
媒体名称 ＢＲＡＶＥ ＶＩＳＩＯＮ ＮＡＭＢＡ

媒体所在地 大阪府大阪市中央区難波千日前15-15 ＢＲＡＶＥ難波壁面

放映時間 8：00～2４：00（16時間/日）※15時間保証

画面サイズ（H×W）
左側のみ 5,600×10,400（ｍｍ）
フルカラーＬＥＤ １６：９ ※表示は画面サイズに合わせての放映になります

※右側は音声なしのテナントの放映が流れます

音響

あり（画面下部左右にスピーカー）
※音声あり 平日・土曜9:00～20:00、日曜・祝日10:00～20:00

※10分音声あり、10分音声なしの繰り返しとなります。

素材仕様

データファイル（MPEG・WMV・MP4・MOV）
完全パッケージにて納品願います。
※ご契約期間中に素材差替えまたは複数素材放送の場合、
2本目から1本あたり編集費￥20,000(税別)を申し受けます。
締め切りを超えての入稿については 特急料金¥30,000(税別)がかかります。

素材納品日 放映開始の7営業日前までに納入(祝日を除く)

乗降客数 大阪メトロ・南海・JR・近鉄・阪神 合計895,171人／日

備考
CM放映保証期間・回数90%
ビジョン前に電線が数本通っております
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ＢＲＡＶＥ ＶＩＳＩＯＮ ＮＡＭＢＡ難 波

※クライアント、素材は事前に審査があります。
※株式会社ＢＲＡＶＥが不適当と認めるもの、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。

※料金は税別

7日間 14日間 30日間 180日間 1年間

15秒×4回/H ￥200,000 ￥360,000 ￥560,000 ￥2,688,000 ￥4,704,000

15秒×8回/H ￥400,000 ￥720,000 ￥1,120,000 ￥5,376,000 ￥9,408,000

30秒×4回/H ￥400,000 ￥720,000 ￥1,120,000 ￥5,376,000 ￥9,408,000

30秒×8回/H ￥800,000 ￥1,440,000 ￥2,240,000 ￥10,752,000 ￥18,816,000

南海なんば南口・なんばCITY出入り口前に位置する
「 BRAVE VISION NAMBA」 大阪のアキバと言われる「日
本橋(にっぽんばし)」電気店やオタロード方面に向かう方が頻
繁に通行する交差点付近に設置されています。 また、大阪商人
が必ずしもと言っていいくらい年の初めに初詣する「えべっさ
ん」と呼ばれる十日戎「今宮戎神社」へ向かう方々が行列する
場所でもありかなりの賑わいます。

OSK-15

※一部分画像を加工しております

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/


難 波

放映内容基準

以下の項目に該当する素材は放送できませんので予めご了承下さい。
①法令などで放送を禁止されているもの。
②公の秩序及び道徳的思想に反するもの。
③風俗営業に関わるもの。
④公衆に不快の念を抱かせる内容のもの。
⑤虚像もしくは誇大表現のもの。
⑥その他、株式会社ＢＲＡＶＥ不適当と認めるもの。

業種別

・宗教系
・風俗
・ホスト・キャバクラ など
・消費者金融
・不動産系(要相談)
・ビルテナントと競合するクライアント(スポーツジム系(要相談)・回転ずしはＮＧ)

その他要審査

・以下 内容により放映不可になる場合もあるため、要事前クライアント・素材審査あり
カジノ関連・ネットショッピング(アプリ告知も含む)・政党広告・ネットワークビジネス・婚活系・宗教等

・他の複合施設は、要事前素材審査あり
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大阪

放送時間/8：00～24：00 【15時間保証】

回数/時間 回数/日
7日間
(1週間)

14日間
(2週間)

30日間
(1ヶ月間)

90日間
(3ヶ月間)

180日間
(6ヶ月間)

1年間 (月額）

2回/H 30回 ¥100,000 ¥180,000 ¥280,000 ¥756,000 ¥1,344,000 ¥2,352,000 (¥196,000)

4回/H 60回 ¥200,000 ¥360,000 ¥560,000 ¥1,512,000 ¥2,688,000 ¥4,704,000 (¥392,000)

6回/H 90回 ¥300,000 ¥540,000 ¥840,000 ¥2,268,000 ¥4,032,000 ¥7,056,000 (¥588,000)

8回/H 120回 ¥400,000 ¥720,000 ¥1,120,000 ¥3,024,000 ¥5,376,000 ¥9,408,000 (¥784,000)

■ＣＭ放送料金 【15秒】

■ インフォマーシャル料金 【1回/H（15回/日)】

※下記料金はすべて税別

秒数 回数/日
7日間
(1週間)

14日間
(2週間)

30日間
(1ヶ月間)

90日間
(3ヶ月間)

180日間
(6ヶ月間)

1年間 (月額）

60秒 15回 ¥200,000 ¥360,000 ¥560,000 ¥1,512,000 ¥2,688,000 ¥4,704,000 (¥392,000)

120秒 15回 ¥400,000 ¥720,000 ¥1,120,000 ¥3,024,000 ¥5,376,000 ¥9,408,000 (¥784,000)

180秒 15回 ¥600,000 ¥1,080,000 ¥1,680,000 ¥4,536,000 ¥8,064,000 ¥14,112,000 (¥1,176,000)

回数/時間 回数/日
7日間
(1週間)

14日間
(2週間)

30日間
(1ヶ月間)

90日間
(3ヶ月間)

180日間
(6ヶ月間)

1年間 (月額）

2回/H 30回 ¥200,000 ¥360,000 ¥560,000 ¥1,512,000 ¥2,688,000 ¥4,704,000 (¥392,000)

4回/H 60回 ¥400,000 ¥720,000 ¥1,120,000 ¥3,024,000 ¥5,376,000 ¥9,408,000 (¥784,000)

6回/H 90回 ¥600,000 ¥1,080,000 ¥1,680,000 ¥4,536,000 ¥8,064,000 ¥14,112,000 (¥1,176,000)

8回/H 120回 ¥800,000 ¥1,440,000 ¥2,240,000 ¥6,048,000 ¥10,752,000 ¥18,816,000 (¥1,568,000)

■ＣＭ放送料金 【30秒】

※複数素材の場合 2本目から 1本あたり¥20,000(税別)実費を申し受けます※入稿締切後は特急料金¥30,000/1回(税別)にて作業を承ります。※CM放映保証は15時間とさせて頂きます。
※音声ありは、平日9:00~20:00、休日10:00~20:00の間 10分音声あり10分音声なしのサイクルで放映になります。
※180秒以上のインフォマーシャルは別途御見積致します。※CM・インフォマーシャル素材をお持ちでない場合は別途御見積にて制作も受け賜ります。担当者までご相談下さい。
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大阪

1.放送申込に関して

(1)申込受付 ご希望の放送開始日の10日前(営業日)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)放送開始 随時受付
編成サイクルは、毎週火曜日AM入稿締切、毎週金曜日スタート～翌木曜日の1週間となります。
※但し、休館日・点検日と重なる場合は翌日よりの放送となります。
※集中スポット・特別放送等は別途ご相談させていただきます。

2.素材に関して
(1)入稿素材 データ入稿(mpeg/mov/wmv/mp4)

※次頁の入稿仕様書をご参考下さい。
16:9 ※表示は画面サイズにあわせて放映となります。
※入稿仕様記載以外の素材については、変換料等の実費を申し受けます。

(2)入稿締切 毎週火曜日午前中締切 (祝日除く放送開始最大7営業日前)
※締切を過ぎる場合は、担当者にご相談下さい。 編成作業費の実費 特急料金¥30,000/1回(税別)にて作業を承ります。

(3)差替え等 ご契約期間中に素材差替えまたは複数素材放送の場合、2本目から1本あたり 編集費￥20,000(税別)の実費を申し受けます。

(4)放送内容基準 以下の項目に該当する素材は放送できませんので予めご了承下さい。
①法令などで放送を禁止されているもの。
②公の秩序及び道徳的思想に反するもの。
③風俗営業に関わるもの。
④公衆に不快の念を抱かせる内容のもの。
⑤虚像もしくは誇大表現のもの。
⑥その他、株式会社BRAVEが不適当と認めるもの。

3.放送に関して
(1)放送保証 ご契約期間・CM15時間保証 年間350日間 ※休館日、修理・保守点検に伴う放送休止日(事前報告)を除く全日程。

(2)放送回数 申込時の所定の回数 CM枠・インフォマーシャル放送とも、契約期間内の総放送回数をもって契約基準とさせていただきます。

(3)代替放送 CM枠・インフォマーシャル放送の一部または全部が何らかの事情で当初の指示通りに行われなかった場合は、放送中止時間相当分

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、払い戻しはいたしませんので予め
ご了承下さい。代替放送は音声がない時間帯での放映になる場合もございます。予めご了承下さい。

大阪
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大阪

MPEG 拡張子：mpg、m2p

圧縮形式（コーデック） MPEG2形式

ビットレート 最大15Mbps

音声 MPEG1Layer2 stereo 224Kbps

対応サイズ（ピクセル） 16：9／1920×1080 ※セーフティゾーン90％。文字等の重要な情報はセーフティゾーン内に収めるようにしてください。

フレームレート 30fps ノンドロップフレーム(NDF)形式 ※設定が29.97 fpsしかない場合はそれでも可。

オーディオレベル 旧放送基準(-20dB=0VU) または 平均ラウドネス値-24.0LKFS

【入稿データ フォーマット①】

QuickTime 拡張子：mov

圧縮形式（コーデック） H.264 または アニメーション

音声 非圧縮

対応サイズ（ピクセル） 16：9／1920×1080 ※セーフティゾーン90％。文字等の重要な情報はセーフティゾーン内に収めるようにしてください。

フレームレート 30fps ノンドロップフレーム(NDF)形式 ※設定が29.97 fpsしかない場合はそれでも可。

オーディオレベル 旧放送基準(-20dB=0VU) または 平均ラウドネス値-24.0LKFS

MP4 拡張子：mp4

圧縮形式（コーデック） H.264

音声 192Kbps

ビットレート 最大15Mbps

対応サイズ（ピクセル） 16：9／1920×1080※セーフティゾーン90％。文字等の重要な情報はセーフティゾーン内に収めるようにしてください。

フレームレート 30fps ノンドロップフレーム(NDF)形式 ※設定が29.97 fpsしかない場合はそれでも可。

オーディオレベル 旧放送基準(-20dB=0VU) または 平均ラウドネス値-24.0LKFS

WMV 拡張子：wmv

ビットレート 最大10Mbps

音声 192Kbps

対応サイズ（ピクセル） 16：9／1920×1080 ※セーフティゾーン90％。文字等の重要な情報はセーフティゾーン内に収めるようにしてください。

フレームレート 30fps ノンドロップフレーム(NDF)形式 ※設定が29.97 fpsしかない場合はそれでも可。

オーディオレベル 旧放送基準(-20dB=0VU) または 平均ラウドネス値-24.0LKFS

大阪
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【入稿データ フォーマット②】

■映像尺についての注意点(必ずお読み下さい)
映像のもとになる静止画1コマ1コマを「フレーム」、１秒間に表示されるフレーム数を「フレームレート」と呼びます。
上記指定のフレームレート30fps(frames per second)は、「1秒間に30フレーム(コマ)表示させる」という意味です。

秒数 フレーム数

15秒 450フレーム

30秒 900フレーム

60秒 1800フレーム

120秒 3600フレーム

180秒 5400フレーム

形式問わず、入稿データの尺は15秒単位でお願いします。(15秒・30秒・60秒・・・・)  
14秒18フレームや20秒など、半端な秒数、フレーム数の素材は基本受け付けできません。

■音声についての注意点(必ずお読み下さい。)
本編の最初と最後の0.5秒(15フレーム)は無音にしてください。無音でない場合、音が不自然にカットされたり、
ノイズが入り放送事故となる可能性があります。テレビCMはテレビ放送基準で制作されており問題ないですが、
新規制作時や、web用映像・配信サイト向け映像を流用する場合は特にご注意下さい。

大阪
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