
全エリア：バス広告掲出費用

※表記金額は全て税別です。
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全エリア広告掲出費用 バス（車内）

①車内ポスター（運転席後部）

両替時や降車時に必ず目に留まる広告媒体です。

サイズ(cm) 実施可能台数 掲出期間 販売単位 掲出料 備考

B3横長
（T36.4×W51.5）

200台
（両備グループ

路線バス
運行全エリア）

10日間 1枚×200台 ￥482,000

設置費用別途 300円/台
※ポスターは予備を含め
250枚納品ください。

②車内ポスター（側面）

着席時に目に留まりやすい最もポピュラーな広告媒体です。

サイズ(cm) 実施可能台数 掲出期間 販売単位 掲出料 備考

B3横長
（T36.4×W51.5）

200台
（両備グループ

路線バス
運行全エリア）

10日間 1枚×200台 ￥279,000
設置費用別途 300円/台
※ポスターは予備を含め
250枚納品ください。



全エリア広告掲出費用 バス（車内）

③車内ポスター（側面吊）

着席時に目に留まりやすい広告媒体です。

④両面ステッカー（側面窓）

車内だけでなく車外に対しても訴求できるリーズナブルな広告媒体です。

サイズ(cm) 実施可能台数 掲出期間 販売単位 掲出料 備考

B3横長
（T36.4×W51.5）

120台 10日間 1枚×120台 ￥200,000
設置費用別途 300円/台
※ポスターは予備を含め
250枚納品ください。

サイズ(cm) 実施可能台数 掲出期間 販売単位 掲出料 備考

T15×W45

200台
（両備グループ

路線バス
運行全エリア）

1ヶ月 1枚×5台 ￥7,500

設置費 500円/台
※ステッカー製作費は
実施枚数により別途見積とな
ります。



全エリア広告掲出費用 バス（車内）

⑤戸袋内側ステッカー（乗車口ステッカー）

車内では最も表示面積が大きく、高いリーチ数が見込める広告媒体です。

⑥座席背面ステッカー

各座席背面に大判のステッカーを貼付。着席時はまさに目の前。
スマホ利用者向けにQRコード等への誘導も非常に有効です。

サイズ(cm) 実施可能台数 掲出期間 販売単位 掲出料 備考

T17×W17

200台
（両備グループ

路線バス
運行全エリア）

1ヶ月 20枚/1台 ￥10,000
設置費 2,000円/台
※ステッカー製作費は実施枚数
により別途見積となります。

サイズ(cm) 実施可能台数 掲出期間 販売単位 掲出料 備考

T55×W72 116台

1ヶ月 1枚×1台 ￥6,000
設置費 500円/台
※ステッカー製作費は実施枚数に
より別途見積となります。

T35×W72 61台



媒体名 サイズ(cm) 実施可能台数 掲出期間 販売単位 掲出料 備考

押しボタン
ステッカー

T10×W5 200台
（全エリア・
両備グループ
路線バス全て）

1ヶ月

1セット
（押しボタン10枚
＆運賃表1枚）

×1台

￥10,000
設置費 2,000円/台
※ステッカー製作費は実施枚
数により別途見積となります。運賃表

ステッカー
T28×W6
（最大）

押しボタンステッカー 運賃表ステッカー 降車する際に必ずお客様の目に留ま
る場所をセットにした広告媒体です。

全エリア広告掲出費用 バス（車内）

⑬押しボタンステッカー+運賃表ステッカー



乗車口床面フィルム 車内ポスター

媒体名 サイズ(cm) 実施可能台数 掲出期間 販売単位 掲出料 備考

床面フィルム T40×W100

20台 1ヶ月

1セット
（床面フィルム1枚＆
側面ポスター枠全て）

×1台

￥36,000

設置費 10,000円/台
※床面フィルム製作費は実施枚数
により別途見積となります。
側面ポスターの枚数は車両によっ
て異なります。（10～15枚程度）

車内ポスター
（側面）

B3横長
(T36.4×W51.5)

バスに乗車する瞬間から座席に着くま
で目にすることができるインパクト大の
広告媒体です。

全エリア広告掲出費用 バス（車内）

⑭乗車口床面フィルム+車内ポスター



全エリア広告掲出費用 バス（車内）

⑮吊革アドストラップ
立ってご乗車されるお客様の目線に近く、視認性の高い広告媒体です。
車内の吊革すべてに掲出されるため、バスの車内をジャックすることが可能です。

⑯乗車カードリーダー
乗車した際には目に留まりやすく、日々ご利用になるお客様の
印象に残りやすいリーズナブルな広告媒体です。

サイズ(cm) 実施可能台数 掲出期間 販売単位 掲出料 備考

T4×W10

200台
（両備グループ

路線バス
運行全エリア）

1ヶ月
平均12個
×1台

￥12,000

設置費 3,000円/台
※ステッカー製作費は
実施個数により別途見積とな
ります。
※6ヶ月以上のご契約が必須と
なります。

サイズ(cm) 実施可能台数 掲出期間 販売単位 掲出料 備考

T10.5×W7.5

200台
（両備グループ

路線バス
運行全エリア）

1ヶ月 1枚×1台 ￥1,000

設置費 500円/台
※ステッカー製作費は
実施枚数により別途見積とな
ります。
※「ICカードリーダー」と分
かるデザインを含んでいるこ
とが必須となります。



全エリア広告掲出費用 バス（車外）

⑰中央扉ステッカー
バス利用者への認知度を高めることはもちろん、往来からの視認性も高く、
あらゆるターゲットにバランスよく訴求可能です。
リーズナブルな媒体のため、複数台の実施もおすすめです。

サイズ(cm) 実施可能台数 掲出期間 販売単位 掲出料 備考

T60×W80

100台
（両備グループ

路線バス
運行全エリア）

12ヶ月 1台 ￥12,000

製作費・施工費・復元費
15,000円/台
※デザイン費は含んでおりま
せん。



WEBサイト広告掲出費用

※表記金額は全て税別です。



サイズ
(ピクセル)

実施可能枠数 掲出期間 販売単位 掲出料 備考

900×160 8枠 1ヶ月 1枠 ￥15,000

バナーのデータは下記の通り
ご納品ください。
サイズ：900×160ピクセル
ファイル形式：JPEG

年間ページビュー数：約213,250件
月間ページビュー数：約17,770件 （2020年度実績）

バスの運行時刻を調べるお客様の目に必ず留まる広告媒体です。
両備バスHPの路線バスページの中でページビュー数が最も多く、訴求力抜群です。

※車内戸袋ステッカー5台以上お申込みいただいた場合に限りオプションで
ご利用いただける媒体です。

WEBサイト広告掲出費用

①両備バス WEBサイトバナー広告



サイズ
(ピクセル)

実施可能枠数 掲出期間 販売単位 掲出料 備考

309×70 4枠 1ヶ月 1枠 ￥30,000

バナーのデータは下記の通り
ご納品ください。
サイズ：309×70ピクセル
ファイル形式：JPEG

年間ページビュー数：約420,000件
月間ページビュー数：約 35,000件 （2020年度実績）

バスの運行時刻を調べるお客様の目に必ず留まる広告媒体です。
岡電バスHPの中でページビュー数が最も多く、訴求力抜群です。

※車内戸袋ステッカー5台以上お申込みいただいた場合に限りオプションで
ご利用いただける媒体です。

WEBサイト広告掲出費用

②岡電バス WEBサイトバナー広告



サイズ
(ピクセル)

実施可能枠数 掲出期間 販売単位 掲出料 備考

309×70 2枠 1ヶ月 1枠 ￥30,000

バナーのデータは下記の通り
ご納品ください。
サイズ：309×70ピクセル
ファイル形式：JPEG

年間ページビュー数：約240,000件
月間ページビュー数：約 20,000件 （2020年度実績）

路面電車の運行時刻を調べるお客様の目に必ず留まる広告媒体です。
岡電路面電車HPの中でページビュー数が最も多く、訴求力抜群です。

※車内ステッカー5台以上お申込みいただいた場合に限りオプションで
ご利用いただける媒体です。

WEBサイト広告掲出費用

③岡電路面電車 WEBサイトバナー広告



サイネージ広告掲出費用

※表記金額は全て税別です。



嶽バス停サイネージ広告掲出費用

嶽バス停サイネージ広告

両備バス西大寺線の「嶽」バス停（上り）にあるサイネージの
広告です。

嶽バス停：岡山市中区円山 県道岡山牛窓線沿線
ディスプレイサイズ：42インチ

〈サイネージ稼働時間〉
5:00～23:00（毎日）

〈バス運行時刻（2022年1月時点）〉
平日：5:37～22:12 90便運行
土日祝：6:12～21:47 53便運行

〈バス停利用者数〉
3,200人/月（延べ人数）

2022年1月時点では、15秒/１枠×4枠の１ロール1分で運
用中のため、5:00～23:00の間、１分おきに放映されます。
なお、1ロールは最大3分です。



嶽バス停サイネージ広告掲出費用

媒体名 実施可能台数 掲出期間 販売単位 掲出料

嶽バス停
サイネージ

12枠
(15秒×12枠)

１カ月
１枠

(15秒×１枠)
15,000円

備考

〈データ仕様〉
［動画］mp4（H1080×W1920pixel）

秒数：15秒
原稿容量：５M以内推奨

［静止画］JPEG（H1080×W1920pixel）
容量：５M以内推奨

※動画・画像データの作成費用は含んでおりません。
※左側のサイネージのみ広告掲出可能



チャージスポット路線バス車内デジタルサイネージ広告掲出費用

⚫ 株式会社INFORICH提供（チャージスポット）
⚫ モバイルバッテリーの貸出端末と兼用

⚫ 大きさ
✓ 高さ ： 631mm
✓ 幅 ： 346mm

⚫ ディスプレイサイズ 24インチ

⚫ 18台（2022年4月現在）
両備バス 西大寺営業所 11台

倉敷営業所 5台
玉野営業所 2台

協業先

筐体仕様

設置台数

モバイルバッテリーシェアリングサービス「チャージスポット」を日本で初めて路線バスに導入！
筐体のディスプレイを、デジタルサイネージとして活用いただけます。



参考）路線バス車内でのサイネージ設置位置

• 最前列を除き、いずれの席からも見えやすい位置に設置しております

RYOBI



●広告料金

・全台プラン ⇒チャージスポット設置車両18台での同時配信

240,000円/月/18台

・1台プラン ⇒エリア（岡山、玉野、倉敷）を選択し1台で配信

20,000円/月/台

●初期費用

・1素材あたり5,000円

プラン 掲出料 申込単位 初期費用

全台プラン 240,000円/月 1ヶ月 5,000円/素材

1台プラン 20,000円/月 1ヶ月 5,000円/素材

チャージスポット路線バス車内デジタルサイネージ広告掲出費用



• 「動画」入稿データ仕様について

出典：CHARGE SPOT media guide

ファイル形式 最大サイズ
（納品素材解像度）

データ容量

MPEG-1/2
MPEG-4
AVC/H.264

1080×1630ピクセル 1素材：200MB以内

• 「静止画」入稿データ仕様について

ファイル形式 最大サイズ
（納品素材解像度）

データ容量

JPEG、PNG 1080×1630ピクセル 1素材：1MB以内

・配信は360秒ループとなっております。（配信頻度：1回/10分）
・1件につき15秒以内、無音声での配信となります。
・再生画質を最適化するため、全ての動画を再エンコードします。

チャージスポット路線バス車内デジタルサイネージ広告掲出費用



【ご入稿規定 配信スケジュール】

• 各月1日からの配信スタート

• 入稿締切は、配信スタート日の10営業日前まで

入稿締切：2022年5月18日
配信開始：2022年6月1日～

入稿締切：2022年6月17日
配信開始：2022年7月1日～

入稿締切：2022年7月15日
配信開始：2022年8月1日～

チャージスポット路線バス車内デジタルサイネージ広告掲出費用



参考）チャージスポットとは？

出典：CHARGE SPOT media guide



参考）チャージスポットとは？

出典：CHARGE SPOT media guide



passful広告掲出費用

※表記金額は全て税別です。



passfulとは
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2022年2月1日～サービスイン

月額：5,000円

平日：朝10時以降 / 土日祝：終日 両備バスの路線バスが乗り放題！

※2月・3月はキャンペーン価格3,500円でご提供

スマホで買って、スマホで乗れる！ 新しいカタチの交通サブスクサービス

① 区間の制限なく、両備バスの路線バスがどこでも乗り放題

②１カ月単位での購入が可能

③クレジットカード決済なので、窓口で購入の手間なし

④QRコードにかざすだけでラクラク降車

⑤スキマ時間にアンケートに答えるだけで翌月の定期代割引

お客さまのご利用メリット



passful媒体一覧
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日々登録者数は増加しており、
お早目の申し込みが大変お得です！

※最新のユーザー数は直接お問い合わせください

媒体①
passful券面バナー

媒体②
passfulマーケティング

（スタンダード/アドバンス）



媒体① passful券面バナー
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1

のHOHOME画面に遷移するたび、ランダムにバナー広告が表示されます。

HOME画面はお客さまが定期券を利用するたびに必ず開く画面なので繰り返しの訴求ができ、印

象に残りやすい媒体となっております。バナーには任意のURL設定が可能です。

推奨サイズ 実施可能枠数 掲出期間 販売単位 掲出料 備考

680 x 200 px
ランダム表示の

ため
制限なし

3か月 1枠 30,000円
横:縦=17:5 の比率ですとどのようなサ
イズでもトリミングされることなく全
体が表示されます

※表示価格はすべて税抜です。
12ヶ月実施…100,000円/年



媒体② passfulマーケティング スタンダード版
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2

passful有料ご利用者さまに対して、アンケート調査を行うことができます。
アンケート回答はpassfulの割引決定のランクに関係しており、
正確な回答を得ることが可能です。
スタンダード版では、下記質問項目が固定になります。

＜回答者属性情報＞
• 性別
• 年代
• 職業
• 居住エリア

認知度 • ご覧になったことがありますか。

印象 • どのような印象を受けましたか。すべてお知らせください。
• そのうち、一番強い印象はどちらになりますか。
• 印象に残りましたか。
• どのようなサービス／会社なのかがわかりましたか。
• 興味をもちましたか。
• 購入/利用したいと思いましたか。

好感度 • 好感が持てますか。
• その理由を教えてください。

＜質問項目＞

5,000円/回（税抜）

※アウトプット一覧（アンケートシステムフォーマット使用）、データ提供（Excel）
※データ提供は、1ファイルに回答情報と属性情報の2シートをご用意します
※分析は含みません

＜調査期間＞
• 2W保証



媒体② passfulマーケティング アドバンス版
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3

passful有料ご利用者さまに対して、アンケート調査を行うことができます。
アンケート回答はpassfulの割引決定のランクに関係しており、
正確な回答を得ることが可能です。

＜回答者属性情報＞
• 性別
• 年代
• 職業
• 居住エリア

＜質問項目＞

15,000円/回～（税抜）

※アウトプット一覧（アンケートシステムフォーマット使用）、データ提供（Excel）
※データ提供は、1ファイルに回答情報と属性情報の2シートをご用意します
※分析は含みません

個々に設計させていただきます

＜調査期間＞
• 2W保証



ご参考）passfulマーケティング スタンダード版 アウトプットイメージ
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スマホ画面イメージ アウトプットイメージ



ご参考）passfulマーケティング スタンダード版 選択肢一覧（1/2）
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認知度 • ご覧になったことがありますか。 何度か見たことがある/1回だけ見たことがある・見たような気がする/見たことがない

印象 • どのような印象を受けましたか。すべてお知らせください。
• そのうち、一番強い印象はどちらになりますか。

定番/伝統のある/安心・信頼できる/胡散臭い/
親しみやすい/品質がよい/おしゃれな/個性的/保守的/高級感がある/安っぽい/先進的/
古臭い/子供向け/
若者向け/大人向け/自分に向いている/何度も利用したい/特にイメージがない

• 印象に残りましたか。 印象に残った/やや印象に残った/どちらともいえない/あまり印象に残らなかった/印象に残ら
なかった

• どのようなサービス／会社なのかがわかりましたか。 よくわかった/わかった/ややわかった/どちらともいえない/あまりわからなかった/わからなかった

• 興味をもちましたか。 興味を持った/やや興味を持った/どちらともいえない/あまり興味を持たなかった/興味を持た
なかった

• 購入/利用したいと思いましたか。 購入・利用したいと思った/やや購入・利用したいと思った/どちらともいえない/あまり購入・利
用したいと思わなかった/購入・利用したいと思わなかった

好感度 • 好感が持てますか。
• その理由を教えてください。

はい/いいえ
FA



ご参考）passfulマーケティング スタンダード版 選択肢一覧（2/2）
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性別 男性/女性/どちらでもない

年代 10代/20代/30代/40代/50代/60代以上

職業 自営業/会社員・公務員/パート・アルバイト/専業主婦・主夫/フリーランス/学生/無職（休職中を含
む）/その他

居住エリア 岡山市北区/岡山市南区/岡山市中区/岡山市東区/倉敷市/玉野市/瀬戸内市/その他
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