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OSK-20

■サイズ ：197インチ
■放映時間：9:00～24:00（15時間/日）
■放映回数：15秒1枠/5分ロール
■開始日 ：月曜スタート
■入稿期日：放映開始週の月曜日より7営業日前の17時まで ※別途意匠審査期間あり

※各媒体でのクライアント及びデザイン審査がございます。各媒体の詳細は別添資料をご確認ください。

No,26 北館南エスカレーター付近

GRAND FRONT OSAKA
No,16デジタルサイネージ

〈対象期間〉 2019年1月7日（月）～2019年3月31日（日）

〈掲出料金〉 特価：200,000円/1週間

（通常：270,000円）

約26%off
（税別）

■サイズ ：屋外47インチ・屋内49インチ（20基）
■放映時間：7：00～21:00（14時間/日）
■放映回数：15秒×4回以上/H
■開始日 ：月曜スタート
■入稿期日：放映開始の7営業日前 ※別途意匠審査期間あり

平均乗降客数 約230万人を誇る西日本最大のターミナル「大阪・梅田」エリアで、

ビジネスマンだけでなく、若者など幅広い層に高い訴求効果が見込めるお得なセットプランをご案内いたします！

Set

年度末感謝企画 特別Set Plan①

※空き状況は都度御確認下さい



大阪・梅田エリアMAP

JR西日本 うめだHEP前ビジョン
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OSK-20

GRAND FRONT OSAKA No,16デジタルサイネージ

媒体名称 No,16 デジタルサイネージ

媒体所在地 グランフロント大阪（南館・北館内B1F～4F）

大阪市北区大深町4-1

広告料金（税別） ¥150,000-/1週間

サイズ（H×W）
屋外：47インチ
屋内：49インチ

仕様 20基（15秒素材1枠 4回以上/時)

※30秒・60秒素材も対応可、別途ご相談

形態 デジタルサイネージ

放映期間 1週間（7時～21時 14時間放映/日）

頭出し 原則月曜スタート（調整応相談）

申込方法 決定優先（仮押さえ不可）

入稿方法 完全データ入稿（掲出3週間前までに弊社必着）

掲出規制 グランフロント大阪によるクライアント及びデザイン審査がございます。

1ヵ月前までにデザインラフ案をご提出ください。

備考 • グランフロント大阪側の都合によりご利用いただけない期間もございます。

• 各種画像、MAP等は現状のものを使用しており、予告なく変更になる場合がございま
す。

No.1 うめきた広場 No.3 うめきた広場デッキ上

No,26 北館南エスカレーター付近

No.13 南館エスカレーター付近 No.15 南館北入口付近

2018/12/21



【2018年8月現在】
屋外サイネージ：6基
屋内サイネージ：14基

で囲んだ箇所が屋外サイネージです。
以外は屋内サイネージとなります。

配置図

2FB1F

4F1F

No,4 南館エスカレーター付近

No,1 うめきた広場

No,13 南館エスカレーター付近

No,14 南館エレベーター付近

No,12 南館エレベーター付近

No,15 南館北入口付近

No,3 うめきた広場デッキ上

No,25 北館南エレベーター付近

No,26 北館南エスカレーター付近

No,28 北館イベントスペース付近

No,27 北館南東エレベーター付近

No,2 うめきた広場

No,8 南館エスカレーター付近

No,7 南館エレベーター付近

No,11 南館北入口付近

No,10
南館北エレベーター付近 No,23 北館インフォメーションブース付近

No,21 北館南エスカレーター付近

No,24 北館北エスカレーター付近

No,30 北館シアター入口付近

GRAND FRONT OSAKA No,16デジタルサイネージ 2018/12/21
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グランフロント大阪において、ＴＭＯ法人が街の広告媒体等の適切な運用・管理を行うため、「グランフロント大阪ＴＭＯ エリアマネジメント広告媒体等審査基準」を設け、
ＴＭＯが管轄する広告媒体掲出の審査を行います。審査基準は、街並み景観ガイドラインの趣旨に則し、以下の２つの視点と３つの基準で総合的に判断致します。

（ビジュアル表現基準）

第３条．一般広告のビジュアル表現について次の各号

のいずれかに該当するときは、原則としてこれ

を掲出しない。

(1) 情報過多、文字情報が多いもの。
(2) 赤・青・黄などの原色や高彩度の色（けばけば

しい色彩）が多用され、かつ景観と調和しない
と判断されるもの。

(3) 見る人に著しく暗いイメージを与えるもの。
(4) 道路交通の安全を損なう恐れや注意表示と誤認

される可能性があるもの。
(5) 金額訴求が主たるデザインとなるもの。
(6) 性的表現・暴力的表現・差別的表現がなされて

いると判断されるもの。
(7) その他、審査会が不適切と思われるもの。

（映像装置等の放映基準）

第４条．映像装置等を用いる場合は、第１条、第２条

の要件に加え、以下の要件を満たすものでなけ

ればならない。（審査は、適宜「日本民間放送

連盟放送基準」を参照する）

(1) 短時間毎に連続して同じ内容を繰返し、見る人
に不快を与えることがないこと。

(2) 情報内容が第２条の各項に該当しないこと。
(3) 音量や音色が見る人に不快感を与えないこと。
(4) 視覚的に強い表現等をしないこと。

（掲出不可業種）

第５条．※個別にご相談ください。

（一般基準）

第１条．次の要件を満たすものでなければならない。

(1)通行者の安全を阻害する恐れのないもの。
(2)都市景観との調和を損なうものでないこと。
(3)関係法令に則ったものであること。
(4)その他、本審査会が必要と認めた要件。

（内容基準）

第２条．広告物の内容が次の各号のいずれかに該当す

るときは、原則としてこれを掲出しない。

(1)公の秩序または善良な風俗に反するもの。
(2)人権の侵害、差別、名誉棄損に当たるもの。
(3)青少年保護、消費者被害防止の観点からふさわ

しくないもの。
(4)通行者に健康上被害を与える恐れのあるもの。
(5)たばこ、風俗営業、パチンコ等に係る広告。
(6)宗教、思想、政治に関わるもの。
(7)その他ふさわしくないと認めた場合。

グランフロント大阪TMO エリアマネジメント広告媒体等審査基準

2013.1

＜審査の視点＞
１．空間特性を踏まえた街並み景観の向上に資するものとなっているか。
２．情報内容やビジュアルデザインは市民に好感を与えるものとなっているか。

＜審査基準＞
１．掲出審査基準／一般基準・内容基準
２．ビジュアル表現基準
３．業種基準（内規）

広告掲出審査基準

GRAND FRONT OSAKA No,16デジタルサイネージ 2018/12/21
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料金訴求
を抑える

赤と黄の
彩度を抑制

・価格訴求を抑える。
・背景色の彩度を抑える

【審査前】 【修正指示後】

＜ビジュアル表現審査基準の審査イメージ＞ ※広告意匠作成の参考としてください。実際の審査は個別案件ごとに判断致します。

【審査前】 【修正指示後】

ボディコピー
を削除

文字情報過多 ボディコピーの削除

【審査前】 【修正指示後】

別原稿に差し替え

別原稿に
差し替え

セクシャルと
判断される表現

【審査前】 【修正指示後】

バックの色
を変更

彩度の強い背景色の利用 背景色を変更する

・過度な価格訴求
・彩度の強い背景色の利用

GRAND FRONT OSAKA No,16デジタルサイネージ 2018/12/21
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設置場所 設置面数 サイズ 期間 設定枠/総枠 １枠/ロール 掲出料金（税別）

うめだHEP前
自由通路

1面 197インチ

７日 15枠/20枠 15秒/5分 120,000円

52週 5枠/20枠 15秒/5分 1,800,000円

【商品概要】

・放映時間 9：00～24：00（１５時間）

※20：00～翌日10：00については音響設備を使用した放映は不可となります。

条例により音声は10分ごとに1回（10分）休止します。

・最低放映保証 ９０％（162回/日）

・意匠種別 動画（ＷＭＶ9）

※静止画像掲出希望の場合は、静止の動画に編集必要。

※動画素材は音声ありデータ・音声なしデータの２パターンを必ずご用意ください。

・音響 画面左右にスピーカーが設置されています。

※入稿日までにJR西日本の意匠審査が必要となります。

※毎週月曜日での放映切り替えとなります。

※特殊な放映パターンなどをご希望の場合は、別途オプション料金が発生いたします。

※データ入稿は、放映開始週の月曜日より7営業日前の17時までにお願いします。

データの入稿仕様は別紙をご参照下さい。

うめだHEP前ビジョン 2018/12/21



うめだHEP前ビジョン

入稿仕様

【JR西日本 うめだHEP前ビジョン】

【注意事項】
１）全ての素材について、放映素材納品日までに、JR西日本の審査が必要となります。

２）審査回答までにお時間を頂戴することがございます。予めご了承ください。
３）放映素材の入稿日は、放映開始週の月曜日より6営業日前の16時までを基本と

します。

４）放映期間中の放映素材変更には所定の作業費が別途必要となります。
詳細は担当者にお問い合わせください。
放映開始後のクライアント都合による緊急の意匠変更や放映中止をする場合、

素材入稿日に間に合わなかった場合は、別途費用がかかります。
５）過去に放映した素材を流用する場合も、原則、再度データのご入稿をお願い致します。

■「静 止 画」入稿データ仕様について

入稿データは
[ ファイル名称 ]  「 放映開始月日 / 広告主略称 / 素材番号 .jpg または .wmv」で
名称を付けてください。（ / は不要）

例:7月1日開始で、広告主がJR西日本の場合「0701_JRW1.jpg」「0701_JRW1.wmv」

※素材番号は、放映順序に従って付けてください。
※ファイル名称は半角英数字のみ
※データに不備があった場合は、お受けできませんので入稿前に必ずチェックをお願いします。

・対応していません。
※静止している意匠でのご掲出を希望される場合は、静止の動画に編集のうえ、ご入稿ください。

■ 「動 画」入稿データ仕様について

[ ファイル 形 式 ] WMV9（Windows Media Video形式） ＣＢＲ（固定ビットレート）

[ 素 材 解 像 度 ]     H1,080×W1,920ピクセル（16：9素材）

[ ｴﾝｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾚ ｰ ﾄ ]    8.0Mbps以内

[ フレーム レート ]   29.97fps

[ 放 映 秒 数]    15秒1枠換算で放映枠購入分の放映秒数にてご入稿ください。

[音声ﾌ ｧ ｲ ﾙ 形 式]     WMA(Windows Media Audio V9) ※動画ﾌｧｲﾙに付加した状態で入稿ください。

[音声ｴﾝｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾚｰﾄ]     160Kbps

[音 声 レ ベ ル]      OVUレベル(-20dB)または民放テレビのラウドネス基準に則り設定をしてください

[ そ の 他 ］ 屋外広告物の条例上、無音の時間が必要とされるため、無音データの入稿も合わせてお願い致します。

(この際にご入稿いただく映像のデータ仕様については同一の仕様にしていただくようお願い致します。)

音声出力は20：00～10：00の間においては不可となります。

1回あたりの音声出力時間は最長10分までとし、それ以降には10分以上の休止(無音放映)時間が必要となります。

※前後にアクションつながりの画は必要ありません。

※WMV9以外の素材（WMV V9、WMV9 advanced profileなど）の場合、正常に放映ができない可能性がございます。

H1,080
ピクセル

W1,920ピクセル

特殊な放映パターンについては、別途お問い合わせください。■放映パターンについて

2018/12/21


