
＜注意事項＞ 
 
※ 広告料金は税別表示です。 
※ 電鉄によるクライアント、掲出内容審査がございます。 
※ お申込後のキャンセルは出来ませんのでご了承ください。 
 

【月イチお得媒体情報】 京王線・車内/駅広告 1月お得情報のご案内 



《問合せ先》 担当 廣川・志賀・藤川・宮原 

 
  
 
  

 

再び新宿SP買占めのチャンス 

 

【特集】① 
  

■冬季施策の京王新宿買占めプランですが、対象期間中の新宿K-DGピリエが完売となってしまったため、
プランを再設定させて頂きました。是非、新宿買占めお願いします！ 

      

 御礼!K-DGピリエ完売につき、 
新・京王新宿買占めプラン登場。  

 

セット名 ユニット名 媒体料 セット料金 制作・作業料

京王ニューボード（フィルム） 3,200,000 760,000

京王フロントボード 380,000 210,000

京王ステラボード 300,000 130,000

京王X階段集中ばり

（フルセットプラン降車ホームプラス）
1,800,000 520,000

新宿ピラー（柱22本・44面）

　B1ポスターばり
1,400,000 0

新宿スーパー10 650,000 0

新宿スーパー4 270,000 0

新宿クアトロボード３面 750,000 0

新宿スーパー20 300,000 80,000

9,050,000 6,000,000 1,700,000

企画料金 4,000,000 1,500,000

京王ロードセット 3,500,000

京王新宿ホームスーパージャック 2,500,000

合計

■買占めプラン（フィルム制作）    

セット名 ユニット名 媒体料 セット料金 制作・作業料

京王ニューボード（ポスター） 3,200,000 178,000

京王フロントボード（ポスター） 380,000 180,000

京王ステラボード 300,000 130,000

京王X階段集中ばり

（フルセットプラン降車ホームプラス）
1,800,000 520,000

新宿ピラー（柱22本・44面）

　B1ポスターばり
1,400,000 0

新宿スーパー10 650,000 0

新宿スーパー4 270,000 0

新宿クアトロボード３面 750,000 0

新宿スーパー20 300,000 80,000

9,050,000 6,000,000 1,088,000

企画料金 4,000,000 1,000,000

京王ロードセット 3,500,000

京王新宿ホームスーパージャック 2,500,000

合計

■買占めプラン（ポスター納品）    

2017年1月30日～週、2月6日～週、2月13日～週限定    《掲出期間》 

《対象メディア》 京王新宿ロードセット、京王新宿ホームスーパージャック  

《企画概要》 全て含めて4,000,000円!! セット合計金額   6,000,000円 
   (単価合計金額  9,050,000円)    

                                      

冬季施策 
再設定 

【月イチお得媒体情報】 京王線・車内/駅広告 1月お得情報のご案内 

《備考》 ※空き枠がなくなり次第、終了となります。 
※同月内、同一クライアント様、同一商品での使用に限ります。 
※上記に製作取付費およびデザイン制作費は含まれておりません。 

※ 電鉄によるクライアント、掲出内容審査がございます。 

※消費税は別途となります。 
 



《問合せ先》 担当 廣川・志賀・藤川・宮原 

 
  
 
  

 

1月に限っての京王ニューボードの特別プランです 

 

【特集】② 
  

 1月限定 京王ニューボード特別プラン  
 

①フィルム制作・作業費 無料企画 

 

      

《企画概要》 京王ニューボードをお申込み頂いた場合、フィルム制作・作業料金を以下のとおりとします 

■京王ニューボード 

  （１）３２面掲出（Ａ+Ｂセット）制作・作業料金   ７６０，０００円 

  （２）１６面掲出（Ａ又はＢセット）制作・作業料金   ３８０，０００円 
 

0円！ 

《実施期間》 2017年1月起算枠限定 

《備 考》 ※通年施策「京王ニューボード特別料金」施策が適用されますので、掲出料金は32面掲出240万円、16面120万円となります。 

②ハーフ（A面）4期連続企画 

 

      

《企画概要》 京王ニューボードハーフ（A面）を１月の４期連続でお申込み頂いた場合、 

掲出料金、フィルム制作・作業料金を以下のとおりとします 

  （１） １６面掲出（Ａ又はＢセット）掲出料金 ３，８４０，０００円 

               （通年施策京王ニューボード特別料金からさらに20％OFF） 

  （２）１６面掲出（Ａ又はＢセット）制作・作業料金  ３８０，０００円 ⇒0円で実施 

   

  ⇒ 合計３，８４０，０００円で4期掲出が実施可能 

《実施期間》 2017年1月9日～２月５日枠（4期）限定 

 

 

 

【月イチお得媒体情報】 京王線・車内/駅広告 1月お得情報のご案内 

《備考》 ※他の施策との併用は一切不可となります。 
※同月内、同一クライアント様、同一商品での使用に限ります。 
※上記にデザイン制作費は含まれておりません。 

※ 電鉄によるクライアント、掲出内容審査がございます。 

※消費税は別途となります。 
 



《問合せ先》 担当 廣川・志賀・藤川・宮原 

 
  
 
  

《実施期間》 

《企画概要》 

 2016年12月～2017年1月枠   

上記期間は1期料金300,000円で2期2ヶ月掲出いたします。      

 レストルームビジョン 
12月～1月 2期1期料金企画  

 
 

年末年始の女性を狙い撃ち！！ 

 

【特集】③ 
  

※年末年始で忘年会や新年会の多い時期･･･。 
 ということは、トイレに入る回数も増えますね！ 
 そこで、レストルームビジョン、如何でしょうか！？ 
 

月イチ情報 
リマインド 

【月イチお得媒体情報】 京王線・車内/駅広告 1月お得情報のご案内 

《備考》 ※期間中の意匠差替えは別途費用がかかります。 
※空き枠がなくなり次第、終了となります 
※同月内、同一クライアント様、同一商品での使用に限ります。 
※上記に製作取付費およびデザイン制作費は含まれておりません。 

※ 電鉄によるクライアント、掲出内容審査がございます。 

※消費税は別途となります。 
 



《問合せ先》 担当 大作・地引 

 
  
 
  

 中づり「OK90」まど上「88セット・808セット」 
  
 

 

京王×小田急の中づり、京王×東京都交通局のまど上企画です 

 

【特集】④ 
  

連合企画情報 
リマインド 

中づり「OK90」 
まど上「88セット」「

808セット」 

新宿起点の京王・小田急の中づりが
超特価で掲出可能に！！ 

相互乗り入れしている京王×都営新宿線プラス
大江戸線のまど上が超特価で掲出可能に！！ 

【月イチお得媒体情報】 京王線・車内/駅広告 1月お得情報のご案内 

《備考》 ※空き枠がなくなり次第、終了となります。 
※同月内、同一クライアント様、同一商品での使用に限ります。ポスターは期数分まとめてご用意ください。 
※上記に製作取付費およびデザイン制作費は含まれておりません。 

※ 電鉄によるクライアント、掲出内容審査がございます。 

※消費税は別途となります。 
 



受験シーズン到来！！学校の多い京王沿線での会場情報です！！ 

【耳より情報】 

京王沿線 大学入試センター試験会場情報 

  ■平成29年度実施日：2017年1月14日（土）15日（日） 

当社調べ（参考資料です。記載内容の精度を保障するものではありません。予めご了承ください） 

  平成28年度実績情報 昨年度は合計35,000人以上の学生が沿線会場で試験を受けていました。       
※2017年1月の実施会場は変更が生じる可能性があります。 

2016年度　大学名・試験場名 所在地 志願者数 最寄駅

東京大学教養学部試験場 目黒区駒場３－８－１ 2,815 駒場東大前

東京外国語大学 東京外国語大学試験場 府中市朝日町３－１１－１ 1,603 飛田給

東京農工大学 東京農工大学小金井キャンパス試験場 小金井市中町２－２４－１６ 2,137 府中

電気通信大学 電気通信大学試験場 調布市調布ヶ丘１－５－１ 2,148 調布

首都大学東京 首都大学東京第一、第二試験場 八王子市南大沢１－１ 2,656 南大沢

青山学院大学 青山学院大学青山キャンパス試験場 渋谷区渋谷４－４－２５ 1,780 渋谷

大妻女子大学 大妻女子大学多摩キャンパス試験場 多摩市唐木田２－７－１ 967 京王多摩センター

桜美林大学 桜美林大学明々館・太平館試験場 町田市常盤町３７５８ 1,089 京王多摩センター

杏林大学 杏林大学八王子キャンパス試験場 八王子市宮下町４７６ 739 京王八王子

工学院大学 工学院大学試験場 新宿区西新宿１－２４－２ 1,050 新宿

國學院大学 國學院大学渋谷キャンパス試験場 渋谷区東４－１０－２８ 1,376 渋谷

国士舘大学 国士舘大学世田谷試験場 世田谷区世田谷４－２８－１ 1,180 下高井戸

実践女子大学 実践女子大学試験場 日野市大坂上４－１－１ 646 高幡不動

成蹊大学 成蹊大学試験場 武蔵野市吉祥寺北町３－３－１ 1,205 吉祥寺

創価大学 創価大学試験場 八王子市丹木町１－２３６ 687 京王八王子

高千穂大学 高千穂大学試験場 杉並区大宮２－１９－１ 691 西永福

帝京大学 帝京大学八王子キャンパス試験場 八王子市大塚３５９ 1,400 聖蹟桜ヶ丘

中央大学 中央大学多摩校舎試験場 八王子市東中野７４２-１ 2,574 多摩動物公園

東京家政学院大学 東京家政学院大学試験場 町田市相原町２６００ 739 めじろ台

東京経済大学　東京経済大学試験場 国分寺市南町１-７-３４ 1,205 府中

東京女子大学 東京女子大学試験場 杉並区善福寺２－６－１ 746 吉祥寺

東京薬科大学　東京薬科大学試験場 八王子市堀之内１４３２－１ 741 平山城址公園

明治大学 明治大学和泉校舎試験場 杉並区永福１－９－１ 1,902 明大前

明星大学 明星大学試験場 日野市程久保２－１－１ 1,141 多摩動物公園

東京工科大学 東京工科大学試験場 八王子市片倉町１４０４－１ 939 橋本

多摩大学 多摩大学試験場 多摩市聖ヶ丘４－１－１ 613 京王永山

恵泉女学園大学 恵泉女学園大学試験場 多摩市南野２－１０－１ 641 京王多摩センター

【月イチお得媒体情報】 京王線・車内/駅広告 1月お得情報のご案内 



【耳より情報】 

■吉祥寺デジタル媒体でオトクな情報です 

低価格で長期間アピールする 
チャンス！！ 

是非、ご提案ください！！ 

忘れていませんか！？吉祥寺K-DGウォール 

フリースポット・ハイパー 
吉祥寺で長期掲出 

【月イチお得媒体情報】 京王線・車内/駅広告 1月お得情報のご案内 

《備考》 ※空き枠がなくなり次第、終了となります。 
※同月内、同一クライアント様、同一商品での使用に限ります。 
※上記に放映素材制作費は含まれておりません。 

※ 電鉄によるクライアント、掲出内容審査がございます。 

※消費税は別途となります。 
 



【耳より情報】レギュラー連載 

オススメ駅ボードのご紹介 
京王沿線のおススメ駅ボードをご紹介。 

《問合せ・申込先》 駅ボード担当  大石・片岡 

□駒場東大前駅～塾・予備校案内にオススメ～ 

1番線ホーム線路向こう          1期6ヶ月料金 

種別 ボードコード 外寸（縦×横） 掲出料金 維持費 合計 

駅だて 53-111-140 
1800×1800 

㎜ 
126,000 0 126,000 

吉祥寺駅 2番線ホーム壁面      1期6ヶ月料金(円） 

種別 ボードコード 外寸（縦×横） 掲出料金 維持費 合計 

駅でん 68-131-215 
 1220 × 

2300㎜ 
350,000, 37,800 387,800 

□吉祥寺駅 

【月イチお得媒体情報】 京王線・車内/駅広告 1月お得情報のご案内 

《備考》 ※先着順につき、販売済みの際はご容赦下さい。 
※詳細情報はお問い合わせください。 
※上記に製作取付費およびデザイン制作費は含まれておりません。 

※ 電鉄によるクライアント、掲出内容審査がございます。 

※消費税は別途となります。 
 



【耳より情報】④レギュラー連載 

オススメ駅ボードのご紹介 
京王沿線のおススメ駅ボードをご紹介。 

《問合せ・申込先》 駅ボード担当  大石・片岡 

□下高井戸駅～地域の店舗案内にオススメ～ 

2番線ホーム壁面             1期6ヶ月料金 

種別 ボードコード 外寸（縦×横） 掲出料金 維持費 合計 

駅でん 07-131-040 
  

1350×1800 
㎜ 

189,000 29,250 218,250 

種別 ボードコード 外寸（縦×横） 掲出料金 維持費 合計 

駅でん 02-131-870 
  

1600×2700 
㎜ 

465,600 47,000 512,600 

コンコース通路階段オデコ         1期6ヶ月料金 

□初台駅～地域の企業案内にオススメ～ 

【月イチお得媒体情報】 京王線・車内/駅広告 1月お得情報のご案内 

《備考》 ※先着順につき、販売済みの際はご容赦下さい。 
※詳細情報はお問い合わせください。 
※上記に製作取付費およびデザイン制作費は含まれておりません。 

※ 電鉄によるクライアント、掲出内容審査がございます。 

※消費税は別途となります。 
 



【耳より情報】④レギュラー連載 

対象期間は2016年12月15日起算開始分まで！お見逃しなく！ 

京王多摩センター駅新設ボード・製作作業料を無料でご利用いただけます！ 

■京王多摩センター駅　新設駅がくボード販売概要（各面共通） 【掲出期間：6ヶ月・金額：円（税別）】

広告募集枠 010・050

媒体種別 サイズ（ｍｍ） 平方尺 掲出料金 維持費 環境保全費 販売価格合計

駅がく（外照式） Ｗ3000×Ｈ2000 67 616,400 31,750 1,200 649,350

《問合せ・申込先》 駅ボード担当　 大石・片岡

9月28日発表情報 
リマインド 

【月イチお得媒体情報】 京王線・車内/駅広告 1月お得情報のご案内 

《備考》 ※先着順につき、販売済みの際はご容赦下さい。 
※予約状況、詳細情報はお問い合わせください。 
※ 電鉄によるクライアント、掲出内容審査がございます。 
 
 

※デザイン制作費は含まれておりません。 

※消費税は別途となります。 
 


