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OSK-20 ※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。 

〈対象期間〉  2019/3/4（月）～3/31（日）放映分 

〈掲出料金〉 特価：385,000円 
            （通常：550,000円）  

30%off 

（税別）/週 

大阪の中心地 キタ・ミナミ・天王寺を網羅できる期間限定のお得なセットプランをご案内いたします！！ 

 年度末大感謝企画 大阪DS特別パッケージプラン      ＜限定4枠＞ 

■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 

JR西日本 うめだHEP前ビジョン 

心斎橋OPAビジョン 

■サイズ   ：151インチ 
■放映時間：10:00～24:00（14時間/日） 
■放映回数：15秒×4回/ｈ 

JR天王寺駅東口マルチビジョン 

■サイズ   ：103インチ 
■放映時間：4：30～24:30（20時間/日） 
■放映回数：15秒1枠/4分ロール 

キ
タ 

ミナミ 

天王寺 

JR西日本 大阪駅BIGデジタルサイネージ 

■サイズ   ：207インチ 
■放映時間：6:00～24:00（18時間/日） 
■放映回数：30秒1枠/6分ロール 



大阪・梅田エリアMAP 

JR西日本 うめだHEP前ビジョン  

 年度末感謝企画【キタエリア】 

JR西日本 大阪駅BIGデジタルサイネージ 



 年度末感謝企画【ミナミエリア】 

OPAビジョン 



 年度末感謝企画【天王寺エリア】 

JR西日本 天王寺駅東口マルチビジョン 



JR西日本 大阪駅BIGデジタルサイネージ 

期間 放送回数 放送単価 

1ヶ年 58,968回/52週 50.8円 

2週間 2,268回/2週間 110.2円 

●JR西日本の意匠審査が必要です。 
●入稿形態：データ入稿。静止画または動画（音声無） 
●入稿期限：放映開始の6営業日前16時迄 
 ※GW、お盆時期、SW、年末年始は通常より早い入稿となる場合があります。 
 ※入稿及び放映指示が期限を過ぎた場合は、遅延金が発生いたします。 
●通常スタート日以外の放送開始の場合、別途作業費が発生いたします。 
 作業費に関してはお問い合わせ下さい。 
●放映設備・システム上の理由により、放映が一時的に中断されたり 
 放映不能になることがありますのでご了承ください。 
●特殊な放映パターンなどをご要望の場合は、別途オプション料金が発生いたします。 
 事前にお問い合わせ下さい。 
●60インチディスプレイ上段6面、下段6面、合計12面設置しているため、 
 つなぎ目のラインが入ります。 
●放映開始日の1ヶ月前より「1週間：150,000円／枠」での申込が可能です。 

※放映回数は90％稼働時の回数を最低保証回数と致します。 

【申込方法】 
受付期間：2020年3月29日（日）まで 
■長期 
先着順となります。（仮押さえ不可） 
■短期 
先着順となります。（仮押さえ不可） 

年間放映が 
断然お得です！！ 

媒体名 設置場所  
設置 
面数 

液晶 
サイズ 

放映時間 １枠/ロール スタート 販売枠数/総枠数 期間 広告料金（税別） 

大阪駅 
BIGデジタルサイネージ 

JR大阪駅 
3階南北連絡橋 

改札内 
1面 

約207インチ 
 

H2,672mm×W4,525mm 
（60インチ液晶6台×2段連結） 

6：00 
～ 

24：00 
（18時間） 

30秒/6分 月曜 

6枠/12枠 
※申込みは2枠単位 

年間 
（52週間） 

6,000,000円/2枠 

4枠/12枠 2週間 250,000円/1枠 

1日約43万人が利用するJR大阪駅のBIGデジタルサイネージです。（JR西日本でのサイネージでは最大級・207インチ！！） 
大阪の主要路線「大阪環状線」の利用者に効率的に訴求する大型メディアです！ 

1日平均乗降人数（2016年）JR大阪駅 863,486人 



60インチ液晶ビジョン６台×２段連結 
左図の様な放映画面と同じ形のデータで納品をお願い致します。 
 ※分割放映する場合でも、１つのデータに繋いで下さい。 

1 

■「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。 

■「動  画」入稿データ仕様について 

[ ファイル形式 ]     JPEG形式（RGBカラーモデル） 

[ 原 稿 サイズ ]      H960×W1620ピクセル(横長素材) 

[ 容          量  ]      1素材 1Mbyte 程度 

[ エフ ェ クト ]        画面の切り替え効果は、Cutのみとなります。 

[ そ    の    他 ］      15秒内、3素材まで使用可。複数素材の場合は1秒単位で秒数指示が必須となります。  

*容量の大きいファイルまたは小さいファイルについては、 
 「１Ｍｂｙｔｅ程度」にご修正をお願い致します。 

 [ 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 ]     H960×W1620ピクセル(横長素材) 

 [ ｴﾝｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾚｰﾄ ]    20Mbps以下 

 [ エンコード方式 ]    2パスエンコード 

 [ フレームレート ]   29.97fps  

※前後にアクションつながりの画は必要ありません。 

※音声Pidは付加せずに制作ください。 
※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。 

JR西日本 大阪駅BIGデジタルサイネージ 



通行量 
平日/183千人 
休日/189千人 

JR西日本 大阪駅BIGデジタルサイネージ 



JR西日本 大阪駅BIGデジタルサイネージ 



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 



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 



写真(1) 

 媒体名称 心斎橋OPAビジョン 

    

媒体所在地 心斎橋OPA本館 1Fエントランス入口（北側） 

    

放映時間 10：00～24：00（14時間/日） 

    

画面サイズ（H×W） 1,728×3,072（ｍｍ）6.4㎡ 151インチ（6mmピッチ） 

  16：9フルカラーLED 

  

音響 あり（画面左右） 

  

素材仕様 ΒカムSP／AVIファイル／DVCCAM／MPEG2データ 

    

素材納品日 放映開始日の10営業日前までに納入 

放映規制（NG） 公序良俗に反する内容。OPAテナントとのバッティング企業 

代替放送 コマーシャル、番組放送の一部または、全部が何らかの事情
で当初の提示通りに行われなかった場合は、放送中止相当分
の代替放送を行うことをもって、正規放送とさせていただき
ます。いかなる場合でも、放送料金の減額、払い戻しは、致
しませんので予めご了承ください。 
 

    

■CM通常販売料金 

秒数/回数/時間 回数/日 1日間 7日間 14日間 30日間 90日間 180日間 1年間 

Ａ－15秒.2回/H 28回/日 30,000 100,000 170,000 360,000 972,000 1,728,000 2,592,000 

Ｂ－15秒.4回/H 56回/日 60,000 200,000 340,000 720,000 1,944,000 3,456,000 5,184,000 

Ｃ－15秒.6回/H 84回/日 90,000 300,000 510,000 1,080,000 2,916,000 5,184,000 7,776,000 

Ｄ－15秒.8回/H 112回/日 120,000 400,000 680,000 1,440,000 3,888,000 6,912,000 10,368,000 

心斎橋OPAビジョン 

2015年元日撮影 



  心斎橋OPAビジョン前（1Fエントランス状況） 

日中撮影 日中撮影 日中撮影 

梅田方面 

御堂筋線心斎橋駅 

心斎橋OPA入口 

なんば方面 

OPAビジョン 



JR西日本 天王寺駅東口マルチビジョン 

※総枠16枠中、4枠はJR西日本の運行状況などお知らせが入ります。 

媒体名 設置場所  
設置 
面数 

液晶 
サイズ 

放映時間 １枠/ロール スタート日 販売枠数/総枠数 期間 広告料金（税別） 

天王寺駅東口 
マルチビジョン 

JR天王寺 
東改札外 
コンコース 

1基 

約103インチ（1面） 
 

60インチ縦型 
× 

3面マルチ 

4：30～24：30 
（20時間） 

15秒/4分 月曜日 

6枠/16枠 
年間 

（52週間） 
1,500,000円 

6枠/16枠 

2週間 120,000円 

1週間 80,000円 

●JR西日本の意匠審査が必要です。 
●入稿形態：データ入稿。静止画または動画（音声無） 
●入稿期限：掲出開始の6営業日前16時迄 
 ※GW、お盆時期、SW、年末年始は通常より早い入稿となる場合があります。 
 ※入稿及び放映指示が期限を過ぎた場合は、遅延金が発生いたします。 
●通常スタート日以外の放送開始の場合、別途作業費が発生いたします。 
 作業費に関してはお問い合わせ下さい。 
●放映設備・システム上の理由により、放映が一時的に中断されたり 
 放映不能になることがありますのでご了承ください。 
●特殊な放映パターンなどをご要望の場合は、別途オプション料金が発生いたします。 
 事前にお問い合わせ下さい。 
●60インチディスプレイを3連で設置しているため、つなぎ目のラインが入ります。 

期間 放映回数 1回あたり放映単価 

1ヶ年 約98550回 約15円 

2週間 約3780回 約32円 

1週間 約1890回 約42円 

※放映回数は90％稼働時の回数を最低保証回数と致します。 

【申込方法】 
■長期 
先着順となります。（仮押さえ不可） 
■短期 
先着順となります。 
2019年12月8日放映分まで受付 

1日約28万人が利用する天王寺駅新型デジタルサイネージです！ 
業務案内板も併設されており様々な通行人の目に留まります！！ 

年間放映が 
断然お得です！！ 

JR天王寺駅乗降人員 278,276人（1日平均／2013年度調べ） 

1日平均乗降人数（平成27年）JR天王寺駅 286,404人 



■「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。 

■「動  画」入稿データ仕様について 

[ ファイル形式 ]     JPEG形式（RGBカラーモデル） 

[ 原 稿 サイズ ]      H960×W1620ピクセル(横長素材) 

[ 容          量  ]      1素材 1Mbyte 程度 

[ エフ ェ クト ]        画面の切り替え効果は、Cutのみとなります。 

[ そ    の    他 ］      15秒内、3素材まで使用可。複数素材の場合は1秒単位で秒数指示が必須となります。  

*容量の大きいファイルまたは小さいファイルについては、 
 「１Ｍｂｙｔｅ程度」にご修正をお願い致します。 

 [ 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 ]     H960×W1620ピクセル(横長素材) 

 [ ｴﾝｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾚｰﾄ ]    4.5～5.0Mbps 

 [ フレームレート ]   29.97fps  

※前後にアクションつながりの画は必要ありません。 

※音声Pidは付加せずに制作ください。 
※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。 

タッチパネル式 
Informationボード 

天王寺駅東口マルチビジョン 
※写真の放送は全画面を使用していません。 
 全画面で大型放映が可能です。 

H960 
ピクセル 

W1620ピクセル 

W1620ピクセル 

H960 
ピクセル 

JR西日本 天王寺駅東口マルチビジョン 



JR西日本 天王寺駅東口マルチビジョン 



JR西日本 天王寺駅東口マルチビジョン 


