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■ 大阪シティボード 掲出概要

【１】掲出面数 ： 18面（H3.0×W4.0m換算で計算での面数です）

【２】広告寸法 ： H3,000㎜ × W4,000㎜

【３】掲出場所 ： 大阪市内の通行車輌に強く訴求いたします。また、歩行者にも訴求。
※エリア場所につきましては別紙資料ご参照下さい。

【４】掲出料金 ： 700万円／４週間（消費税別途）
※上記料金には、媒体料・出力費・取付・撤去・電気代を含みます。
※H3.0m×W8.0mおよびH6.0m×W4.0mの面は、H3.0×W4.0mサイズの
連貼りを想定しております。

【５】掲出開始 ： ご相談 ※悪天候の影響などにより遅れる場合がありますので予めご了承ください。

【６】納品期限 ： 掲出開始の1ヶ月前までに完全データ入稿。
※シート支給の場合は、掲出開始日の5日前までに納品。

【７】追記事項 ： ※クライアント及びデザイン審査有り
※掲出場所及び面数は予告無く変更する場合がありますので予めご了承ください。
※同一意匠での、連続掲出も可能（要調整となります）
※各個別販売（短期・長期）も可能。（要調整）
※直近の３ヶ月後迄の販売となります。（随時、媒体のご確認をお願いいたします）
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大阪シティボード18 一覧表

※上記料金には、媒体料・出力費・取付・撤去・電気代を含みます。

13箇所／18面セット 掲出料金：7,000,000円／4週間(税別)

Osaka City Boards／一覧表大 阪

※上記面数は、H3.0×W4.0に換算した際の面数となります
※全箇所インクジェットシート仕様になります

No. 区分 住所 訴求 媒体名 枠サイズ 面数 照明 備考

1 大阪 大阪市北区天神橋4-8-15 天満 中島ビル 3.0*8.0 2 外照式
52,866人/日（JR天満駅乗降客数）
※横2面連貼り

2 大阪 大阪市北区西天満6-1-17 西天満 大興ビル（左･右面） 3.0*4.0 2 外照式 （平日）59,978台/24h

3 大阪 大阪市福島区福島5-6-18 JR福島駅 平山ビル（左面） 3.0*4.0 1 外照式 59,146人/日（JR福島駅乗降客数）

4 大阪 大阪市福島区福島1-2-14 なにわ筋 山本ビル 3.0*4.0 1 非電照 （平日） 32,314台/24h

5 大阪 大阪市福島区海老江1-1-59 阪神野田駅 石倉 ビル 3.0*4.0 1 非電照 32,419人/日（阪神野田駅乗降客数）

6 大阪 大阪市此花区西九条3-13-5 JR西九条駅 ホークビル 3.0*4.0 １ 非電照 62,600人/日（JR西九条駅乗降客数）

7 大阪 大阪市中央区南船場3-12-6 心斎橋 たつみ宝石店 3.0*8.0 2 外照式
180,531人/日（大阪メトロ心斎橋駅+四ツ橋駅乗降客数）

※横2面連貼り

8 大阪 大阪市中央区西心斎橋1-7-12 アメリカ村 イエスタディビル 6.0*4.0 2 外照式
180,531人/日（大阪メトロ心斎橋駅+四ツ橋駅乗降客数）

※縦2面連貼り

9 大阪 大阪市中央区千日前2-8-23 難波 パレ逢坂 3.0*4.0 1 外照式 134,288 人/日（近鉄大阪難波駅一日乗降人員数）

10 大阪 大阪市天王寺区六万体町5-16 谷町筋 中山ビル（右面） 3.0*4.0 1 外照式 （平日） 59,113台/24h

11 大阪 大阪市西成区玉出2-16-11 南港通
カミタニビル
（西･東面）

3.0*4.0 2 外照式 （平日） 39,994台/24h

12 大阪 大阪市住之江区浜口東2-7-25 国道26号 徳渕ビル 3.0*4.0 1 非電照 （平日） 39,994台/24h

13 大阪 大阪市中央区西心斎橋2-12-8 アメリカ村 佐々木ビル 3.0*4.0 1 外照式
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Osaka City Boards_No.1／中島ビル

媒体概要

媒体名 中島ビル

物件住所 大阪市北区天神橋４-8-15

訴求対象 JR天満橋

サイズ Ｈ3,000㎜ × Ｗ8,000㎜(Ｈ3,000㎜ × Ｗ4,000㎜×2面)

掲出期間 4週間

媒体仕様 屋上広告(外照式・IJP仕様）

備考 ※クライアント及びデザイン審査有り

大 阪 2022/02/22



Osaka City Boards_No.2／大興ビル(2面)大 阪

媒体概要

媒体名 大興ビル（2面）

物件住所 大阪市北区西天満6-1-17

訴求対象 西天満

サイズ Ｈ3,000㎜ × Ｗ4,000㎜ 2面

掲出期間 4週間

媒体仕様 屋上広告（外照式・IJP仕様）

備考 ※クライアント及びデザイン審査有り
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Osaka City Boards_No.3／平山ビル(左面)大 阪

媒体概要

媒体名 平山ビル（左面）

物件住所 大阪市福島区福島5-6-18

訴求対象 JR福島駅

サイズ Ｈ3,000㎜ × Ｗ4,000㎜

掲出期間 4週間

媒体仕様 屋上広告（外照式・IJP仕様）

備考 ※クライアント及びデザイン審査有り

2022/02/22



媒体名 山本ビル

物件住所 大阪市福島区福島1-2-14

訴求対象 なにわ筋

サイズ Ｈ3,000㎜ × Ｗ4,000㎜

掲出期間 4週間

媒体仕様 屋上広告(非電照・IJP仕様）

備考 ※クライアント及びデザイン審査有り

Osaka City Boards_No.4／山本ビル大 阪

媒体概要
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媒体名 石倉ビル

物件住所 大阪市福島区海老江1-1-59

訴求対象 阪神本線野田駅

サイズ Ｈ3,000㎜ × Ｗ4,000㎜

掲出期間 4週間

媒体仕様 屋上広告（非電照・IJP仕様）

備考 ※クライアント及びデザイン審査有り

Osaka City Boards_No.5／石倉ビル大 阪

媒体概要
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媒体名 ホークビル

物件住所 大阪市此花区西九条3-13-5

訴求対象 JR西九条駅

サイズ Ｈ3,000㎜ × Ｗ4,000㎜

掲出期間 4週間

媒体仕様 屋上広告（非電照・IJP仕様）

備考 ※クライアント及びデザイン審査有り

Osaka City Boards_No.6／ホークビル大 阪

媒体概要
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媒体名 たつみ宝石店

物件住所 大阪市中央区南船場3-12-6

訴求対象 心斎橋筋商店街・長堀通り周辺歩行者

サイズ Ｈ3,000㎜ × Ｗ8,000㎜(Ｈ3,000㎜ × Ｗ4,000㎜×2面)

掲出期間 4週間

媒体仕様 屋上広告（外照式・IJP仕様）

備考 ※クライアント及びデザイン審査有り

Osaka City Boards_No.7／たつみ宝石店大 阪

媒体概要
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Osaka City Boards_No.8／イエスタディビル大 阪

媒体概要

媒体名 イエスタデイビル

物件住所 大阪市中央区南船場3-12-6

訴求対象 心斎橋筋商店街・長堀通り周辺歩行者

サイズ Ｈ6,000㎜ × Ｗ8,000㎜(Ｈ3,000㎜ × Ｗ4,000㎜×2面)

掲出期間 4週間

媒体仕様 屋上広告（外照式・IJP仕様）

備考 ※クライアント及びデザイン審査有り
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Osaka City Boards_No.9／パレ逢坂大 阪

媒体概要

媒体名 パレ逢坂（上段）

物件住所 大阪市中央区千日前2-8-23

訴求対象 千日前商店街周辺歩行者

サイズ Ｈ3,000㎜ × Ｗ4,000㎜

掲出期間 4週間

媒体仕様 壁面広告（外照式・IJP仕様）

備考 ※クライアント及びデザイン審査有り
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Osaka City Boards_No.10／中山ビル(右側)大 阪

媒体概要

媒体名 中山ビル（右面）

物件住所 大阪市天王寺区六万体町5-16

訴求対象 谷町筋

サイズ Ｈ3,000㎜ × Ｗ4,000㎜

掲出期間 4週間

媒体仕様 屋上広告（外照式・IJP仕様）

備考 ※クライアント及びデザイン審査有り
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媒体名 カミタニビル（東面・西面）

物件住所 大阪市西成区玉出中2-16-11

訴求対象 南港通り

サイズ Ｈ3,000㎜ × Ｗ4,000㎜ 2面

掲出期間 4週間

媒体仕様 屋上広告（外照式・IJP仕様）

備考 ※クライアント及びデザイン審査有り

媒体概要

Osaka City Boards_No.11／カミタニビル(東面・西面)大 阪

東面

西面
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Osaka City Boards_No.12／徳渕ビル大 阪

媒体概要

媒体名 徳渕ビル

物件住所 大阪市住之江区浜口東2-7-25

訴求対象 国道26号線

サイズ Ｈ3,000㎜ × Ｗ4,000㎜

掲出期間 4週間

媒体仕様 屋上広告（非電照・IJP仕様）

備考 ※クライアント及びデザイン審査有り
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媒体名 佐々木ビル

物件住所 大阪市中央区西心斎橋２－１２－８

訴求対象 アメリカ村

サイズ Ｈ3,000㎜ × Ｗ4,000㎜

掲出期間 4週間

媒体仕様 屋上広告（外照式・IJP仕様）

備考 ※クライアント及びデザイン審査有り

Osaka City Boards_No.13／佐々木ビル大 阪

媒体概要
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