・新今宮・天下茶屋・関西空港　各⓶

南海　駅･車内メディア料金表

掲出料金
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なんば駅 7日 B1 1 ¥16,500 なんば

新今宮駅 7日 B1 1 ¥8,800 新今宮

Sランク駅 7日 B2 1 ¥7,500 なんば

Aランク駅 7日 B2 1 ¥4,000
新今宮・天下茶屋・堺・岸和田・泉佐野・和歌山市・堺東・三国ヶ丘・中百舌鳥・北野田・金

剛・河内長野

Bランク駅 7日 B2 1 ¥3,500

岸里玉出・粉浜・住吉大社・住ノ江・七道・湊・石津川・諏訪ノ森・浜寺公園・羽衣・高石

北助松・松ノ浜・泉大津・忠岡・春木・和泉大宮・蛸地蔵・貝塚・二色浜・鶴原・井原里

羽倉崎・尾崎・みさき公園・帝塚山・住吉東・沢ノ町・我孫子前・浅香山・百舌鳥八幡・白鷲

初芝・萩原天神・狭山・大阪狭山市・滝谷・千代田・三日市町・橋本

Cランク駅 7日 B2 1 ¥3,000

今宮戎・萩ノ茶屋・吉見ノ里・岡田浦・樽井・鳥取ノ荘・箱作・淡輪・孝子・和歌山大学前

紀ノ川・和歌山港・美加の台・千早口・天見・紀見峠・林間田園都市・御幸辻・紀伊清水

学文路・九度山・高野下・下古沢・上古沢・紀伊細川・紀伊神谷・高野山・深日町・深日港

伽羅橋・高師浜・東松江・八幡前・西ノ庄・二里ヶ浜・磯ノ浦・加太・汐見橋・芦原町・木津

川・津守・西天下茶屋

B2単貼

B1単貼
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中吊 南海電鉄 3日 Ｂ3 1,600 ¥695,000 本線・高野・高師浜・空港・多奈川・加太・和歌山港線

中吊 南海電鉄 3日 Ｂ3Ｗ 1,600 ¥1,390,000 本線・高野・高師浜・空港・多奈川・加太・和歌山港線

中吊 南海電鉄特割5日間 5日 Ｂ3 1,600 ¥810,000 本線・高野・高師浜・空港・多奈川・加太・和歌山港線

中吊 南海電鉄特割7日間 7日 Ｂ3 1,600 ¥973,000 本線・高野・高師浜・空港・多奈川・加太・和歌山港線

中吊 南海電鉄特割5日間 5日 Ｂ3Ｗ 1,600 ¥1,620,000 本線・高野・高師浜・空港・多奈川・加太・和歌山港線

中吊 南海電鉄特割7日間 7日 Ｂ3Ｗ 1,600 ¥1,946,000 本線・高野・高師浜・空港・多奈川・加太・和歌山港線

ドア上 南海電鉄ドア上額面Ａ 1ヶ月 231×1064㎜ 630 ¥1,100,000 本線・高野・高師浜・空港・多奈川・加太・和歌山港線(旧型車両除く）

ドア上 南海電鉄ドア上額面Ｂ 1ヶ月 231×1064㎜ 550 ¥940,000 本線・高野・高師浜・空港・多奈川・加太・和歌山港線(A枠から2枚扉の車両除く)

ステッカー 南海窓ステッカー 1ヶ月 165×200㎜ 800 ¥450,000 本線・高野・高師浜・空港・多奈川・加太・和歌山港線

ステッカー 南海電鉄ドアステッカー 1ヶ月 165×200㎜ 1,500 ¥585,000 本線・高野・高師浜・空港・多奈川・加太・和歌山港線

ツインステッカー 南海電鉄ツインステッカー 1ヶ月 70×300㎜ 1,600 ¥540,000 本線・高野・高師浜・空港・多奈川・加太・和歌山港線

ドア横 南海電鉄ドア横額面 7日 Ｂ3 1,500 ¥695,000 本線・高野・高師浜・空港・多奈川・加太・和歌山港線

ドア横 南海電鉄ドア横ツイン 7日 Ｂ3 1,500 ¥695,000 本線・高野・高師浜・空港・多奈川・加太・和歌山港線

ドア横 南海電鉄ドア横4面セット 7日 Ｂ3 3,000 ¥1,000,000 本線・高野・高師浜・空港・多奈川・加太・和歌山港線

ドア横 南海特急額面A 7日 Ｂ3 100 ¥350,000 特急ラピート；なんば～関西空港

貸切 南海オンリーワントレイン 7日 Ｂ3（中吊・ドア横） 330 ¥400,000 南海線または高野線1編成6両の中吊・ドア横集中
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