
座席のすぐ横、窓枠部分に吊下げるタイプのポスター広告です。
１週間からご利用いただけますので、短期間の告知・募集などに効果的です。

税抜 税込 税抜 税込

1枚 ¥600 ¥660 ¥900 ¥990

1枚 ¥1,100 ¥1,210 ¥1,650 ¥1,815

1枚 ¥1,400 ¥1,540 ¥2,100 ¥2,310

1枚 ¥1,600 ¥1,760 ¥2,400 ¥2,640

1枚 ¥400 ¥440 ¥600 ¥660
※着脱費を含みます

バスの天井近く、窓の上部分に掲出するタイプのポスター広告です。
数枚連続しての掲出等も可能ですので、一度ご相談ください。

税抜 税込 税抜 税込

1枚 ¥1,600 ¥1,760 ¥2,400 ¥2,640

1枚 ¥6,000 ¥6,600 ¥9,000 ¥9,900

1枚 ¥10,000 ¥11,000 ¥15,000 ¥16,500

1枚 ¥1,600 ¥1,760 ¥2,400 ¥2,640
※着脱費を含みます

● 特殊車両（高速バス・リムジンバス等）及び契約車両等を除いた一般路線バス車両・堺シャトルバス車両が

   広告対象車両となります。

● 掲出場所の指定はできません。

● 一般路線バスは営業所単位、堺シャトルバスは7両一括でご契約いただきます。（車両数は下記をご覧ください）

堺 東山 泉北 河内長野 光明池 W泉南 W岸和田
80 50 55 34 70 26 18
7 - - - - - -

● 広告の内容によっては、お断りもしくは内容の変更をお願いする場合がございます

● 当社の責によらない広告物の破損等につきましては、責任を負いかねます

● B3横型の非立体のポスターをご用意ください。

　　【中吊り】ポスターの上部分（約3㎝）を金具で留めるため、デザインにご注意ください。

　　【Ｒ部】ポスターの上下（約1.5㎝）を金具で留めるため、デザインにご注意ください。

運転席の後ろや乗車口などに設置するパンフレット広告です。
各種クーポン類の配布や詳細の告知などにご利用いただけます。
ポスター広告などと併せることで、より効果が期待できます。

税抜 税込

１両 ¥3,400 ¥3,740
※着脱費を含みます

高速バスやリムジンバスなどの全席着席型バスの座席ポケットへ設置するパンフレット広告です。
遠方からのお客様が多く利用されますので、誘致やＰＲ効果が期待できます。

税抜 税込

１両 ¥5,400 ¥5,940
※着脱費を含みます

期間 単位

2022年10月1日現在

期間 単位

期間 単位

料金

１週間

２週間

座席パンフレット広告（高速バス・リムジンバス）

車内広告(1)

営業所
一般路線バス車両数

堺シャトル

堺シャトル

１ヶ月間

６ヶ月間

１年間

追加　１ヶ月間

料金

３週間

1ヶ月間

追加　１週間

要相談

料金

単位
料金

南海バス　広告料金について

吊下げパンフレット広告

中吊りポスター広告

Ｒ部ポスター（窓上ポスター）広告

一般路線バス

【中吊り・Ｒ部ポスター広告注意事項】

一般路線バス

堺シャトルバス車両数

１ヶ月間

期間



特殊車両の運転席背面に設置してありますＴＶモニターに広告を表示します。
路線が限定されるため、沿線の広告に適しています。

税抜 税込

7両 ¥204,000 ¥224,400

10両
※別途制作費がかかります

運転席横の天井にプレートを掲出いたします。
社名の周知に効果があります。

税抜 税込

10枚 ¥120,000 ¥132,000
※別途制作費がかかります

紹介文とお名前を車内にて放送いたします。
最寄停留所のご案内等にご利用いただけます。
※ご指定のバス停により放送回数・料金等が異なります。

運転席の背面広告枠へポスターの掲出を行います。

● 特殊車両（高速バス・リムジンバス等）には掲出が出来ません

● 広告の内容によっては、お断りもしくは内容の変更をお願いする場合がございます

● 当社の責によらない広告物の破損等につきましては、責任を負いかねます

● B3横型の非立体のポスターをご用意ください

単位

5枚

※媒体を問わず、下記内容に該当するものについては掲載をお断りいたします。
また、広告掲載期間中であっても下記内容に該当すると当社が判断した場合は掲出を停止いたします。

● 法令により掲出を禁止されているもの
● 風致、美観を損なうもの
● 旅客・公衆に不快の念を与えるもの
● 公の秩序・善良の風俗に反するもの
● 政治的・宗教的または思想的意図のあるもの
● その他当社の業務上支障のあるもの

６ヶ月間

料金
期間 単位

泉北コミュニティ

天井吊り広告

お問い合わせください

南海バス　広告料金について

ＴＶフォト広告（堺シャトル・泉北コミュニティ）

堺シャトル

2022年10月1日現在

料金
媒体 単位

車内広告(2)

車内放送広告　（指定広告代理店 株式会社ケイエムアドシステムへご連絡ください 06-6374-1931）

運転席背面ポスター広告　（指定広告代理店 株式会社本州堂へご連絡ください 06-6245-7500）

期間

１年間

【運転席背面ポスター広告注意事項】

料金

お問い合わせください

料金

お問い合わせください

期間

1年間



南海バス　広告料金について

街中を走る一般路線バスの車体に広告を掲出いたします。
水や汚れに強い特殊加工が施されたシートを使用いたしますので、長期掲出が可能です。
● 車両によって車体の細部（ライトの位置・排気口の位置等）に違いがございます
● 車両運用の関係上、路線（系統）の指定はできません
● 特殊車両（高速バス・リムジンバス等）及び契約車両等を除いた一般路線バス車両が広告対象車両となります

税抜 税込

1年間 1面 ¥360,000 ¥396,000

1年間 1面 ¥360,000 ¥396,000

1年間 1面 ¥204,000 ¥224,400

1年間 1面 ¥192,000 ¥211,200
※別途制作費・着脱費がかかります

一般路線バスの窓部へ広告ステッカーを貼付いたします。
水や汚れに強い特殊加工が施されたステッカーを使用いたします。
● 車両により貼る位置が異なります
● 車両運用の関係上、路線（系統）の指定はできません
● 特殊車両（高速バス・リムジンバス等）及び契約車両等を除いた一般路線バス車両が広告対象車両となります

税抜 税込

1年間 2枚/1両 ¥42,000 ¥46,200

1年間 1枚 ¥54,000 ¥59,400
※別途制作費がかかります

当社の所有するバス車庫の看板に広告を掲出いたします。
立地等ご確認の際はご連絡ください。

税抜 税込

１年間 1面 ¥200,000 ¥220,000
※別途制作費がかかります

バス停の標柱へ広告を掲出いたします。
立地等ご確認の際はご連絡ください。

税抜 税込

1年間 2面/1基 ¥144,000 ¥158,400
※別途制作費がかかります

※媒体を問わず、下記内容に該当するものについては掲載をお断りいたします。
また、広告掲載期間中であっても下記内容に該当すると当社が判断した場合は掲出を停止いたします。
● 法令により掲出を禁止されているもの
● 風致、美観を損なうもの
● 旅客・公衆に不快の念を与えるもの
● 公の秩序・善良の風俗に反するもの
● 政治的・宗教的または思想的意図のあるもの
● その他当社の業務上支障のあるもの

車外広告

期間

単位期間
料金

単位

2022年10月1日現在

車体ラッピング広告　（指定広告代理店 株式会社本州堂へご連絡ください 06-6245-7500）

料金

窓貼りステッカー広告

バス車庫内広告看板（屋外広告含む）

後部窓貼りステッカー

側面窓両面ステッカー

後部ラッピング（小）

側面ラッピング（小）

後部ラッピング（大）

側面ラッピング（大）

料金
媒体 単位期間

料金
単位期間媒体

バス停広告


