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媒体 セット名 サイズ 数量 期間 内訳

駅サイネージ 大阪梅田駅　ターミナルビジョン 駅SIGHT（エキサイト） 143インチ 15秒 ７日 ¥100,000 大阪梅田

駅サイネージ 大阪梅田駅　デジタルサイネージ 40インチ 30秒 ７日 ¥30,000 大阪梅田　 （※11月掲出分からは販売停止）

駅サイネージ 甲子園駅　デジタルサイネージ 1,210×2,041mm 15秒 ７日 ¥20,000 甲子園

75インチ 3分 半月 ¥25,000 神戸三宮

75インチ 3分 1ヶ月 ¥50,000 神戸三宮

駅貼 沿線連貼セット Ｂ0 22 ７日 ¥460,000
大阪梅田・野田・尼崎・千船・鳴尾武庫川女子大前・甲子園・西宮・芦屋

ドーム前・神戸三宮・青木  各②

駅貼 沿線セット Ｂ0 11 ７日 ¥210,000
大阪梅田・甲子園 各②　尼崎・西九条・武庫川・鳴尾武庫川女子大前・西宮

芦屋・野田    各①

駅貼 神戸三宮　Ｂ1セット Ｂ1 10 ７日 ¥150,000 神戸三宮

駅貼 学園セット Ｂ0 10 ７日 ¥250,000 大阪梅田・鳴尾武庫川女子大前・甲子園・西宮・元町　各②

駅貼 大阪梅田　光放セット Ｂ1 8 ７日 ¥140,000 大阪梅田

駅貼 大阪梅田　西改札通路セットＡ Ｂ0 4 ７日 ¥160,000 大阪梅田

駅貼 大阪梅田　西改札通路セットＢ Ｂ0 2 ７日 ¥80,000 大阪梅田

駅貼 大阪梅田　大階段エスカレーター横壁面パネル Ｂ0 4 ７日 ¥200,000 大阪梅田

駅貼 神戸三宮駅　西口エスカレーター横壁面パネル Ｂ0 10 ７日 ¥300,000 神戸三宮

駅貼 魚崎駅　ホーム腰壁 Ｂ0 6 ７日 ¥120,000 魚崎

駅貼 御影駅　ホーム腰壁 Ｂ0 8 ７日 ¥160,000 御影

駅貼 西宮駅　ホーム腰壁 Ｂ0 8 ７日 ¥160,000 西宮

駅貼 甲子園駅　ホーム腰壁(東＋西) Ｂ0 11 7日 ¥400,000 甲子園

駅貼 甲子園駅　ホーム腰壁(西のみ) B0 8 7日 ¥300,000 甲子園

駅貼 尼崎駅　ホーム腰壁 Ｂ0 8 ７日 ¥160,000 尼崎

駅貼 野田駅　ホーム腰壁 Ｂ0 8 ７日 ¥160,000 野田

駅貼 甲子園駅B0セット B0 4 7日 ¥100,000 甲子園

駅貼 神戸三宮　B1セット B1 10 7日 ¥150,000 神戸三宮

駅貼 神戸三宮　西口改札内エレベーターガラス面 B0 3 7日 ¥90,000 神戸三宮

駅貼 大阪梅田　ビッグ16 B0 16 7日 ¥500,000 大阪梅田

駅貼 大阪梅田　ジャンボセット B0 4 7日 ¥140,000 大阪梅田

駅貼 大阪梅田　B0セット B0 6 7日 ¥210,000 大阪梅田

神戸三宮駅　デジタルサイネージ

阪神　駅･車内メディア料金表

掲出料金

駅サイネージ
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媒体 セット名 サイズ 数量 期間 内訳

阪神　駅･車内メディア料金表

掲出料金

ボード 阪神梅田メガ10ボード 1,730×9,750㎜ 1 ７日 ¥600,000 大阪梅田

シート 神戸三宮駅　ホーム柱パネル 2,000×800㎜ 8 ７日 ¥500,000 神戸三宮

2,000×800㎜他 25 7日 ¥750,000 神戸三宮

2,000×800㎜他 25 14日 ¥1,250,000 神戸三宮

シート 阪神梅田　アドステップ 2,070×5,300mm他 13 7日 ¥600,000 大阪梅田

シート 大阪梅田　バーストップ B1 9 7日 ¥190,000 大阪梅田

神戸三宮駅　西口改札外 販売機前柱板面 2,100×890mm他 4 7日 ¥200,000 神戸三宮

1,390×1,420mm他 4 7日 ¥200,000 神戸三宮

1,390×1,420mm他 5 7日 ¥250,000 神戸三宮

角柱 大阪梅田　東改札柱シート 1,700×680㎜他 3 7日 ¥200,000 大阪梅田

1,050×10,580mm 5 7日 ¥250,000 神戸三宮

1,050×10,580mm 5 1ヶ月 ¥750,000 神戸三宮

12 ¥500,000 神戸三宮

24 ¥1,000,000 神戸三宮

36 ¥1,500,000 神戸三宮

48 ¥2,000,000 神戸三宮

大阪梅田 B1 1 ７日 ¥17,500 大阪梅田

甲子園・神戸三宮 B1 1 7日 ¥13,500 甲子園・神戸三宮

その他の駅 B1 1 7日 ¥9,800

野田・千船・杭瀬・尼崎・尼崎センタープール前・武庫川・鳴尾・武庫川女子大前・

西宮・香櫨園・打出・芦屋・深江・青木・魚崎・御影・新在家・西灘・岩屋・春日野

道・元町・出来島・西九条・九条・桜川

大阪梅田 B2 1 ７日 ¥5,200 大阪梅田

甲子園・神戸三宮 B2 1 ７日 ¥4,400 甲子園・神戸三宮

その他の駅 B2 1 ７日 ¥3,900

福島・野田・淀川・姫島・千船・杭瀬・大物・尼崎・出屋敷・尼崎センタープール前・

武庫川・鳴尾・武庫川女子大前・久寿川・今津・西宮・香櫨園・打出・芦屋・深江・

青木・魚崎・住吉・御影・石屋川・大石・新在家・西灘・岩屋・春日野道・元町・

西元町・高速神戸・新開地・大開・高速長田・出来島・千鳥橋・西九条・九条・

ドーム前・桜川

シート 神戸三宮駅　ホームドアシート 1ヶ月

神戸三宮駅　西口改札外 誘導標記付随柱面

シート 神戸三宮駅　ホームバーストップ広告

角柱

B2単貼

B1単貼

シート 神戸三宮駅　ホームジャック

870×1,230㎜

40mmくわえ部分40mmくわえ部分
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阪神　駅･車内メディア料金表

掲出料金

B3 425 ¥270,000

B3W 425 ¥582,000

B3 850 ¥540,000

Ｂ3Ｗ 850 ¥1,122,000

B3 850 ¥320,000

Ｂ3Ｗ 850 ¥640,000

B3 850 ¥810,000

Ｂ3Ｗ 850 ¥1,620,000

ドア上 ドア上額面 162×1,037㎜ 425 1ヶ月 ¥740,000 本線・武庫川・なんば線

ステッカー ステッカー 165×200㎜ 900 1ヶ月 ¥590,000 本線・武庫川・なんば線

ステッカー ドアステッカー 165×200㎜ 900 1ヶ月 ¥650,000 本線・武庫川・なんば線

ツインステッカー ペアステッカー 70×300㎜ 1,000 1ヶ月 ¥500,000 本線・武庫川・なんば線

ステッカー 連結部ステッカー 350×350mm 60 1ヶ年 ¥600,000 本線・武庫川・なんば線

B3 425 7日 ¥220,000 本線・武庫川・なんば線

B3 425 1ヶ月 ¥830,000 本線・武庫川・なんば線

額面 小枠額面 155×615mm 850 1ヶ月 ¥480,000 本線・武庫川・なんば線

集中掲出 ＡＤトレイン（本線） Ｂ3（中吊・ドア横） 280 7日 ¥450,000 本線1編成6両の中吊・ドア横集中

集中掲出 ＡＤトレイン（なんば線） Ｂ3（中吊・ドア横） 560 7日 ¥450,000 なんば線1編成6両の中吊･ドア横集中

集中掲出 ADトレイン（全線） Ｂ3（中吊・ドア横） 840 7日 ¥650,000 本線・なんば線の各1編成6両の中吊･ドア横集中

中吊

1ヶ月 本線・武庫川・なんば線

中吊  (3日間）

中吊（7日間）

ドア横 ドア横額面

中吊  (1ヵ月）

7日

3日

3日 本線・武庫川・なんば線

本線・武庫川・なんば線

本線・武庫川・なんば線

40mmくわえ部分40mmくわえ部分40mmくわえ部分40mmくわえ部分40mmくわえ部分40mmくわえ部分
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