
両備グループ交通広告 岡山市販売促進補助金活用 広告パッケージ一覧   (小規模事業者さま向け) 2020年夏

●路線バス
No. 媒体種 掲出イメージ エリア / 実施台数 掲出期間 掲出料金

材料費(予備含)
/施工費

デザイン料 合計 補助金活用後の
ご負担額（注）

備考

2-1

車内ポスター（天井アーチ部）
B3横⻑（515mm*364mm）

特徴：着席時に目に留まり やすい、
            最もポピュラーな車内媒体

岡山駅発着

40台 ¥48,800 ¥14,400 ¥35,000~ ¥98,200 ¥0

2-２

車内ポスター（運転席後部）
B3横⻑（515mm*364mm）

特徴：両替時や降車時に必ず目に留まる
            人気の車内媒体

岡山駅発着

25台 ¥46,250 ¥12,750 ¥35,000~ ¥94,000 ¥0

No. 媒体種 掲出イメージ エリア / 実施台数 掲出期間 掲出料金
材料費(予備含)

/施工費
デザイン料 合計 補助金活用後の

ご負担額（注）
備考

2-3

乗降⼝横 ⼾袋内側ステッカー
550㎜*720㎜

特徴：車内では最も表示面積が大きく、
           高いリーチが見込める車内媒体

岡山駅発着便

6台 ¥36,000 ¥27,000 ¥35,000~ ¥98,000 ¥0

2-4

側面窓 両面ステッカー
150㎜*450㎜

特徴：車内だけでなく車外に 対しても
            PRできるリーズナブルな媒体

岡山駅発着便

15台 ¥22,500 ¥37,500 ¥35,000~ ¥95,000 ¥0

（注）小規模事業者様の場合

●タクシー  （広告媒体としては岡山県下初！）
No. 媒体種 掲出イメージ エリア / 実施台数 掲出期間 掲出料金 材料費/施工費 デザイン料 合計 補助金活用後の

ご負担額（注）
備考

2-5

リアウィンドウ大型ステッカー
150mm*1000mm

特徴：後続車両や往来からよく見え、
   認知度の拡大に貢献します

岡山市内中心部

５台 1ヶ月間 ¥22,500 ¥35,000 ¥35,000~ ¥92,500 ¥0 所属営業所指定不可

（注）小規模事業者様の場合

●フェリー（小豆島フェリーグループ ホームページ）
No. 媒体種 掲出期間 デザイン費 合計 補助金活用後の

ご負担額（注）
備考

2-6

小豆島フェリーグループ
オフィシャルサイトバナー広告A

248×248ピクセル

¥30,000~ ¥70,000 ¥0
月間平均ページビュー数：

約30,000PV

2-7

小豆島フェリーグループ
オフィシャルサイトバナー広告B

248×248ピクセル

¥30,000~ ¥60,000 ¥0
月間平均ページビュー数：

約30,000PV

（注）小規模事業者様の場合

※１
※２
※３
※４ デザイン等広告内容によって掲出をお断りする場合や、修正をお願いする場合がございます。
※５ 岡山市販売促進補助金の申請・受給にあたっては、補助金交付要綱その他関係資料をご確認ください。（岡山市HP：https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000022210.html）

【お問合せ先】
株式会社トーキョー・リョービ 広告部 担当：守屋
TEL：086-270-8080 FAX：086-270-8001 メールアドレス：moriya@tokyo-ryobi.jp
お気軽にお問合せください。

掲出イメージ 掲出料金

上）トップページ中段 バナー
https://ryobi-shodoshima.jp/

下）時刻表中段 バナー
https://ryobi-shodoshima.jp
/time/

¥40,000

上）トップページ中段 バナー
https://ryobi-shodoshima.jp/

下）時刻表中段 バナー
https://ryobi-shodoshima.jp
/time/

¥30,000

2ヶ月間

【備考】
表記金額は全て税別となります。
デザイン料は、PRされたい写真素材、企業ロゴ等、必要な画像データをお客様よりご提供いただいた場合の最低金額です。写真撮影、イラスト等、ご要望によって追加金額が発生いたします。
掲出枠は決定優先となりますので、枠の空き状況によって掲出をお待たせする場合や、お引き受けできない場合があります。

路線指定不可

10日間 路線指定不可

1ヶ月間



両備グループ交通広告 岡山市販売促進補助金活用 広告パッケージ一覧 （中小企業さま向け） 2020年夏

●路線バス

No. 媒体種 掲出イメージ
エリア

(カッコ内は実施台数)
掲出期間 掲出料金

材料費(予備含)
/施工費

合計
補助金活用後の
ご負担額（注）

備考

1 岡山県内運行 全車（232台） ¥279,000 ¥55,000 ¥334,000 ¥134,000

2 岡山駅発着 全車（194台） ¥234,000 ¥51,000 ¥285,000 ¥85,000

3 岡山駅発着 一部車両（60台） ¥73,000 ¥16,000 ¥89,000 ¥0 路線指定不可

4
岡山電気軌道所属 全車（134台）

※岡山市内のみ
¥162,000 ¥35,000 ¥197,000 ¥0

5
両備バス所属 全車（98台）

※岡山市、倉敷市、⽟野市、瀬⼾内市
¥117,000 ¥31,000 ¥148,000 ¥0

6 岡山県内運行 全車（232台） ¥493,000 ¥75,000 ¥568,000 ¥368,000

7 岡山駅発着 全車（194台） ¥359,000 ¥61,000 ¥420,000 ¥220,000

8 岡山駅発着 一部車両（60台） ¥111,000 ¥27,000 ¥138,000 ¥0 路線指定不可

9
岡山電気軌道所属 全車（134台）

※岡山市内のみ
¥285,000 ¥45,000 ¥330,000 ¥130,000

10
両備バス所属 全車（98台）

※岡山市、倉敷市、⽟野市、瀬⼾内市
¥210,000 ¥41,000 ¥251,000 ¥51,000

No. 媒体種
エリア

(カッコ内は実施台数)
掲出期間 掲出料金/月

材料費(予備含)
/施工費

合計
補助金活用後の
ご負担額（注）

備考

11 岡山駅発着便（10台） ¥60,000 ¥45,000 ¥105,000 ¥0

12 岡山駅発着便（20台） ¥120,000 ¥90,000 ¥210,000 ¥10,000

13 岡山駅＋倉敷駅発着便（30台） ¥180,000 ¥135,000 ¥315,000 ¥115,000

14 岡山駅発着便（20台） ¥30,000 ¥50,000 ¥80,000 ¥0

15 岡山駅発着便（60台） ¥90,000 ¥108,000 ¥198,000 ¥0

16 岡山駅＋倉敷駅発着便（86台） ¥129,000 ¥129,000 ¥258,000 ¥58,000

（注）中小企業様の場合

●路面電車

No. 媒体種 掲出イメージ 実施台数 掲出期間 掲出料金 材料費/施工費 合計
補助金活用後の
ご負担額（注）

備考

22
中吊ポスター
B3横⻑（515mm*364mm）

40枚/20台
（2枚1組/1台につき）

10日間 ¥53,000 お客様にて納品 ¥53,000 ¥0

22
側面ポスター
B3横⻑（515mm*364mm）

40枚/20台
（2枚1組/1台につき）

10日間 ¥46,000 お客様にて納品 ¥46,000 ¥0

（注）中小企業様の場合

路線指定不可

側面窓 両面ステッカー
150㎜*450㎜

特徴：車内だけでなく車外に対しても
   PRできるリーズナブルな媒体

車内ポスター（天井アーチ部）
B3横⻑（515mm*364mm）

特徴：着席時に目に留まりやすい、
   最もポピュラーな車内媒体

10日間

車内ポスター（運転席後部）
B3横⻑（515mm*364mm）

特徴：両替時や降車時に必ず目に留まる
   車内媒体

10日間

乗降⼝横 ⼾袋内側ステッカー
550㎜*720㎜

特徴：車内では最も表示面積が大きく、
   高いリーチが見込める車内媒体

1ヶ月間



両備グループ交通広告 岡山市販売促進補助金活用 広告パッケージ一覧 （中小企業さま向け） 2020年夏

●タクシー

No. 媒体種 掲出イメージ
エリア

(カッコ内は実施台数)
掲出期間 掲出料金 材料費/施工費 合計

補助金活用後の
ご負担額（注）

備考

17
ボディステッカー
300mm*700mm
※後部ドア 両サイド2枚分

岡山市内 (3台) ¥60,000 ¥136,200 ¥196,200 ¥0

18 岡山市内 (12台) ¥54,000 ¥126,000 ¥180,000 ¥0

19 岡山市内 (6台) ¥27,000 ¥63,000 ¥90,000 ¥0

（注）中小企業様の場合

●フェリー（小豆島フェリーグループ ホームページ）

No. 媒体種 掲出期間 合計
補助金活用後の
ご負担額（注）

備考

23

小豆島フェリーグループ
オフィシャルサイトバナー広告A

248×248ピクセル

1ヶ月間 ¥20,000 ¥0

23

小豆島フェリーグループ
オフィシャルサイトバナー広告B

248×248ピクセル

1ヶ月間 ¥15,000 ¥0

※１
※２

※３
※４
※５ デザイン等広告内容によって掲出をお断りする場合や、修正をお願いする場合がございます。
※６ 岡山市販売促進補助金の申請・受給にあたっては、補助金交付要綱その他関係資料をご確認ください。

（岡山市HP：https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000022210.html）

【お問合せ先】

1ヶ月間

リアウィンドウ大型ステッカー
150mm*1000mm

株式会社トーキョー・リョービ 広告部 担当：守屋
TEL：086-270-8080 FAX：086-270-8001 メールアドレス：moriya@tokyo-ryobi.jp
お気軽にお問合せください。

掲出イメージ 掲出料金

上）トップページ中段 バナー
https://ryobi-shodoshima.jp/

下）時刻表中段 バナー
https://ryobi-shodoshima.jp
/time/

¥20,000

上）トップページ中段 バナー
https://ryobi-shodoshima.jp/

下）時刻表中段 バナー
https://ryobi-shodoshima.jp
/time/

¥15,000

【備考】
表記金額は全て税別となります。
デザイン料は上記金額に含まれません。イラストレーター形式(.ai)のデザインデータ、フェリーグループサイトバナーについてはJPEG形式(300KB以下)の
完成データを当社まで納品ください。
デザイン会社の紹介をご希望の場合は、下記問い合わせ先までお申しつけください。
掲出枠は決定優先となりますので、枠の空き状況によって掲出をお待たせする場合や、お引き受けできない場合があります。


