
LINKS UMEDA デジタルサイネージ・LEDビジョン梅 田

商品概要

商品名 面数 放映形態
設定枠数

期間 放映時間
放映開始
曜日

料金
秒/枠 ロール

①B1F_ENT丸柱LEDビジョン 1面

ロール放映 15秒 5分

1週間
2週間
1ヶ月
6ヶ月
1ヶ年

05:00-24:00

【広告放映時間】
07:00-24:00
（17時間）

随時 別途記載

②B1F_ENT曲面LEDビジョン 2面

③1F_ESC頭上LEDビジョン 1面

④B1F_広場柱巻サイネージ 7面

⑤2F_Aデッキ正面ビジョン 1面

⑥1F/2F_C連絡通路 柱巻サイネージ 39面

※期間中の素材切り替えは2素材まで、事前に一括入稿の場合無償対応致します。一括入稿以外の場合、及び中止をする場合は、特殊放映として別途料金を申し受けます。
※2素材のテレコ放映については、無償対応致します。
※入稿締切後の放映手配となる場合は、特急対応として別途料金を申し受けます。具体的な締切などの詳細は、「申込・入稿スケジュール」を参照下さい。
※放映回数は、支障を含め延べ放映回数の80%稼働時を保証回数とします。
※放映期間中であっても、事業上の支障、緊急事態その他やむを得ない事由が生じたときは、放映を中止する場合があります。
※基本、放映料金の減額、払い戻しは行わず、放映中止期間相当分の代替放映で補うことをもって正規放映とさせていただきます。

運用概要

■放映時間
05：00～24：00 19時間(内、広告放映時間は07:00-24:00 17時間)

※クライアント、素材は事前に審査があります。
※法令等で禁じられているもの、公序良俗に反するもの等放映審査会が不適切と認めたものは放映できません。
※CM、番組放映共にご契約いただいた期間内の総放映回数をもって契約基準とさせていただきます。 OSK-15

5分
※1ロール5分

2分 パブリシティ・コンテンツ配信枠

3分 広告枠
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ヨドバシ梅田タワー ■概要
【Umeda】
2019年11月梅田ランドマーク開業。
梅田周辺施設最大メディア数。

■阪急梅田駅 乗降客数

平日平均５4万人
1週間あたりのべ378万人

お問い合わせはこちら

クリック

http://kansaikikaku.ne.jp/contact/
http://kansaikikaku.ne.jp/contact/
http://kansaikikaku.ne.jp/contact/


LINKS UMEDA 販売プラン【セット販売】梅 田

※クライアント、素材は事前に審査があります。
※法令等で禁じられているもの、公序良俗に反するもの等放映審査会が不適切と認めたものは放映できません。
※CM、番組放映共にご契約いただいた期間内の総放映回数をもって契約基準とさせていただきます。 OSK-15
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LINKS UMEDA ①B1F ENT丸柱LED梅 田

フルカラーLED表示部 (SV-P4-Si-KSZ) 屋内タイプ

LED素子 COB仕様

画面サイズ W6,000xH3,060mm

画素ピッチ 2.5mm

総解像度 2,304 x 1,056ピクセル

輝度 1,000cd/㎡

スピーカー 有

重量 / 消費電力 620kg/8KW

①コンテンツイメージ(完パケ)

②画面分割パターン１

解像度
720p/1080p/2160p
(最大解像度)3840×2160

フレームレート 30fps/60fps

拡張子 .mp4

映像エンコードビットレート 最大100Mbps

プロファイルレベル
~1080p: Baseline, Main, High up to L5.1 
2160p: High, L5.1

アスペクト比 16:9 ピクセルアスペクト比は 1:1

オーディオストリーム AAC/AAC-LC (5.1 可能)

音声サンプリングレート ～96KHz

オーディオビットレート ～384kbps

平均ラウドネス値
ターゲットラウドネス値 -24.0LKFS
(許容範囲±１）

解像度 3840×2160ピクセル

登録可能ファイル形式 JPEG,PNG,BMP

拡張子 .jpg,.png,.bmp

ハードスペック

動画

静止画

LED

※画面分割コンテンツとは、別個で登録した素材をAFFICHER内で合成表示する機能です。
※分割コンテンツで動画ファイルを複数登録することは出来ません。(動画は1種)
※各分割領域内での再生位置や、サイズ調整説明は別章参照。

コンテンツスペック

コンテンツ説明

販売プラン 料金

※クライアント、素材は事前に審査があります。
※法令等で禁じられているもの、公序良俗に反するもの等放映審査会が不適切と認めたものは放映できません。
※CM、番組放映共にご契約いただいた期間内の総放映回数をもって契約基準とさせていただきます。

放映時間：05:00-24:00(広告放映07:00-24:00)

OSK-15

※期間中の素材切り替えは2素材まで、事前に一括入稿の場合無償対応致します。
一括入稿以外の場合、及び中止をする場合は、特殊放映として別途料金を申し受けます。

※2素材のテレコ放映については、無償対応致します。
※放映回数は、支障を含め延べ放映回数の80%稼働時を保証回数とします。
※放映期間中であっても、事業上の支障、緊急事態その他やむを得ない事由が生じたときは、放映を中止する場合があります。
※基本、放映料金の減額、払い戻しは行わず、放映中止期間相当分の代替放映で補うことをもって正規放映とさせていただきます。

1週間 2週間 1ヶ月 6ヶ月 1年

15秒×4回／H ¥160,000 ¥260,000 ¥450,000 ¥1,550,000 ¥2,700,000

15秒×8回／H ¥260,000 ¥450,000 ¥700,000 ¥2,700,000 ¥3,900,000

15秒×12回／H ¥360,000 ¥640,000 ¥1,000,000 ¥3,850,000 ¥5,600,000

2020/07/14



LINKS UMEDA ②B1F ENT曲面LED梅 田

フルカラーLED表示部 (SV-P2.5-Si-ACF) 屋内タイプ

LED素子 COB仕様

画面サイズ W9,360xH2,640mm

画素ピッチ 2.5mm

総解像度 3,744 x 1,056ピクセル

輝度 1,000cd/㎡

スピーカー 有

重量 / 消費電力 960kg/12.6KW

①コンテンツイメージ(完パケ)

②【左面用】画面分割パターン１

解像度 1920×1080ピクセル

登録可能ファイル形式 JPEG,PNG,BMP

拡張子 .jpg,.png,.bmp

ハードスペック

動画

静止画

LED

コンテンツスペック

③ 【右面用】画面分割パターン１

※画面分割コンテンツとは、別個で登録した素材をAFFICHER内で合成表示する機能です。
※分割コンテンツで動画ファイルを複数登録することは出来ません。(動画は1種)
※各分割領域内での再生位置や、サイズ調整説明は別章参照。

※STB毎のコンテンツスペック

解像度
720p/1080p
(最大解像度)1920×1080

フレームレート 30fps/60fps

拡張子 .mp4

映像エンコードビットレート 最大25Mbps

プロファイルレベル ~1080p: Baseline, Main, High up to L5.1

アスペクト比 16:9 ピクセルアスペクト比は 1:1

オーディオストリーム AAC

音声サンプリングレート ～48KHz

オーディオビットレート ～96kbps

平均ラウドネス値
ターゲットラウドネス値 -24.0LKFS
(許容範囲±１）

コンテンツ説明

※画面分割パターン表示イメージ

販売プラン 料金

※画面分割パターン表示イメージ

※写真差替え

※クライアント、素材は事前に審査があります。
※法令等で禁じられているもの、公序良俗に反するもの等放映審査会が不適切と認めたものは放映できません。
※CM、番組放映共にご契約いただいた期間内の総放映回数をもって契約基準とさせていただきます。

放映時間：05:00-24:00(広告放映07:00-24:00)

OSK-15

※期間中の素材切り替えは2素材まで、事前に一括入稿の場合無償対応致します。
一括入稿以外の場合、及び中止をする場合は、特殊放映として別途料金を申し受けます。

※2素材のテレコ放映については、無償対応致します。
※放映回数は、支障を含め延べ放映回数の80%稼働時を保証回数とします。
※放映期間中であっても、事業上の支障、緊急事態その他やむを得ない事由が生じたときは、放映を中止する場合があります。
※基本、放映料金の減額、払い戻しは行わず、放映中止期間相当分の代替放映で補うことをもって正規放映とさせていただきます。

1週間 2週間 1ヶ月 6ヶ月 1年

15秒×4回／H ¥160,000 ¥260,000 ¥450,000 ¥1,550,000 ¥2,700,000

15秒×8回／H ¥260,000 ¥448,000 ¥700,000 ¥2,695,000 ¥3,920,000

15秒×12回／H ¥360,000 ¥640,000 ¥1,000,000 ¥3,850,000 ¥5,600,000

2020/07/14



LINKS UMEDA ③1F ESC頭上LED梅 田

※クライアント、素材は事前に審査があります。
※法令等で禁じられているもの、公序良俗に反するもの等放映審査会が不適切と認めたものは放映できません。
※CM、番組放映共にご契約いただいた期間内の総放映回数をもって契約基準とさせていただきます。

フルカラーLED表示部 (3-in-1 SMD) 屋内タイプ

LED素子 COB仕様

画面サイズ W11,000xH,3000mm  

画素ピッチ 3.9mm

総解像度 2,816 x 768ピクセル

輝度 1,000cd/㎡

スピーカー 有

重量 / 消費電力 954kg/11.5KW

①コンテンツイメージ(完パケ)

②画面分割パターン1

解像度 3840×2160ピクセル

登録可能ファイル形式 JPEG,PNG,BMP

拡張子 .jpg,.png,.bmp

ハードスペック

動画

静止画

LED

コンテンツスペック ③画面分割パターン2

※画面分割コンテンツとは、別個で登録した素材をAFFICHER内で合成表示する機能です。
※分割コンテンツで動画ファイルを複数登録することは出来ません。(動画は1種)
※各分割領域内での再生位置や、サイズ調整説明は別章参照。

解像度
720p/1080p/2160p
(最大解像度)3840×2160

フレームレート 30fps/60fps

拡張子 .mp4

映像エンコードビットレート 最大100Mbps

プロファイルレベル
~1080p: Baseline, Main, High up to L5.1 
2160p: High, L5.1

アスペクト比 16:9 ピクセルアスペクト比は 1:1

オーディオストリーム AAC/AAC-LC (5.1 可能)

音声サンプリングレート ～96KHz

オーディオビットレート ～384kbps

平均ラウドネス値
ターゲットラウドネス値 -24.0LKFS
(許容範囲±１）

販売プラン 料金

※STBから映像送出時に映像信号変換機(4K LEDコントローラー)でコンテンツ全体のデータから、
有効表示領域のみを抜粋した形で表示します。

※3840×2160ピクセル全画面で登録をした場合、有効表示領域のみ切り取られて表示されます。

コンテンツ説明

※画面分割パターン表示イメージ

※画面分割パターン表示イメージ

放映時間：05:00-24:00(広告放映07:00-24:00)

OSK-15

※期間中の素材切り替えは2素材まで、事前に一括入稿の場合無償対応致します。
一括入稿以外の場合、及び中止をする場合は、特殊放映として別途料金を申し受けます。

※2素材のテレコ放映については、無償対応致します。
※放映回数は、支障を含め延べ放映回数の80%稼働時を保証回数とします。
※放映期間中であっても、事業上の支障、緊急事態その他やむを得ない事由が生じたときは、放映を中止する場合があります。
※基本、放映料金の減額、払い戻しは行わず、放映中止期間相当分の代替放映で補うことをもって正規放映とさせていただきます。

1週間 2週間 1ヶ月 6ヶ月 1年

15秒×4回／H ¥160,000 ¥260,000 ¥450,000 ¥1,550,000 ¥2,700,000

15秒×8回／H ¥230,000 ¥370,000 ¥640,000 ¥2,360,000 ¥3,500,000

15秒×12回／H ¥320,000 ¥520,000 ¥910,000 ¥3,360,000 ¥5,000,000

2020/07/14



LINKS UMEDA ④B1F 広場柱巻梅 田

※クライアント、素材は事前に審査があります。
※法令等で禁じられているもの、公序良俗に反するもの等放映審査会が不適切と認めたものは放映できません。
※CM、番組放映共にご契約いただいた期間内の総放映回数をもって契約基準とさせていただきます。

コンテンツ説明

画面サイズ 75型 1682.4×960.3×59.7(mm)

総解像度 3840×2160ピクセル (4K)

向き 縦

アスペクト比 16 : 9  

輝度 500cd/㎡

スピーカー 有

重量 / 消費電力 41.5kg/0.17KW

①コンテンツイメージ(完パケ)

解像度 2160×3840ピクセル

登録可能ファイル形式 JPEG,PNG,BMP

拡張子 .jpg,.png,.bmp

ハードスペック

動画

静止画

ディスプレイモニター

コンテンツスペック

※画面分割コンテンツとは、別個で登録した素材をAFFICHER内で合成表示する機能です。
※分割コンテンツで動画ファイルを複数登録することは出来ません。(動画は1種)
※各分割領域内での再生位置や、サイズ調整説明は別章参照。

※縦型サイネージ用のコンテンツは制作段階で縦型に起こした状態で制作下さい。

解像度
720p/1080p/2160p
(最大解像度)3840×2160

フレームレート 30fps/60fps

拡張子 .mp4

映像エンコードビットレート 最大100Mbps

プロファイルレベル
~1080p: Baseline, Main, High up to L5.1 
2160p: High, L5.1

アスペクト比 9:16 ピクセルアスペクト比は 1:1

オーディオストリーム AAC/AAC-LC (5.1 可能)

音声サンプリングレート ～96KHz

オーディオビットレート ～384kbps

平均ラウドネス値
ターゲットラウドネス値 -24.0LKFS
(許容範囲±１）

※画面分割パターン表示イメージ

販売プラン 料金

放映時間：05:00-24:00(広告放映07:00-24:00)

OSK-15

※期間中の素材切り替えは2素材まで、事前に一括入稿の場合無償対応致します。
一括入稿以外の場合、及び中止をする場合は、特殊放映として別途料金を申し受けます。

※2素材のテレコ放映については、無償対応致します。
※放映回数は、支障を含め延べ放映回数の80%稼働時を保証回数とします。
※放映期間中であっても、事業上の支障、緊急事態その他やむを得ない事由が生じたときは、放映を中止する場合があります。
※基本、放映料金の減額、払い戻しは行わず、放映中止期間相当分の代替放映で補うことをもって正規放映とさせていただきます。

1週間 2週間 1ヶ月 6ヶ月 1年

15秒×4回／H ¥160,000 ¥260,000 ¥450,000 ¥1,550,000 ¥2,700,000

15秒×8回／H ¥260,000 ¥420,000 ¥670,000 ¥2,590,000 ¥3,710,000

15秒×12回／H ¥360,000 ¥600,000 ¥960,000 ¥3,700,000 ¥5,300,000

2020/07/14



LINKS UMEDA ⑤２F Aデッキ正面LED梅 田

※クライアント、素材は事前に審査があります。
※法令等で禁じられているもの、公序良俗に反するもの等放映審査会が不適切と認めたものは放映できません。
※CM、番組放映共にご契約いただいた期間内の総放映回数をもって契約基準とさせていただきます。

コンテンツ説明

フルカラーLED表示部 (3-in-1 SMD) 屋内タイプ

LED素子 SMD仕様

画面サイズ W4,500xH2,500mm  

画素ピッチ 3.9mm

総解像度 1152 x 640ピクセル

輝度 5,000cd/㎡

スピーカー 有

重量 / 消費電力 300kg/10KW

①コンテンツイメージ(完パケ)

解像度 1920×1080ピクセル

登録可能ファイル形式 JPEG,PNG,BMP

拡張子 .jpg,.png,.bmp

ハードスペック

動画

静止画

LED

※STBから映像送出時に映像信号変換機(4K LEDコントローラー)でコンテンツ全体のデータから、
有効表示領域のみを抜粋した形で表示します。

※1920×1080ピクセル全画面で登録をした場合、有効表示領域のみ切り取られて表示されます。
コンテンツスペック

②画面分割パターン１

解像度
720p/1080p
(最大解像度)1920×1080

フレームレート 30fps/60fps

拡張子 .mp4

映像エンコードビットレート 最大25Mbps

プロファイルレベル ~1080p: Baseline, Main, High up to L5.1

アスペクト比 16:9 ピクセルアスペクト比は 1:1

オーディオストリーム AAC

音声サンプリングレート ～48KHz

オーディオビットレート ～96kbps

平均ラウドネス値
ターゲットラウドネス値 -24.0LKFS
(許容範囲±１）

販売プラン 料金

※画面分割パターン表示イメージ

放映時間：05:00-24:00(広告放映07:00-24:00)

OSK-15

※期間中の素材切り替えは2素材まで、事前に一括入稿の場合無償対応致します。
一括入稿以外の場合、及び中止をする場合は、特殊放映として別途料金を申し受けます。

※2素材のテレコ放映については、無償対応致します。
※放映回数は、支障を含め延べ放映回数の80%稼働時を保証回数とします。
※放映期間中であっても、事業上の支障、緊急事態その他やむを得ない事由が生じたときは、放映を中止する場合があります。
※基本、放映料金の減額、払い戻しは行わず、放映中止期間相当分の代替放映で補うことをもって正規放映とさせていただきます。

1週間 2週間 1ヶ月 6ヶ月 1年

15秒×4回／H ¥160,000 ¥260,000 ¥450,000 ¥1,550,000 ¥2,700,000

15秒×8回／H ¥170,000 ¥301,000 ¥462,000 ¥1,820,000 ¥2,940,000

15秒×12回／H ¥240,000 ¥430,000 ¥660,000 ¥2,600,000 ¥4,200,000

2020/07/14



LINKS UMEDA ⑥1F/2F C連絡通路柱巻（1F:16面/2F:23面=39面）梅 田

※クライアント、素材は事前に審査があります。
※法令等で禁じられているもの、公序良俗に反するもの等放映審査会が不適切と認めたものは放映できません。
※CM、番組放映共にご契約いただいた期間内の総放映回数をもって契約基準とさせていただきます。

コンテンツ説明

画面サイズ 49型 1075.6×605.8×86.2(mm)

総解像度 1920×1080ピクセル (×2面)

向き 縦

アスペクト比 16 : 9  

輝度 700cd/㎡

スピーカー 有

重量 / 消費電力 17.5kg/0.15KW

①コンテンツイメージ(完パケ) ②コンテンツイメージ(画面分割パターン1)

解像度 1080×3840ピクセル

登録可能ファイル形式 JPEG,PNG,BMP

拡張子 .jpg,.png,.bmp

ハードスペック

動画

静止画

ディスプレイモニター

コンテンツスペック

②コンテンツイメージ(画面分割パターン2)

※縦型サイネージ用のコンテンツは制作段階で縦型に起こした状態で制作下さい。

解像度 3840×1080 (特殊解像度)

フレームレート 30fps/60fps

拡張子 .mp4

映像エンコードビットレート 最大100Mbps

プロファイルレベル
~1080p: Baseline, Main, High up to L5.1 
2160p: High, L5.1

アスペクト比 9:32 ピクセルアスペクト比は 1:1

オーディオストリーム AAC/AAC-LC (5.1 可能)

音声サンプリングレート ～96KHz

オーディオビットレート ～384kbps

平均ラウドネス値
ターゲットラウドネス値 -24.0LKFS
(許容範囲±１）

※画面分割パターン表示イメージ※画面分割パターン表示イメージ

※画面分割コンテンツとは、別個で登録した素材をAFFICHER内で合成表示する機能です。
※分割コンテンツで動画ファイルを複数登録することは出来ません。(動画は1種)
※各分割領域内での再生位置や、サイズ調整説明は別章参照。

販売プラン 料金

放映時間：05:00-24:00(広告放映07:00-24:00)

OSK-15

※期間中の素材切り替えは2素材まで、事前に一括入稿の場合無償対応致します。
一括入稿以外の場合、及び中止をする場合は、特殊放映として別途料金を申し受けます。

※2素材のテレコ放映については、無償対応致します。
※放映回数は、支障を含め延べ放映回数の80%稼働時を保証回数とします。
※放映期間中であっても、事業上の支障、緊急事態その他やむを得ない事由が生じたときは、放映を中止する場合があります。
※基本、放映料金の減額、払い戻しは行わず、放映中止期間相当分の代替放映で補うことをもって正規放映とさせていただきます。

1週間 2週間 1ヶ月 6ヶ月 1年

15秒×4回／H ¥160,000 ¥260,000 ¥450,000 ¥1,550,000 ¥2,700,000

15秒×8回／H ¥168,000 ¥301,000 ¥462,000 ¥1,820,000 ¥2,940,000

15秒×12回／H ¥240,000 ¥430,000 ¥660,000 ¥2,600,000 ¥4,200,000
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LINKS UMEDA 媒体設置箇所梅 田

①．B1F_ENT丸柱ビジョン
放映時間：07:00-24:00

放映イメージ

②.B1F_ENT曲面ビジョン

①.B1F_ENT丸柱ビジョン

【B1F】

Vision

放映時間：07:00-24:00

放映イメージ

②.B1F_ENT曲面ビジョン

Vision

【B1F】
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LINKS UMEDA 媒体設置箇所梅 田

④．B1F_広場柱巻サイネージ（7面）

③．1F_吹き抜けビジョン
放映時間：07:00-24:00

放映イメージ

③.１F_吹き抜けビジョン

Vision

【1F】

放映時間：07:00-24:00

放映イメージ

4.B1F_広場柱巻
(下から3面、2面、1面、1面)

Signage

【B1F】
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LINKS UMEDA 媒体設置箇所梅 田

⑤．2F_Aデッキ正面ビジョン

⑥．1F/2F_C連絡通路柱巻サイネージ（39面）

※1F＝16面、2F＝23面 合計39面

放映時間：07:00-24:00

放映イメージ

放映時間：07:00-24:00

放映イメージ

5.Aデッキ正面LED

Vision

【2F】

6.1/2F_C連絡通路柱

Signage

Signage

【1F／2F】
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LINKS UMEDA 申込・入稿スケジュール梅 田

1.放送申込に関して
(1)申込受付 ご希望の放送開始日の4週間前まで先着順で受付ます。
(2)申込方法 所定の申込書に必要事項をご記入の上お申込下さい。
(3)放映期間のタームは最小期間を1週間とし、放映開始日は任意の曜日で設定可能とします。

2.素材に関して
(1)入稿素材 データ入稿(静止画：JPEG/PNG 形式、動画：MP4/WMV 形式)
※各媒体の入稿規定は別途商品ページをご確認下さい。

※画面分割および静止画素材との同時放映については動画素材が16:9の場合は無料とします。

各分割パターンの入稿規定は、別途お問い合わせ下さい。

(2)放送開始週の月曜日より6営業日前 午前中 締切
※事前に原稿審査が必要
※入稿締切後の放映手配となる場合は、特急対応として別途料金を申し受けます。
※特急対応費用¥50,000(税別・実費)

(3)放映意匠は、1カ月単位までの申し込みの場合、17時間/日×申込期間、同一意匠の放映を

基本とします。期間中の素材切り替えは2素材まで、事前に一括入稿の場合無償対応致します。
一括入稿以外の場合、及び中止をする場合は、特殊放映として別途料金を申し受けます。
※特別編成対応費用¥50,000(税別・実費)

(4)放送内容基準は別紙参照

3.放送に関して
(1)放映回数は、支障を含め延べ放映回数の80%稼働時を保証回数とします。
※放映期間中であっても、事業上の支障、緊急事態その他やむを得ない事由が生じたときは、放映を中止する場合があります。
※基本、放映料金の減額、払い戻しは行わず、放映中止期間相当分の代替放映で補うことをもって正規放映とさせていただきます。

月

火

水

木

金 午前中 入稿締切

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月 放映開始週
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LINKS UMEDA 放映内容審査基準梅 田
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