
ShizutetsuAD.

　■掲出場所 新静岡駅　改札口内側（階段下）、改札口外側（センター入口）

　■乗降人員 6,775,660人/年間（平成17年度）

　■販売単位 １枚～2枚

　■掲出期間 １ヶ月～6ヶ月（6ヶ月以上の場合は再度制作していただきます。）

　■広告素材 ステッカー ノンスリップ加工 四隅Ｒ加工 再剥離シート

　■広告サイズ Ｈ3,000×Ｗ3,000（mm）

　■制作施工料 157,500円（税込）※デザイン料等は含まれておりません。

本体価格
新静岡駅 消費税

税込

アド・フロア
S003-0604Y

静鉄で最も乗降客の多い新静岡駅の改札口で
巨大なステッカー広告が乗客の目を捕らえます。

ご契約内容

広告掲出料金および制作施工費

掲出場所 料金
広告掲出料 制作施工料

全枠数
1ヶ月 （１枚）

100,000 150,000
25,000 7,500

105,000 157,500



ShizutetsuAD.

　■設置駅 新静岡１０、草薙１０、狐ヶ崎６、新清水１０

　■掲出場所 プラットホームおよびコンコース上部

　■販売単位 ５本または３本 １セット

　■掲出期間 １ヶ月～１年

　■広告素材 ターポリン両面印刷

　■サイズ＆制作料施工料 下記参照 ※デザイン料等は含まれておりません。

25,000 75,000
1,250 3,750

26,250 78,750
20,000 50,000
1,000 2,500

21,000 52,500
12,000 30,000

600 1,500
12,600 31,500

※制作の際は直径20mmのパイプが通るように加工してください。

アド･フラッグ
S006-0604Y

4つの駅にある柱に設置するフラッグ広告！
縦に並んだ広告が、見た者の印象に強く残ります。

ご契約内容

広告掲出料金および制作施工費

掲出場所 料金
広告掲出料

１ヶ月
制作施工料

1セット
サイズ 全枠数

新静岡
（５本）

本体 H1,000
×

W600

2

消費税
税込

草薙
新清水
（５本）

本体

H600
×

W500

消費税
税込

狐ヶ崎
（３本）

本体
消費税
税込



ShizutetsuAD.

　■掲出場所 藤枝駅北口バスターミナル内
③のりば正面付近

　■販売単位 １面～、ワイド利用も可

　■掲出期間 １年間

　■広告素材 表面プリントまたはペイント

　■広告サイズ H1,170 ×W2,600  （mm）

　■制作施工料 63,000円（税込）※デザイン料等は含まれておりません。

本体価格
藤枝駅前 消費税

税込

藤枝駅前サイン
S008-0703Y

藤枝駅前の建植看板が07年4月にリニューアル！
毎日ご利用いただくお客様への反復訴求効果は強力です。

ご契約内容

広告掲出料金および制作施工費

掲出場所 料金
広告掲出料 制作施工料

全枠数
1ヶ年 （１枚）

160,000 60,000
108,000 3,000

168,000 63,000



ShizutetsuAD.

　■掲出場所 相良バスターミナル（相良営業所）
国道473号側フェンス

　■販売単位 １面～

　■掲出期間 １年間

　■広告素材 サインボード（アルミ複合板）、表面プリント

　■広告サイズ H1,140 ×W1,930 （mm）※ボード間60mm

　■制作施工料 35,700円（税込）※デザイン料等は含まれておりません。

本体価格
相良ＢＴ 消費税

税込
※先着で右から順の掲出になります。

相良BTサイン
S010-0604Y

相良営業所バスターミナル、Ｒ473沿いのフェンス広告です。
ドライバー向けの案内看板、広告看板として効果を発揮します。

ご契約内容

広告掲出料金および制作施工費

掲出場所 料金
広告掲出料 制作施工料

全枠数
1ヶ年 （１枚）

40,000 34,000
182,000 1,700

42,000 35,700



ShizutetsuAD.

　■掲出場所 東部団地線 東部団地バス停（終点）
待合所フェンス

　■販売単位 １面～

　■掲出期間 １年間

　■広告素材 サインボード（アルミ複合板）、表面プリント

　■広告サイズ 左からH1,470 ×W1,760（mm）　H1,470 ×W1,060 （mm）

H870 ×W1,820（mm）　H870 ×W1,890（mm）　H870 ×W1,830（mm）　

　■制作施工料 28,350円（税込）～36,750円（税込）
※デザイン料等は含まれておりません。

本体価格
左２面 消費税

税込
本体価格

右３面 消費税
税込

東部団地サイン
S011-0604Y

東部団地のバス反転地にある広告看板です。
地域住人、ドライバー向けにお求め易い価格で広告が可能です。

ご契約内容

1,750

広告掲出料 制作施工料

広告掲出料金および制作施工費

掲出場所 料金 全枠数

2

63,000 36,750

1ヶ年 （１枚）
60,000 35,000

3,000

60,000 27,000
33,000 1,350

63,000 28,350



ShizutetsuAD.

　■掲出場所 電車駅ホームおよびコンコース、電車内（運転席後部）

　■販売単位 ①全駅 １５駅
②主要駅 ４駅 （新静岡･柚木･草薙･新清水）
③電車 全１２編成

　■掲出期間 ４週間～

　■掲出サイズ Ａ4ワイド版

本体価格
消費税
税込

本体価格
消費税
税込

本体価格
主要駅 消費税

税込
本体価格

電車 消費税
税込

※広告料にはメンテナンス料が含まれています。※広告物は当社指定場所に搬入してください。

アド･インフォ ステーション
S012-0604Y

各駅・電車内にあるフリーペーパーのラックです。
高い消化率実績によりクライアントのニーズの多い媒体です。

ご契約内容

広告掲出料金および制作施工費

掲出場所 広告物形状 料金
広告掲出料

全枠数
（4ヶ週）

全駅

パンフレットサイズ
84,000

74,200
88,200

マガジンサイズ
126,000

26,300
132,300

パンフレットサイズ
33,600

51,680
35,280

パンフレットサイズ
30,000

41,500
31,500



ShizutetsuAD.

　■掲出場所 相良バスターミナル（相良営業所）
国道473号側フェンス

　■販売単位 １面～

　■掲出期間 １年間

　■広告素材 サインボード（アルミ複合板）、表面プリント

　■広告サイズ H1,820 ×W1,600 （mm）※ボード間100mm

　■制作施工料 31,500円（税込）※デザイン料等は含まれておりません。

本体価格
相良ＢＴ 消費税

税込
※先着で右から順の掲出になります。

榛原BTサイン
S013-0604Y

榛原バスターミナル、乗車場所のサイン広告です。
ドライバー、バスの乗客に向けて効果を発揮します。

ご契約内容

広告掲出料金および制作施工費

掲出場所 料金
広告掲出料 制作施工料

全枠数
1ヶ年 （１枚）

60,000 30,000
23,000 1,500

63,000 31,500



ShizutetsuAD.

　■掲出場所 新清水駅改札口及び駅窓口上部壁面

　■乗降人員 2，504,561人／年（新清水駅　平成17年度）

　■販売単位 １面（全５面）

　■掲出期間 １年（以後更新型）

　■広告素材 ＬＥＤ看板　アクリル内照式

　■広告サイズ H640 ×W2,740 （mm）　改札口上部
H640 ×W1,740 （mm）　駅窓口上部

　■制作施工料 47,250円（税込）※改札口上部
42,000円（税込）※駅窓口上部
※デザイン料等は含まれておりません。

制作施工料
（１枚）

本体価格 45,000
消費税 2250
税込 47250

本体価格 40,000
消費税 2000
税込 42000

新清水駅ＬＥＤ内照式壁面広告
S016-0604Y

新清水駅改札口及び駅窓口上部にある壁面広告です。
ＬＥＤ内照式の広告が通行人の視線を強制的に捕らえます。

ご契約内容

広告掲出料金および制作施工費

掲出場所 サイズ 料金
広告掲出料

全枠数
1年間

313,000
273,000

H640　X　W1,740(mm)
【見寸H604　X　W1,704(mm)】

駅窓口上部

180,000
29,000

189,000

新清水駅

H640　X　W2,740(mm)
【見寸H604　X　W2,704(mm)】

改札口上部

260,000



ShizutetsuAD.

　■掲出場所 駿遠運送大井川倉庫
150号沿い

　■販売単位 １面（全３面）

　■掲出期間 １年（以後更新型）

　■広告素材 表面プリントまたはペイント

　■広告サイズ H1,200×W3,000 （mm）　

　■制作施工料 63,000円（税込）※デザイン料等は含まれておりません。

制作施工料
（１枚）

本体価格 60,000
消費税 3000
税込 63,000

駿遠運送大井川倉庫サイン
S017-0604Y

駿遠運送大井川倉庫内、150号沿いにある広告看板です。
ドライバー向け案内看板、広告看板として効果を発揮しま

ご契約内容

広告掲出料金および制作施工費

掲出場所 サイズ 料金
広告掲出料

全枠数
1年間

駿遠運送
大井川倉

庫
H1,200×W3,000（mm）

100,000
35,000

105,000



ShizutetsuAD.

　■掲出場所 新清水駅改札口外側

　■乗降人員 2,792,434人/年間（平成19年度）

　■販売単位 １枚

　■掲出期間 １ヶ月～3ヶ月（3ヶ月以上の場合は再度制作していただきます。）

　■広告素材 ステッカー ノンスリップ加工 四隅Ｒ加工 再剥離シート（外貼用）

　■広告サイズ Ｈ3,000×Ｗ3,000（mm）

　■制作施工料 210,000円（税込）※デザイン料等は含まれておりません。

本体価格
新清水駅 消費税

税込

アド・フロア
S018-0810Y

清水の窓口新清水駅の改札口で
巨大なステッカー広告が乗客の目を捕らえます。

不動産広告の販売に効果がありました！

ご契約内容

広告掲出料金および制作施工費

掲出場所 料金
広告掲出料 制作施工料

全枠数
1ヶ月 （１枚）

100,000 200,000
15,000 10,000

105,000 210,000



ShizutetsuAD.

　■掲出場所 新清水駅改札口内側上部及び券売機上部壁面

　■乗降人員 2，404,291人／年（新清水駅　平成20年度）

　■販売単位 １面（全5面）

　■掲出期間 １年（以後更新型）

　■広告素材 ＬＥＤ看板　アクリル内照式

　■広告サイズ H640 ×W1,740 （mm）

　■制作施工料 42,000円（税込）
※デザイン料等は含まれておりません。

制作施工料
（１枚）

本体価格 40,000
消費税 2000
税込 42000

本体価格 40,000
消費税 2000
税込 42000

新清水駅ＬＥＤ内照式壁面広告（改札内側・券売機上）
S020-0909Y

新清水駅改札内上部及び券売機上部にある壁面広告です。
ＬＥＤ内照式の広告が通行人の視線を強制的に捕らえます。

改札口内側上部 券売機上部

ご契約内容

広告掲出料金および制作施工費

掲出場所 サイズ 料金
広告掲出料

全枠数
1年間

212,000
252,000

H640　X　W1,740(mm)
【見寸H604　X　W1,704(mm)】

券売機上部

180,000
39,000

189,000

新清水駅

H640　X　W1,740(mm)
【見寸H604　X　W1,704(mm)】

改札口内側上部

240,000



ShizutetsuAD.

　■掲出場所 新清水駅改札外側（ファミリーマート側上部）

　■乗降人員 2,249,483人／年（新清水駅　平成21年度）

　■販売単位 2面

　■掲出期間 １年（以後更新型）

　■広告素材 ＬＥＤ看板　アクリル内照式

　■広告サイズ H640 ×W2,740 （mm）

　■制作施工料 42,000円（税込）
※デザイン料等は含まれておりません。

制作施工料
（１枚）

本体価格 40,000
消費税 2,000
税込 42,000

新清水駅ＬＥＤ内照式壁面広告（ファミリーマート側）
S021-1006Y

新清水駅改札外ファミリーマート側上部壁面広告です
ＬＥＤ内照式の広告が通行人の視線を強制的に捕らえます。

ご契約内容

広告掲出料金および制作施工費

掲出場所 サイズ 料金
広告掲出料

全枠数
1年間

新清水駅
H640　X　W2,740(mm)
【見寸H604　X　W2,704(mm)】

改札外（ファミリーマート側上部）

240,000
212,000

252,000


