
宮崎交通広告媒体のご案内



『動く広告』 ラッピングバス！

ラッピングバスは、現在、宮崎県内で約50台運行しており、
宮崎県民の皆さまには 『動く広告』ラッピングバスとして
認知度は確実に拡大しております。
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フルラッピング ハーフラッピング



種類
デザイン
審査

掲出地区

広告料金（１台あたり）

契約期間 備考
（年額）

掲出料金
（月額）

制作料金
（1回あたり）

フル あり

宮崎 1,254,000 104,500

別途
お見積

１ヶ月～

1年以上の
ご契約は
車内広告の
特典あり

※詳細は

別紙をご参照く
ださい

延岡
1,122,000 93,500

都城

２側面

(後部面なし)

あり

宮崎 858,000 71,500

延岡
726,000 60,500

都城

単位：円（消費税込）

※掲出地区により宮崎市または宮崎県の屋外広告条例に基づくデザイン審査の許可が必要です。
また、デザイン変更を求められることがあり、掲出までに時間を要することがあります。
運行までのスケジュールは６ページをご参照ください。

※任意日から契約可能です。期間は暦に従って計算します。（例：5月20日から1ヶ月間は「5月20日～6月19日」
とします）

※1年以上ご契約いただいた場合、広告面（ラッピングシート）は、2年毎の貼り替えが必要です。
2年目以降の更新の際は更新手数料（55,000円(税込)）が必要になります。

※定期点検等のため、1ヶ月に4～5日運行できない場合があります。
また、事故等により運行できない場合は、掲出期間延長など協議の上、対応します。

フル

ラッピングバスの種類と料金

２側面（後部面なし）
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単位：円（消費税込）ラッピングバスの種類と料金
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ハーフ（後部面なし） 種類
デザイン
審査

掲出地
区

広告料金（１台あたり）
契約期
間

備考
（年額）

掲出料金
（月額）

制作料金
（1回あたり）

ハーフ
（後部面な

し）

なし 宮崎

528,000 44,000

別途
お見積

１ヶ月～

1年以上の
ご契約は

車内または
車外広告の
特典あり

※詳細は

別紙をご参照く
ださい

あり
延岡

都城

後部面 あり

宮崎

528,000 44,000延岡

都城

ハーフ
＋

後部面
あり

宮崎

990,000 82,500延岡

都城

後部面

※掲出地区により宮崎市または宮崎県の屋外広告条例に基づくデザイン審査の許可が必要です。
また、デザイン変更を求められることがあり、掲出までに時間を要することがあります。
運行までのスケジュールは６ページをご参照ください。

※任意日から契約可能です。期間は暦に従って計算します。（例：5月20日から1ヶ月間は「5月20日～6月19日」
とします）

※1年以上ご契約いただいた場合、広告面（ラッピングシート）は、2年毎の貼り替えが必要です。
2年目以降の更新の際は更新手数料（55,000円(税込)）が必要になります。

※定期点検等のため、1ヶ月に4～5日運行できない場合があります。
また、事故等により運行できない場合は、掲出期間延長など協議の上、対応します。



ラッピング広告を１年以上ご契約の場合、特典としてラッピング車両の車内広告枠をご利用いただけます

ラッピングバスパック特典（対象：フル・2側面・ハーフ）

※掲出内容については、原則、自社広告とさせていただきます。
また、内容が不適切であると判断した場合、お断りさせていただくことがございますのでご了承ください。

※広告の開始は任意の日付で対応可能ですが、差し替え作業は原則、月1回迄とさせていただきます。
※チラシ・冊子・パンフレットは、車両の形状によりBOXを使用しての設置となる場合がございます。
※ポスター仕様：紙圧コート135ｋｇ相当
※ポスターは、掲出開始日の5営業日前までにお持ち込み下さい。
※予備として1割程度多くお預かり致します。掲出終了後の掲出物の返却はできません。

運転席後部額面（B2縦1枚もしくはB3横2枚） 窓上（B3） 10枚程度

チラシ・冊子・パンフレット（A4以内 合計の厚みが1cm以内）
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後部面ラッピング広告を１年以上ご契約の場合、特典としていずれかの車外広告枠（1枠）をご利用いただけます。

ラッピングバスパック特典（対象：後部面）

※掲出媒体・車両については別途協議させていただきます。

※掲出内容については、原則、自社広告とさせていただきます。
また、内容が不適切であると判断した場合、お断りさせていただくことがございますのでご了承ください。

※広告の開始は任意の日付で対応可能ですが、制作については初回1回のみとなります。

※データ入稿は、掲出開始日の10営業日前までに完全データにてお願い致します。

※掲出終了後の掲出物の返却はできません。
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①戸袋 ④外側シートＢ②外側板 ③外側シートＡ



運行までのスケジュール

掲出相談

デザイン作成

デザイン審査デザイン決定

行政へデザイン審査申請40日前

屋外広告物許可申請

施工前日

10日前

60日前

前日

10日前

20日前

※掲出地区により宮崎市または宮崎県の屋外広告条例に基づくデザイン審査の許可が必要です。
また、デザイン変更を求められることがあり、掲出までに時間を要することがあります。

※デザイン審査申請日は条例により運行希望日の40日前と定められております。
（申請日については出稿決定時にご案内致します。）

デザイン審査なしの場合デザイン審査ありの場合
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掲出相談

デザイン作成

デザイン決定

屋外広告物許可申請

施工
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① 運転席後部額面
ポスター

② 窓上ポスター

③ 側部額面ポスター

④ チラシ・冊子
パンフレット
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規格mm
（タテ×ヨコ）

契約期間

掲出料金
（1枚あたり） 取付・撤去料金 制作料金

日額 月額

B2 728×515 7日～ 165 4,950
別途お見積 持込

B3 364×515 7日～ 110 3,300

単位：円（消費税込）

Ｂ２ Ｂ３

※B3サイズを縦方向で掲出の場合、料金はB2サイズの料金となります。
※ポスター仕様：紙圧コート135ｋｇ相当
※ポスターは、掲出開始日の5営業日前までにお持ち込み下さい。
※任意日から契約可能です。期間は暦に従って計算します。（例：5月20日から1ヶ月間は「5月20日～6月19日」とします）
※車両は定期点検等のため、1ヶ月に4～5日運行できない場合があります。
※予備として1割程度多くお預かり致します。掲出終了後の掲出物の返却はできません。

①運転席後部額面ポスター

9

バス車内でも、ひときわ目を引く運転席後部額面。
即効性と車内随一の注目度で大きな効果が得られます。



規格mm
（タテ×ヨコ）

契約期間

掲出料金
(１枚あたり) 取付・撤去料金 制作料金

日額 月額

②窓上
Ｂ3横版

（364×515）
7日～ 66 1,980

別途お見積

持込

③側部額面
Ｂ3横版

（364×515）
7日～ 88 2,640 持込

単位：円（消費税込）

窓上の吊革に近い所に掲出されますので
自然に目を捉えることができます。

②窓上ポスター ③側部額面ポスター

目の高さでＰＲ効果抜群！

※ポスター仕様：紙圧コート135ｋｇ相当
※ポスターは、掲出開始日の5営業日前までにお持ち込み下さい。
※任意日から契約可能です。期間は暦に従って計算します。（例：5月20日から1ヶ月間は「5月20日～6月19日」とします）
※車両は定期点検等のため、1ヶ月に4～5日運行できない場合があります。
※予備として1割程度多くお預かり致します。掲出終了後の掲出物の返却はできません。
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規格mm
（タテ×ヨコ）

契約期間
掲出料金

取付・撤去料金 制作料金
月額

Ａ４以内 1ヶ月～ 1,650 別途お見積 持込

単位：円（消費税込）

④チラシ・冊子・パンフレット（A4以内 合計の厚みが１㎝以内）

※1束あたりの料金となります。（目安：チラシ１束100枚、冊子・パンフレット1束30～50冊程度）
※広告物は、掲出開始日の5営業日前までにお持ち込み下さい。
※任意日から契約可能です。期間は暦に従って計算します。（例：5月20日から1ヶ月間は「5月20日～6月19日」とします）
※車両は定期点検等のため、1ヶ月に4～5日運行できない場合があります。
※予備として1割程度多くお預かり致します。掲出終了後の掲出物の返却はでません。
※補充は致しません。広告物が無くなり次第終了となります。
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① 戸袋

② 外側板・外側シートＡ

③ 外側シートＢ

④ 後部ウインドウ

⑤ 後部板

12

new



規格mm
（タテ×ヨコ）

契約期間

掲出料金
（1枚あたり） 制作料金

（取付・撤去料金含む）
月額

①戸袋 500×700 1ヶ月～ 3,850

別途お見積
②外側板 500×700 1ヶ月～ 3,850

②外側シートA 500×700 1ヶ月～ 3,850

③外側シートB 330×2,000 1ヶ月～ 6,600

単位：円（消費税込）

※③は屋外広告条例に従い、中心に1mm程度すきまを空けます。
※③と①②を同一車両の同側面に掲出することはできません。
※データ入稿は、掲出開始日の10営業日前までに完全データにてお願い致します。
※任意日から契約可能です。期間は暦に従って計算します。（例：5月20日から1ヶ月間は「5月20日～6月19日」とします）
※車両は定期点検等のため、1ヶ月に4～5日運行できない場合があります

※期間内のデザイン変更にかかる費用は、広告主様のご負担となります。
※制作料金にデザイン料は含まれません。

①戸袋 ③外側シートＢ②外側板
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②外側シートＡ



規格mm
（タテ×ヨコ）

契約期間

掲出料金
（1台あたり） 制作料金

（取付・撤去料金含む）
月額

④後部ウインドウ 300×1,000 １ヶ月～ 5,500
別途お見積

⑤後部板 450×600 １ヶ月～ 6,600

単位：円（消費税込）

※データ入稿は、掲出開始日の10営業日前までに完全データにてお願い致します。

※任意日から契約可能です。期間は暦に従って計算します。（例：5月20日から1ヶ月間は「5月20日～6月19日」とします）
※車両は定期点検等のため、1ヶ月に4～5日運行できない場合があります
※期間内のデザイン変更にかかる費用は、広告主様のご負担となります。
※制作料金にデザイン料は含まれません。
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⑤後部板

④後部ウィンドウ



規格mm
（タテ×ヨコ）

契約期間

掲出料金
（1台あたり） 制作料金

（取付・撤去料金含む）
月額

ポンチョ乗車口 500×700 １ヶ月～ 4,400
別途お見積

ポンチョ後部面 415×745 １ヶ月～ 5,500

単位：円（消費税込）

※データ入稿は、掲出開始日の10営業日前までに完全データにてお願い致します。
※任意日から契約可能です。期間は暦に従って計算します。（例：5月20日から1ヶ月間は「5月20日～6月19日」とします）
※車両は定期点検等のため、1ヶ月に4～5日運行できない場合があります
※期間内のデザイン変更にかかる費用は、広告主様のご負担となります。
※制作料金にデザイン料は含まれません。

ポンチョ後部面ポンチョ乗車口
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宮交シティバスセンターは、宮崎発の高速・特急バス及び一般路線バスの発着・乗り換え地点として
県内外のお客様が多くご利用になります。
さらに併設する商業施設の宮交シティとの相乗効果により、幅広い客層への広告効果が期待できます。

宮交シティバスセンター

カメラアングル A 宮交シティバスセンター内媒体位置図

A

B

カメラアングル B
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規格mm
（タテ×ヨコ）

契約期間
掲出料金（1枚当たり）

取付・撤去料金 制作料金
日額 月額

①入口柱面
②中央柱
③待合所ポスター

B1以内
（1,030×728）

7日～ 550 16,500 別途お見積 持込

②中央柱①入口柱面 宮交シティバスセンター内体位置図

※ポスター仕様：紙圧コート135ｋｇ相当
※ポスターは、掲出開始日の5営業日前までにお持ち込み下さい。
※任意日から契約可能です。期間は暦に従って計算します。（例：5月20日から1ヶ月間は「5月20日～6月19日」とします）
※予備として数枚多くお預かり致します。掲出終了後の掲出物の返却はできません。
※宮交シティ施設内の事業と競合する広告は基本的に掲載できませんので事前に当社による意匠審査が必要です。 17

③待合所ポスター

単位：円（消費税込）



宮交シティバスセンター内 高速バス待合所の電照広告！
県内外のお客様がご利用になるため、幅広い広告効果が期待できます。

規格mm
（タテ×ヨコ）

契約期間

掲出料金
（1枚あたり） 制作料金

（取付・撤去料金含む）
月額

①～②電照広告（大） 535×1,440 1ヶ月～ 33,000
別途お見積

③～⑤電照広告（小） 555×885 1ヶ月～ 22,000

④電照広告 宮交シティバスセンター内媒体位置図

※データ入稿は、掲出開始日の10営業日前までに完全データにてお願い致します。
※期間内のデザイン変更にかかる費用は、広告主様のご負担となります。
※制作料金にデザイン料は含まれません。
※宮交シティ施設内の事業と競合する広告は基本的に掲載できませんので事前に当社による意匠審査が必要です。
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単位：円（消費税込）

① ② ③ ④ ⑤



単位：円（消費税込）

規格mm
（タテ×ヨコ）

契約期間
掲出料金（1枚当たり）

取付・撤去料金 制作料 備考
日額 月額

⑤宮崎駅ＢＣポスター

B1以内
（1,030×728）

7日～

550 16,500

別途お見積 持込

ー

⑥都城ＢＣポスター 330 9,900 ー

⑦延岡ＢＣポスター 330 6,600 日月祝休み

⑥都城ＢＣポスター⑤宮崎駅ＢＣポスター

※ポスター仕様：紙圧コート135ｋｇ相当
※ポスターは、掲出開始日の5営業日前までにお持ち込み下さい。
※任意日から契約可能です。期間は暦に従って計算します。（例：5月20日から1ヶ月間は「5月20日～6月19日」とします）
※予備として数枚多くお預かり致します。掲出終了後の掲出物の返却はできません。
※各施設内の事業と競合する広告は基本的に掲載できませんので事前に当社による意匠審査が必要です。
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⑦延岡ＢＣポスター



規格mm
（タテ×ヨコ）

契約期間

掲出料金
（1枚あたり） 制作料金

（取付・撤去料金含む）
月額

①側部シート 350×700 1ヶ月～ 3,300
別途お見積

②後部シート 70×360 1ヶ月～ 1,100

単位：円（消費税込）

※一般広告は宮崎市内地区のみ掲出可能となります。（公共広告は①側部シートのみ全地区掲出可能です。）
※データ入稿は、掲出開始日の10営業日前までに完全データにてお願い致します。
※任意日から契約可能です。期間は暦に従って計算します。（例：5月20日から1ヶ月間は「5月20日～6月19日」とします）
※車両は1か月間で平均20日程度運行いたします。

※期間内のデザイン変更にかかる費用は、広告主様のご負担となります。
※制作料金にデザイン料は含まれません。

①側部シート
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②後部シート



①ヘッドレスト広告
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②車内ステッカー

規格mm
（タテ×ヨコ）

契約期間

掲出料金
(１枚あたり) 取付・撤去料金 制作料金

月額

①ヘッドレスト広告 130×185 1ヶ月～ 1,320
別途お見積

持込

②車内ステッカー 70×200 1ヶ月～ 660 別途お見積

単位：円（消費税込）

※②車内ステッカーの貼り付け位置は車両によって異なります。
※広告物は、掲出開始日の5営業日前までにお持ち込み下さい。
※任意日から契約可能です。期間は暦に従って計算します。（例：5月20日から1ヶ月間は「5月20日～6月19日」とします）
※車両は1か月間で平均20日程度運行いたします。
※持込の広告物は予備として1割程度多くお預かり致します。掲出終了後の掲出物の返却はできません。
※短期間の掲出をご希望の場合はご相談ください。



※ラッピングバスは宮崎市または宮崎県の屋外広告条例に基づくデザイン審査が
必要であるため4ページのスケジュールに基づきます。

※事前審査は19ページの広告掲載基準に基づきます。
※掲出後、必要に応じて「掲出写真」「掲出証明書」を発行させていただきます。
※契約外代理店さまの場合、お支払は一括前払いでお願い致しております。

掲出相談（事前審査）

空き状況確認

広告申込書記入

掲出

広告物お持込み5営業日前

持込広告

掲出相談（事前審査）

空き状況確認

広告申込書記入

最終確認

掲出

10営業日前 広告デザイン入稿

制作を伴う広告（ラッピングバスを除く）

広告物制作
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広告のお取り扱いについてのご案内 遊戯業広告掲載基準

広告主様および代理店様からの広告掲出のお申込みにつきまして、弊社が定める 遊戯業関連の広告出稿の取り扱いに関して、下記のとおり「掲載基準」を定めます

下記の「広告規定」に基づき審査させて頂きます。 ＜受付可能媒体＞

規定の各号に該当すると思われるものにつきましては、掲出をお断りさせて頂く ①バス車内運転席後部「ＨポールボスターＢ2・Ｂ3」

ことが御座いますので、ご了承頂きますようお願い申し上げます。 ②バス車内窓上「Ｒ面ポスターＢ3」

尚、この「広告規定」は定期的に見直し・追加・変更する場合がございます。 ③宮交シティバスセンター内「電照コルトン」

＜広告規定＞ ＜広告の内容＞※広告内容が各項目に該当するものは掲載不可

①公衆に不快の念を与えるもの 1.過度に射幸心を煽る内容、表現（誇大広告）のものは認めない

①虚偽または表現が不正確で誤認される恐れがあるもの

②公序良俗に反し、風紀上好ましくないと思われるもの ②関係法規に違反または違反する恐れがあるもの

③いたずらに射幸心を煽るもの

③ギャンブル性の強いと思われる企業のもの ④他店より有利とされる表現や他店を誹謗中傷するもの

（但し、別途定める遊戯業広告掲載基準に合った広告物については ⑤誇大表現と思われるもの

バス車内及び施設内の屋内広告物に限り、掲出を許可する 右記参照） ※原則として下記の表現は使用不可

世界一、日本一、県内随一、最高、最大、トップ、ベスト、ナンバー1、完全、

④宗教団体、また宗教色の強いと思われるもの 完璧、絶対、当社だけ、二度とない、ジャンジャン出します、大放出、大出血、大激出、

全台開放、ドル箱山積み、家族みんなで 等これらに類する表現

⑤極端に政治色の強いと思われるもの ⑥その他、公共交通機関としてバス車内の品位を著しく損ない不適当と判断したもの

⑥暴力団関係、またはそれに類するもの 2.店舗情報を主体とした内容に限定する

①遊戯台を主とした表現のもの

⑦消費者金融業のもの

3.必要以上に派手なデザインのものは認めない

⑧詐欺まがいの経営の企業や社会道徳に反する経営姿勢の企業のもの ①蛍光色等を用いた異常に派手な表現のもの

②広告物のサイズに合わない異常な大きさの文字を使用したもの

⑨バス・タクシー運行の妨げおよび車内事故に繋がると思われるもの ③文字、写真、イラスト等を意味無く反転、転倒させたもの

④パチンコ台、パチスロ台、玉、メダル、ドル箱等が大写しとなっているもの

⑩葬祭業のもの（音声広告は除く） （台、玉、メダル、箱等の面積合計で広告物面積の10分の1以下は可）

⑤景品引換所の景品受け渡し風景を使用したもの

⑪上記以外で当社が不適切と判断したもの

宮崎交通株式会社 広告宣伝部

令和4年1月4日 修正
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宮崎交通株式会社 広告宣伝部

〒880-0122

URL https ://www.miyakoh .co. jp/ad/
TEL 0985-89-5500

宮崎県宮崎市塩路3082番地15
FAX 0985-89-5502

取扱代理店

1， 路線バス営業所別 保有車両台数

令和3年9月1日現在

30 延岡市内路線。日向市・高千穂町の一部。

15 日向市内路線及び入郷地区路線。延岡市・都農町の一部。

7 高千穂町内路線及び五ヶ瀬町内路線。延岡市の一部。

23 西都市内路線。宮崎市内・高鍋町の一部。

9 高鍋町内路線及び宮崎市内・西都市の一部。

宮崎市街地及び国富・綾路線。西都・高鍋の一部。

宮崎市街地及び青島・清武・田野・高岡路線。日南の一部。

県南 16 日南市内路線。宮崎市・南郷町・串間市の一部。

19 都城市内路線。宮崎市・小林市の一部。

9 小林市内路線。都城市・えびの市の一部。

289

・媒体ごとの空状況は、変動しますので事前にお問い合わせ下さい。

・路線図（略図）については別添広告パンフレット裏面をご参照下さい。

2， 路線バス営業所管轄別 輸送人員

令和元年度概算実績

1,765

県南 957

1,391

945

25,410

3， 宮交シティバスセンター

宮崎発の高速・特急バス及び路線バスの発着・乗り換え地点としてのバス利用者及び

ショッピングなど周辺商業施設との相乗効果により幅広い客層が利用しています。

宮交シティショッピングセンター推定客数 （イオン南宮崎店含む）

平日 土日祝日15,500 27,000

県西
都 城 507,690

小 林 345,101

合 計 9,274,814

日 南 349,230

県央

西 都 644,317

宮 崎
6,514,781 17,849

県北
延 岡

913,695 2,503
（日向・高千穂含む）

（高鍋含む）

地域 年間輸送人員(人) 一日平均輸送人員(人)

合 計

県西
都 城

小 林

日 南

県央

西 都

高 鍋

宮 崎

営業資料

地域 車両台数 主な運行地域

161

県北

延 岡

日 向

高千穂

4, 宮交タクシー

小型タクシー年間輸送人員：1,052,807 人
小型タクシー保有台数：255 台


