
掲出場所 数量 掲出開始日
広告料金 円/税抜

7日 14日

御堂筋口改札外コンコース

6本24面

月

6,600,000 9,000,000

12本48面 9,600,000 13,600,000

掲出回数

■掲出位置

■掲出形態

※広告料金には意匠出力費、意匠取付撤去費、作業立会費を含みます。 ※電鉄のクライアント・デザイン審査がございます。

※掲出意匠は、周辺環境に調和したものとし、原色の色使いや華美なデザインは避けシンプルな表現でお願い致します。

特に次の３点の規制項目にご注意いただくようお願い致します。

①肌の露出により広告効果を期待するもの②身体的な安全を脅かすもの、あるいは不安感を起こさせるもの③過度な圧迫感を感じさせるもの。

※デザイン数（色校正数）が多い場合は、追加料金が発生する場合がございます。事前にご相談ください。 ※ゴールデンウィークと年末年始に関しては、14日間掲出のみの扱いとなります。

JR西日本 大阪駅ランドマークアドスクエア〈御堂筋口〉

掲出回数



掲出回数

JR西日本 大阪駅桜橋アベニュー／フル

掲出場所 種別 サイズ・枚数
掲出
開始日

広告料金（円・税抜）

7日 14日

桜橋地下通路
東壁面

シートタイプ H2,060×W42,448ｍｍ

月
3,000,000 4,200,000

ポスタータイプ B0×56枚 2,000,000 2,800,000

■エリア別流動数：10.2万人（平日）
： 5.5万人（休日）

シート
タイプ

ポスター
タイプ

※完全データ入稿。広告料金には意匠出力費、

取付撤去費、作業立会費を含みます。

※デザイン数、校正部数が多い場合は、追加料金が

発生する場合がございます。事前にご相談ください。

※掲出形態「B0×56枚」でのシート出力も可能です。

（料金はシートタイプと同額）

※広告料金には意匠出力費を含みません。

意匠取付撤去費、作業立会費を含みます。

※ポスター現物納品可能です。

※電鉄のクライアント・デザイン審査がございます。 ※掲出意匠は、周辺環境に調和したものとし、原色の色使いや華美なデザインは避けシンプルな表現でお願い致します。特に次の３点の規制項目にご注意いただくようお願い致します。

①肌の露出により広告効果を期待するもの②身体的な安全を脅かすもの、あるいは不安感を起こさせるもの③過度な圧迫感を感じさせるもの。

※ゴールデンウィークと年末年始に関しては、14日間掲出のみの扱いとなります。



掲出回数

JR西日本 大阪駅桜橋アベニュー／ハーフA・B

掲出場所 種別 規格 サイズ・枚数
掲出
開始日

広告料金（円・税抜）

7日 14日

桜橋地下通路
東壁面

シートタイプ
ハーフA H2,060×Ｗ16,016ｍｍ

月

1,500,000 2,100,000

ハーフB H2,060×W25,592ｍｍ 1,800,000 2,500,000

ポスタータイプ
ハーフA B0×22枚 1,000,000 1,400,000

ハーフB B0×34枚 1,300,000 1,800,000

ハーフA

シート
タイプ

ポスター
タイプ

ハーフB

ハーフA ハーフB

※完全データ入稿。広告料金には意匠出力費、取付撤去費、作業立会費を含みます。
※デザイン数、校正部数が多い場合は、追加料金が発生する場合がございます。事前にご相談ください。
※掲出形態「B0×22枚」「B0×34枚」でのシート出力も可能です。（料金はシートタイプと同額）

※広告料金には意匠出力費を含みません。意匠取付撤去費、作業立会費を含みます。
※ポスター現物納品可能です。

■ハーフAorBをお申込みの場合、残りのハーフAorBは引き続き販売となりますので、他クライアントが入る場合がございます。
※電鉄のクライアント・デザイン審査がございます。 ※掲出意匠は、周辺環境に調和したものとし、原色の色使いや華美なデザインは避けシンプルな表現でお願い致します。特に次の３点の規制項目にご注意いただくようお願い致します。

①肌の露出により広告効果を期待するもの②身体的な安全を脅かすもの、あるいは不安感を起こさせるもの③過度な圧迫感を感じさせるもの。

※ゴールデンウィークと年末年始に関しては、14日間掲出のみの扱いとなります。



J   R

掲出回数

■掲出位置 ■掲出形態

※広告料金には意匠出力費、意匠取付撤去費、作業立会費を含みます。

※掲出意匠は、周辺環境に調和したものとし、原色の色使いや華美なデザインは避け極力シンプルな表現でお願い致します。

特に次の３点の規制項目にご注意いただくようお願い致します。

①肌の露出により広告効果を期待するもの②身体的な安全を脅かすもの、あるいは不安感を起こさせるもの③過度な圧迫感を感じさせるもの。

JR西日本 大阪駅エスカレーターシート（ホーム）/フル

掲出場所 規格 サイズ（mm） 数量 開始日
広告料金（円/税抜）

７日 １４日

東海道本線５・６番、７・８番ホーム
御堂筋口改札内エスカレーター壁面

フル

Ａ：Ｈ1,100×Ｗ2,400(大理石面)
Ｂ～Ｅ：Ｈ900×Ｗ1,780(鉄板面)
Ｆ：Ｈ1,100×Ｗ3,600(大理石面)
またはB0ポスター32枚（24面）

通常24面
または
B0×32枚
（24面）

月 2,800,000 3,980,000

※エスカレーター点検作業による日程変更等が発生する場合があります。

※デザイン数（色校正数）が多い場合は、追加料金が発生する場合がございます。

事前にお問い合わせください。

※ゴールデンウィークと年末年始に関しては、14日間掲出のみの扱いとなります。



J   R

掲出回数

■掲出形態

JR西日本 大阪駅エスカレーターシート（ホーム）/ハーフ

掲出場所 規格 サイズ（mm） 数量 開始日
広告料金（円/税抜）

７日 １４日

東海道本線５・６番
または７・８番ホーム

御堂筋口改札内エスカレーター壁面

ハーフ
（京都線or神戸線）

Ａ：Ｈ1,100×Ｗ2,400(大理石面)
Ｂ～Ｅ：Ｈ900×Ｗ1,780(鉄板面)
Ｆ：Ｈ1,100×Ｗ3,600(大理石面)
またはB0ポスター16枚（12面）

通常12面
または
B0×16枚
（12面）

月 1,500,000 2,100,000

■掲出位置

※広告料金には意匠出力費、意匠取付撤去費、作業立会費を含みます。

※掲出意匠は、周辺環境に調和したものとし、原色の色使いや華美なデザインは避け極力シンプルな表現でお願い致します。

特に次の３点の規制項目にご注意いただくようお願い致します。

①肌の露出により広告効果を期待するもの②身体的な安全を脅かすもの、あるいは不安感を起こさせるもの③過度な圧迫感を感じさせるもの

※エスカレーター点検作業による日程変更等が発生する場合があります。

※デザイン数（色校正数）が多い場合は、追加料金が発生する場合がございます。

事前にお問い合わせください。

※ゴールデンウィークと年末年始に関しては、14日間掲出のみの扱いとなります。



掲出回数

■掲出位置

※広告料金には意匠出力費、意匠取付撤去費、作業立会費を含みます。

※掲出意匠は、周辺環境に調和したものとし、原色の色使いや華美なデザインは避け極力シンプルな表現でお願い致します。

特に次の３点の規制項目にご注意いただくようお願い致します。

①肌の露出により広告効果を期待するもの②身体的な安全を脅かすもの、あるいは不安感を起こさせるもの③過度な圧迫感を感じさせるもの。

■掲出形態

JR西日本 大阪駅エスカレーターシート（御堂筋線連絡）

大阪駅とOsaka Metro御堂筋線「梅田」駅を結ぶエスカレーター壁面でジャック感のある広告展開が可能です。

掲出場所 サイズ（mm） 数量 掲出開始日
広告料金（円/税別）

７日 １４日

大阪駅御堂筋コンコース
Osaka Metro梅田駅連絡
９号エスカレーター壁面

フル 1壁面当り14.63㎡ ２壁面

月

2,100,000 3,300,000

セパレート使用
Ｈ1,030×Ｗ1,456 ４面

1,690,000 2,540,000
Ｈ697×Ｗ977 10面

※株式会社大阪メトロ アドエラ、JR西日本のクライアント・デザイン審査が必要です、

※エスカレーター点検作業による日程変更等が発生する場合があります。

※デザイン数（色校正数）が多い場合は、追加料金が発生する場合がございます。事前にお問い合わせください。

※ゴールデンウィークと年末年始に関しては、14日間掲出のみの扱いとなります。



J   R

掲出回数

■掲出位置

※広告料金には意匠出力費、意匠取付撤去費、作業立会費を含みます。

※掲出意匠は、周辺環境に調和したものとし、原色の色使いや華美なデザインは避け極力シンプルな表現でお願い致します。

特に次の３点の規制項目にご注意いただくようお願い致します。

①肌の露出により広告効果を期待するもの②身体的な安全を脅かすもの、あるいは不安感を起こさせるもの③過度な圧迫感を感じさせるもの。

※エスカレーター点検作業による日程変更等が発生する場合があります。

※デザイン数（色校正数）が多い場合は、追加料金が発生する場合がございます。事前にご相談ください。

※ゴールデンウィークと年末年始に関しては、14日間掲出のみの扱いとなります。

JR西日本 大阪駅環状線集中シート23

大阪駅環状線ホームの中で、特に通行人が多い階段や、エスカレーターに集中的に掲出するシート広告です。

掲出場所 サイズ 数量 掲出開始日
広告料金（円/税別）

７日 １４日

大阪環状線ホーム階段・
エスカレーター壁面

B0 23面 月 2,800,000 4,800,000



JR西日本 大阪駅ノースゲート東地下通路フラッグ＆シート

■デザイン料は、別途お見積致します。 ■税別料金です。消費税は別途加算させて頂きます。

■電鉄のクライアント・デザイン審査がございます。 ■広告料金には意匠出力費、意匠取付撤去費、作業立会費が含まれております。

■掲出意匠は、周辺環境に調和したものとし、原色の色使いや華美なデザインは避け極力シンプルな表現でお願い致します。

特に次の３点の規制項目にご注意いただくようお願い致します。

①肌の露出により広告効果を期待するもの ②身体的な安全を脅かすもの、あるいは不安感を起こさせるもの ③過度な圧迫感を感じさせるもの。

■デザイン数（色校正数）が多い場合は、追加料金が発生する場合がございます。詳細はお問合せください。

■ゴールデンウィークと年末年始に関しては、14日間掲出のみの扱いとなります。

■JR「大阪」駅や商業施設「ルクア」とOsaka Metro御堂筋線「梅田」駅、阪急「大阪梅田」駅との連絡通路に位置する大型シート広告です。

品 名 サイズ（mm） 数 量 掲出開始日
広告出料金（税 別）

7日 14日

フラッグ H1,300×W720 4枚（8面）

月曜日 2,700,000円 3,200,000円
シート

H1,700×W5,300 2面

H2,255×W4,300 1面

掲 出
位 置

掲 出 形 態



JR西日本 大阪駅御堂筋南口ビッグシート

■税別料金です。消費税は別途加算させて頂きます。 ■デザイン料は、別途お見積致します。 ■電鉄のクライアント・デザイン審査がございます。

■広告料金には意匠出力費、意匠取付撤去費、作業立会費が含まれております。

■掲出意匠は、周辺環境に調和したものとし、原色の色使いや華美なデザインは避け極力シンプルな表現でお願い致します。

特に次の３点の規制項目にご注意いただくようお願い致します。

①肌の露出により広告効果を期待するもの ②身体的な安全を脅かすもの、あるいは不安感を起こさせるもの ③過度な圧迫感を感じさせるもの。

■ゴールデンウィークと年末年始に関しては、14日間以上での掲出となります。

■大阪駅バスターミナルや、阪神電車、阪神百貨店方面からの導線上に位置する照明付の大型シート広告です。

掲出場所 面 数 サイズ（mm）
掲出
開始日

広告出料金（税 別）

7日 14日 21日 28日 6ヶ月

大阪駅
御堂筋南口通路

1面
H1,800×
W6,400

月曜日 1,100,000円 1,500,000円 1,900,000円 2,300,000円 6,000,000円

掲 出
位 置

照明点灯時間 7:00 ~ 24:00



JR西日本 大 阪 駅 ア ド コ ラ ム

■税別料金です。消費税は別途加算させて頂きます。 ■デザイン料は、別途お見積致します。 ■電鉄のクライアント・デザイン審査がございます。
■広告料金には意匠出力費、意匠取付撤去費、作業立会費が含まれております。

■掲出意匠は、周辺環境に調和したものとし、原色の色使いや華美なデザインは避け極力シンプルな表現でお願い致します。

特に次の３点の規制項目にご注意いただくようお願い致します。

①肌の露出により広告効果を期待するもの ②身体的な安全を脅かすもの、あるいは不安感を起こさせるもの ③過度な圧迫感を感じさせるもの。

■デザイン数（色校正数）が多い場合は、追加料金が発生する場合がございます。詳細はお問合せください。

■ゴールデンウィークと年末年始に関しては、14日間以上での掲出となります。

■阪急百貨店とJR「大阪」駅を結ぶ、カウントダウン表示のある横断歩道に面する電照式の媒体です。

掲出場所 サイズ（mm） 数 量
掲出開
始日

広告出料金（税 別）

7日 14日 21日 28日

御堂筋南口
（ 電 照 ）

H2,138×W3,891

3本

月曜日

1,900,000円 2,700,000円 3,500,000円 4,300,000円

2本 1,500,000円 2,150,000円 2,800,000円 3,450,000円

掲 出
位 置

点灯時間 7:00 ~ 24:00



Ｊ Ｒ 西 日 本

■税別料金です。消費税は別途加算させて頂きます。 ■デザイン料は、別途お見積致します。 ■電鉄のクライアント・デザイン審査がございます。

■広告料金には、意匠出力費・意匠取付撤去費・作業立会費が含まれております。

■掲出意匠は、周辺環境に調和したものとし、原色の色使いや華美なデザインは避け極力シンプルな表現でお願いします。

特に次の3点の規制項目にご注意いただくようお願い致します。

①肌の露出により広告効果を期待するもの ②身体的な安全を脅かすもの、あるいは不快感を起こさせるもの ③過度な圧迫感を感じさせるもの

■一部柱に配管設備が設置してありますので、意匠デザイン等に制約がかかります。

■ホーム上に掲出されますので、業務掲示板等と紛らわしい表現、運転及びホーム上の旅客の安全支障に関わる意匠は掲出できませんので、予めご了承下さい。

■ゴールデンウィークと年末年始に関しては、14日間掲出のみの扱いとなります。

大阪駅で乗降客が一番多い環状線ホームで、インパクトのある訴求ができる丸柱を利用したシート広告です。

JR西日本 大阪駅環状線ホームアドコラム

掲出場所 サイズ（㎜） 数 量 掲出開始日
広告料金（税別）

7日 14日

大阪駅環状線ホーム H2,350×W4,180

４本

（A・B・C・D）

月

3,000,000円 4,000,000円

３本

（A・B・C）
2,400,000円 3,250,000円

２本

（A・C）
1,800,000円 2,500,000円

■掲出位置図



【掲出イメージ】 【掲出位置図】

※3週間以上ご希望の場合、事前にお問合せください。
※事前に大阪ターミナルビル㈱のスケジュール確認が必要です。JRや大阪ターミナルビル㈱の自社使用期間や、アトリウム広場のイベントにより、掲出できない場合がございます。
※大阪ターミナルビル㈱のクライアント審査及び意匠審査が必要です。審査には時間を要しますので、余裕を持ったスケジュールで制作お願いいたします。
※イベントとの兼ね合いにより、申し込みの確定は掲出月の３ヶ月前からとなります。
※掲出意匠は、周りの環境に調和したものとし、原色の色使いや華美なデザインは避け、極力シンプルな表現でお願い致します。
※広告料金には、シート部分の出力費・取付撤去費・立会費を含みます。
※デザイン数(色校正数)が多い場合は、追加料金が発生する場合がございます。事前にご相談ください。
※お盆期間と年末年始の作業に関しては、別途費用が発生します。

掲出場所 規格サイズ（㎜） 数量
掲出
開始日

期間 広告料金（税別）

大阪駅アトリウム広場 H1,800×W2,400 2面 随時

7日 1,000,000円

14日 1,500,000円

●大阪駅中央口～グランフロント大阪の導線上にあり、通勤客や買い物客に効果的な訴求が可能です。●

JR西日本 O-VISION裏ツインシート



時空の広場から

時空の広場から下るエスカから撮影

O-VISION裏ツインシート

《ご注意事項》
この商品は、申請媒体商品です。

大阪ターミナルビル㈱が所有するO-VISIONの裏に設置する媒体となりますので、
事前に関係各署に事前協議が必要です。

掲出できない場合がございますので、予めご了承願います。

《お申込～決定までの流れ》

事前に関係各署に事前協議が必要となりますので、
必ず事前にお問合せをお願いいたします。

〔決定までの流れ〕
①JRや大阪ターミナルビル㈱が使用する予定の有無の確認
※使用の予定があれば、掲出できません。

②アトリウム広場でイベントを開催するクライアントと、お申込をいただく
クライアントとの競合等の確認。
※競合となった場合は、イベント利用のクライアントが優先となります。

以上の①②の確認が出来た段階で確定とさせていただきます。
複数のクライアントから同時期にお申込があった場合、先にお申込をい
ただいたクライアントを優先いたします。

※イベント利用クライアントが優先となります。
※実施予定日の３ヶ月前～申込可能となります。
（例えば、今が11月⇒翌年2月まで、12月なら翌年3月まで）

JR西日本



掲出場所 種別 サイズ（ｍｍ) 数量 開始日 掲出期間
広告料金（税 別）

新規 継続

大阪駅南口柵内

電照看板
+

オプション（シート）

看板：H2,090×W1,730 4面

毎月1日 1ヶ月

1,625,000円 962,500円
シート：H2,110×W1,645 2面

電照看板 看板：H2,090×W1,730 4面 975,000円 650,000円

JR西日本 大阪駅南口柵内セットボード

■税別料金です。消費税は別途加算させて頂きます。 ■事前に電鉄のクライアント・デザイン審査がございます。 ■デザイン料は、別途お見積致します。

■お申し込みが重複した場合は、掲出期間、掲出量等を鑑み、電鉄で決定いたします。 ■広告料金には意匠出力費、意匠取付撤去費、作業立会費を含みます。

■掲出意匠は、周辺環境に調和したものとし、原色の色使いや華美なデザインは避け極力シンプルな表現でお願い致します。特に次の３点の規制項目にご注意いただくようお願い致します。

①肌の露出により広告効果を期待するもの ②身体的な安全を脅かすもの、あるいは不安感を起こさせるもの ③過度な圧迫感を感じさせるもの

■掲出期間途中の意匠変更については別途費用が発生いたしますので、事前にご相談ください。 ■お盆期間・年末年始期間は作業費が割増料金となりますので、事前にお問い合わせください。

南口改札

御堂筋口改札

掲出
位置

：電照看板
：オプション（シート）

※ オプション（シート）のみの販売はしておりません。
※ オプション（シート）の連続使用は3ヶ月までとなります。3ヶ月以上になる場合は3ヶ月毎の貼替が必要となります。
※ 複数意匠掲出の場合は掲出指示書をご用意ください。

33 31
3032



掲出場所 仕様 サイズ（ｍｍ) 数量 開始日
掲出
期間

広告料金（税 別）

新規 継続

大阪駅西口
柵外通路仮囲い

シート
（周囲ビス止め）

フル H2,380×W6,000 1面

随時 1ヶ月

1,600,000円 294,000円

ハーフ
A or B

H2,380×W3,000 各1面 934,000円 174,000円

JR西日本 大阪駅西口仮囲い臨時シート

■税別料金です。消費税は別途加算させて頂きます。 ■事前に電鉄のクライアント・デザイン審査がございます。 ■デザイン料は、別途お見積致します。

■お申し込みが重複した場合は、掲出期間、掲出量等を鑑み、電鉄で決定いたします。 ■広告料金には意匠出力費、意匠取付撤去費、作業立会費を含みます。 ■周囲ビス止めのため、定期的な貼替の必要はございません。

■掲出意匠は、周辺環境に調和したものとし、原色の色使いや華美なデザインは避け極力シンプルな表現でお願い致します。特に次の３点の規制項目にご注意いただくようお願い致します。

①肌の露出により広告効果を期待するもの ②身体的な安全を脅かすもの、あるいは不安感を起こさせるもの ③過度な圧迫感を感じさせるもの

■掲出期間途中の意匠変更については別途費用が発生いたしますので、事前にご相談ください。 ■お盆期間・年末年始期間は作業費が割増料金となりますので、事前にお問い合わせください。

※当媒体は工事堀仮囲いを活用しているため、販売期間は2023年4月1日～2024年3月31日となる予定です。

※ハーフのみお申込みの場合、もう片方のハーフは引き続き販売となりますので、他社が入る場合がございます。

ただし、先にお申込みいただいたクライアントと同業の掲出はいたしませんので、ハーフが入っている場合は事前にお問い合わせください。

西口
改札

掲出
位置

：フル
：ハーフ

33 31 32

A B

AB



JR西日本 大阪駅西口仮囲い臨時シート

うめきた地下口
改札へ

西口
改札

①・②番線
ホームへ→

③・④番線
ホームへ→

⑤・⑥番線
ホームへ→

⑦・⑧番線
ホームへ→

⑨・⑩番線
ホームへ→

大阪駅西口（外観） 大阪駅西口（改札） うめきた地下口改札



掲出場所 サイズ(㎜) 数量 開始日 掲出期間 広告料金(税別)

京都駅
東地下通路

Ｈ1,890×Ｗ3,470 ２本 月曜

７日間 620,000円

14日間 830,000円

21日間 1,040,000円

28日間 1,250,000円

京都地下鉄烏丸線改札と、京都地下の大型商業施設の導線上の好立地に位置する柱巻きシート広告です。

JR西日本 京 都 駅 ア ド コ ラ ム

■税別料金です。消費税は別途加算させて頂きます。 ■電鉄のクライアント・デザイン審査がございます。 ■デザイン料は、別途お見積致します。
■広告料金には意匠出力費、意匠取付撤去費、作業立会費が含まれております。

■掲出意匠は、周辺環境に調和したものとし、原色の色使いや華美なデザインは避け極力シンプルな表現でお願い致します。特に次の３点の規制項目にご注意いただくようお願い致します。

①肌の露出により広告効果を期待するもの ②身体的な安全を脅かすもの、あるいは不安感を起こさせるもの ③過度な圧迫感を感じさせるもの。

■デザイン数（色校正数）が多い場合は、追加料金が発生する場合がございます。事前にご相談ください。

■ゴールデンウィークと年末年始に関しては、14日間以上での掲出となります。

■掲出位置

2023



京 都 駅 東 地 下 通 路 シ ー ト

■掲出位置

■税別料金です。消費税は別途加算させて頂きます。 ■電鉄のクライアント・デザイン審査がございます。 ■デザイン料は、別途お見積致します。

■広告料金には意匠出力費、意匠取付撤去費、作業立会費を含みます。

■掲出意匠は、周辺環境に調和したものとし、原色の色使いや華美なデザインは避け極力シンプルな表現でお願いいたします。

特に次の３点の規制項目にご注意いただくようお願いいたします。

①肌の露出により広告効果を期待するもの②身体的な安全を脅かすもの、あるいは不安感を起こさせるもの③過度な圧迫感を感じさせるもの。

■デザイン数(色校正数)が多い場合は、追加料金が発生する場合がございます。事前にご相談ください。

■ゴールデンウィークと年末年始に関しては、14日間以上での掲出となります。

設置場所 サイズ（㎜） 数量
掲出
開始日

広告料金(税別)

7日 14日 21日 28日

京都駅
東地下通路
改札内外

Ｈ2,200×Ｗ700
３面
(A・B・C)

月

386,000円 506,000円 626,000円 746,000円

プラス1

Ｈ2,200×Ｗ700
３面
(A・B・C)

472,000円 650,000円 829,000円 1,007,000円
Ｈ2,400×Ｗ1,090

１面
(D)

JR西日本

京都地下鉄烏丸線の乗り換え口にあたる改札付近に位置し、地下鉄乗降客や周辺大型商業施設等のご利用者にも訴求ができるシート広告です。



掲出場所 サイズ/ｍｍ 数量 掲出開始日 期間 広告料金（円・税別）

東口コンコース
改札側A
or

店舗側B

H2,000×W4,250

3本

月曜日

7日間 1,300,000

14日間 1,500,000

21日間 1,700,000

28日間 1,900,000

東口コンコース 6本

7日間 1,800,000

14日間 2,200,000

21日間 2,600,000

28日間 3,000,000

↑ポートライナー

JR西日本 三ノ宮駅アドコラム

※改札側Ａ・店舗側Ｂ、各3本個別に販売いたします。
片側３本に申込がある場合でも、残り３本については引き続き販売となりますので、
他社が入る場合がございます。ただし、先に申込済みのクライアントと同業の場合は、受付不可となります。
詳しくはお問合せください。

2023

■税別料金です。消費税は別途加算させて頂きます。 ■電鉄のクライアント・デザイン審査がございます。 ■デザイン料は、別途お見積致します。
■広告料金には意匠出力費、意匠取付撤去費、作業立会費が含まれております。

■掲出意匠は、周辺環境に調和したものとし、原色の色使いや華美なデザインは避け極力シンプルな表現でお願い致します。特に次の３点の規制項目にご注意いただくようお願い致します。

①肌の露出により広告効果を期待するもの ②身体的な安全を脅かすもの、あるいは不安感を起こさせるもの ③過度な圧迫感を感じさせるもの。

■デザイン数（色校正数）が多い場合は、追加料金が発生する場合がございます。事前にご相談ください。

■ゴールデンウィークと年末年始に関しては、14日間以上での掲出となります。



■税別料金です。消費税は別途加算させて頂きます。 ■電鉄のクライアント・デザイン審査がございます。 ■デザイン料は、別途お見積致します。
■新規の料金には意匠出力費・取付撤去費・作業立会費が含まれておりますが、継続料金には含まれておりません。 ■継続時の途中意匠変更は、別途費用が発生いたします。
■掲出意匠は、周辺環境と調和したものとし、原色の色使いや華美なデザインは避けシンプルな表現でお願いします。

特に次の3点の規制項目にご注意いただくようお願いします。
①肌の露出により広告効果を期待するもの ②身体的な安全を脅かすもの、あるいは不安感を起こさせるもの ③過度な圧迫感を感じさせるもの。
■デザイン数（色校正数）が多い場合は、追加料金が発生する場合がございます。事前にご相談ください。

■お盆期間と年末年始の作業に関しては、別途費用が発生します。

●掲出位置

商品 サイズ/ｍｍ 数量 期間 掲出開始日

広告料金（税別）

1ヶ月 継続1ヶ月あたり

中央コンコース
【484-1・484-2】

H2,000×W4,200 2本

1ヶ月 毎月1日

860,000円 260,000円

東コンコース北側
【484-3】

H2,000×W4,250 1本

500,000円 180,000円

東コンコース南側
【484-10】 690,000円 220,000円

待ち合わせや乗り換え客が多いエリアに位置する柱巻シート広告で、１ヶ月単位での掲出により、長期でのイメージ訴求が可能です。

JR西日本 三ノ宮駅アドコラム（長期）

484-1 484-2
484-3(北側) 484-10(南側)

484-1 484-2

484-10

484-3

2023



掲出場所 サイズ（ｍｍ) 開始日 掲出期間 広告料金（税 別）

和歌山駅
バス乗り場側壁面

Ｈ2,000
×

Ｗ4,000

月曜

7日間 365,000円

14日間 400,000円

21日間 435,000円

28日間 470,000円

継続（7日） 35,000円

Ｈ3,000
×

Ｗ4,000

7日間 464,000円

14日間 513,000円

21日間 562,000円

28日間 611,000円

継続（7日） 49,000円

JR「和歌山」駅の玄関口に掲出できる大型シート広告です。

JR西日本 和歌山駅フロントシート

■税別料金です。消費税は別途加算させて頂きます。 ■電鉄のクライアント・デザイン審査がございます。 ■デザイン料は、別途お見積致します。

■最大連続掲出期間は8週間までとします。 ■広告料金には意匠出力費、意匠取付撤去費、作業立会費が含まれております。 ■JRが業務用として使用する場合がございます。

■片方の面に申し込みが入った場合でも残りのもう片方の面は引き続き販売となりますので、他社が入る場合がございます。

■掲出意匠は、周辺環境に調和したものとし、原色の色使いや華美なデザインは避け極力シンプルな表現でお願い致します。特に次の３点の規制項目にご注意いただくようお願い致します。

①肌の露出により広告効果を期待するもの ②身体的な安全を脅かすもの、あるいは不安感を起こさせるもの ③過度な圧迫感を感じさせるもの。

■ゴールデンウィークと年末年始に関しては、14日間以上での掲出となります。

■左右どちらでも2×4m、3×4mでの掲出可能です。



高槻駅

※税別料金です。消費税は別途加算させて頂きます。 ※電鉄のクライアント・デザイン審査がございます。 ※デザイン料は、別途お見積致します。

※広告料金には意匠出力費、意匠取付撤去費、作業立会費を含みます。

※最長掲出期間８期（継続可能期間最長４期・継続のお申込みに関しては３週間前の月曜日から１週間ごとに申込み可能です。）

※デザイン数（色校正数）が多い場合は、追加料金が発生する場合がございます。事前にご相談ください。

※ゴールデンウィークと年末年始に関しては、14日間以上での掲出となります。

掲出駅
媒体
番号

掲出場所 サイズ(ｍｍ) 数量
掲出
開始日

広告料金（税 別）

7日 14日 21日 28日
継続
7日あたり

草津 100 改札外通路 H800×W3,000 1枚(2面)

月

420,000円 460,000円 500,000円 540,000円 40,000円

京都 149 東地下改札外通路 H800×W3,000 1枚(2面) 420,000円 492,000円 564,000円 636,000円 72,000円

高槻 147 改札外通路 H770×W3,000 1枚(2面) 420,000円 488,000円 556,000円 624,000円 68,000円

摂津富田
58・59
セット

改札外通路 H400×W2,500 2枚(4面) 320,000円 348,000円 376,000円 404,000円 28,000円

吹田 102 中央口改札外通路 H800×W3,000 1枚(2面) 332,000円 360,000円 388,000円 416,000円 28,000円

元町 88 東口改札内階段通路 H1,000×W3,000 2枚(4面) 556,000円 640,000円 724,000円 808,000円 84,000円

明石 99 改札外通路 H1,000×W4,000 1枚(2面) 400,000円 460,000円 520,000円 580,000円 60,000円

伊丹 23 改札内通路 H800×W3,000 1枚(2面) 404,000円 448,000円 492,000円 536,000円 44,000円

フ ラ ッ グ 広 告JR西日本 2023



J   R

■掲出サイズ

自動改札ステッカーJR西日本

線別 駅名
掲出
開始日

広告料金（税別） 納品枚数

7日 14日 正面部 天部

全線区 上記掲出駅全て

木

2,420,000円 3,904,000円 560 760

大阪環状線
大阪・福島・野田・西九条・弁天町・大正・芦原橋・今宮・新今宮・天王寺・寺田町・

桃谷・鶴橋・玉造・森ノ宮・大阪城公園・京橋・桜ノ宮・天満
1,440,000円 2,450,000円 270 360

琵琶湖線 草津・石山・大津・山科 78,000円 118,000円 25 35

JR京都線 京都・長岡京・高槻・茨木・新大阪 216,000円 352,000円 45 65

JR神戸線
尼崎・西宮・芦屋・住吉・六甲道・三ノ宮・元町・神戸・兵庫・須磨・垂水・

舞子・明石・西明石・加古川・姫路
522,000円 820,000円 150 190

学研都市線 放出・住道・四条畷 55,000円 83,000円 20 25

JR宝塚線 伊丹・川西池田・宝塚・西宮名塩・三田・新三田 99,000円 147,000円 35 45

大和路線 JR難波・久宝寺・王寺・奈良 84,000円 128,000円 30 35

阪和線 堺市・三国ヶ丘・鳳・和泉府中・東岸和田 89,000円 132,000円 30 40

■掲出駅

天部

※税別料金です。消費税は別途加算させて頂きます。 ※デザイン料は、別途お見積致します。 ※電鉄のクライアント・デザイン審査がございます。

※広告料金には意匠取付撤去費を含みます。 ※ステッカーは別途、納品をお願いいたします。

※駅リニューアル工事等により、掲出枚数が変更になる場合がございます。 ※ゴールンウィーク、年末年始に関しては、14日間掲出のみの扱いとなります。

※大阪駅はうめきた地下口・西口は含みません。

仕様：
newエコサイクル白A2-S
※後面にスリットを入れてください。

正面部



掲出
位置

■税別料金です。消費税は別途加算させて頂きます。
■電鉄のクライアント・デザイン審査がございます。 ■デザイン料は、別途お見積致します。
■掲出希望場所を申請頂き、JR西日本からの掲出許可が必要となります。
許可が下りず、掲出ができない場合がございます。
■広告料金には意匠出力費、意匠取付撤去費、作業立会費、清掃費を含みます。
■５㎡以外のフロアシートの広告料金は、別途お問合せください。
■変形の場合は最大長さで計算します。
■右記の駅以外に関しては、別途お問合せください。
■お盆期間と年末年始の作業に関しては、別途費用が発生します。

申 込

フロアシート（申請媒体） ■流動が多い改札口付近に掲出することで、高い視認効果を得ることが可能。

等級 駅
５㎡あたり広告料金

（税別）

S 大阪 1,027,000円

1 京都 760,000円

2 天王寺 727,000円

3 三ノ宮・京橋 680,000円

4 新大阪 640,000円

5 神戸・鶴橋 607,000円

6 尼崎・元町・明石・姫路・新今宮 580,000円

７
立花・芦屋・住吉・六甲道・垂水・西明石・西九条・弁天町・
福島・森ノ宮・住道 554,000円

８

西大路・長岡京・摂津富田・千里丘・岸辺・吹田・塚本・甲子園
口・西宮・摂津本山・兵庫・新長田・朝霧・大久保・加古川・
王寺・久宝寺・大正・寺田町・桃谷・玉造・桜ノ宮・天満・
四条畷・放出・伊丹・川西池田・三田・三国ヶ丘・鳳

534,000円

９
桂川・甲南山手・須磨・魚住・土山・東加古川・宝殿・柏原・
志紀・八尾・野田・大阪城公園・安治川口・桜島・長尾・
河内磐船・野崎・堺市・東岸和田

520,000円

10
JR総持寺・東淀川・さくら夙川・鷹取・加美・星田・忍ヶ丘・
塚口・猪名寺・中山寺・杉本町・上野芝・津久野 500,000円

11

～
15

向日町・島本・須磨海浜公園・塩屋・法隆寺・大和小泉・
京田辺・松井山手・津田・我孫子町・北信太・久米田・山崎・
曽根・郡山・高井田・芦原橋・同志社前・寝屋川公園・北伊丹・
美章園・南田辺・鶴ヶ丘・長居・百舌鳥・富木・木津・藤阪・
信太山・下松・御着・加茂・三郷・浅香・東貝塚

476,000円

＜1ヶ月あたりの料金(5㎡以上からの販売)＞

JR西日本



JR西日本 姫 路 駅 フ ロ ア 広 告

■税別料金です。消費税は別途加算させて頂きます。 ■電鉄のクライアント・デザイン審査がございます。 ■デザイン料は、別途お見積致します。
■広告料金には意匠出力費、意匠取付撤去費、作業立会費、清掃費が含まれております。 ■上記のサイズを超える場合は別途広告料金を算出致します。

■掲出意匠は、周辺環境に調和したものとし、原色の色使いや華美なデザインは避け極力シンプルな表現でお願い致します。

特に次の３点の規制項目にご注意いただくようお願い致します。

①肌の露出により広告効果を期待するもの ②身体的な安全を脅かすもの、あるいは不安感を起こさせるもの ③過度な圧迫感を感じさせるもの。

■デザイン数（色校正数）が多い場合は、追加料金が発生する場合がございます。詳細はお問合せください。

■お盆期間と年末年始の作業に関しては、別途費用が必要です。

■通常の申請媒体より短い申請期間（申込から掲出まで1ヶ月以内）で掲出可能です。改札前やエスカレーターのふもとに位置しており乗降客との接触が多い媒体です。

掲出場所 サイズ 数 量 掲出期間 掲出開始日 広告出料金（税 別）

上図参照 5㎡ 1面あたり 1ヶ月 随時 580,000円

掲 出
位 置

（スピード臨時媒体）

〈周辺流動数〉
（柵内）平日：101,000人，休日：72,000人
（柵外）平日：88,000人，休日：84,000人

(2018年度京阪神JR主要駅流動調査)



JR西日本 天王寺駅梁シート広告

■税別料金です。消費税は別途加算させて頂きます。 ■電鉄のクライアント・デザイン審査がございます。 ■デザイン料は、別途お見積致します。
■広告料金には意匠出力費、意匠取付撤去費、作業立会費が含まれております。
■掲出意匠は、周辺環境に調和したものとし、原色の色使いや華美なデザインは避け極力シンプルな表現でお願い致します。

特に次の３点の規制項目にご注意いただくようお願い致します。

①肌の露出により広告効果を期待するもの ②身体的な安全を脅かすもの、あるいは不安感を起こさせるもの ③過度な圧迫感を感じさせるもの。

■デザイン数（色校正数）が多い場合は、追加料金が発生する場合がございます。詳細はお問合せください。

■お盆期間と年末年始の作業に関しては、別途費用が必要です。

■通常の申請媒体より短い申請期間（申込から掲出まで1ヶ月以内）で掲出可能です。

天王寺駅中央コンコースの内照式の梁を利用した大型媒体で、視認性も良く迫力のある広告展開が可能です。

掲出場所 サイズ（ｍｍ） 掲出期間 掲出開始日 数 量 広告出料金（税 別）

中央コンコース上部
電照梁

梁①～④：
H850×W1,255×4枚

梁⑤：H875×W1,240×4枚
1ヶ月 随時

10箇所 5,000,000円

5箇所 2,500,000円

4箇所 2,000,000円

掲 出
位 置

（スピード臨時媒体）

〈周辺流動数〉
平日：223,000人，休日：226,000人

(2019年度京阪神JR主要駅流動調査)
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