
種別 掲出路線 枠番 掲出開始日 掲出期間
サイズ

H×W (㎜)
掲出枚数 納品枚数

掲出料金
（税別）

A 単月枠
今里筋線・ﾆｭｰﾄﾗﾑを除く

全路線
1～6号 毎月1日 1ヵ月

70 ×300
1車2枚

（1車1組）

2,820枚

(1,410組）
2,220,000円

B 単月枠

堺筋線・長堀鶴見緑地線・

今里筋線・ﾆｭｰﾄﾗﾑを除く

全路線

7・8号 毎月1日 1ヵ月
2,240枚

（1,120組）
1,940,000円

●Osaka Metroによる意匠審査が必要です。
●駅やOsaka Metroの事情により、急遽掲出場所や料金が変更になる場合がございます。
●取付・撤去費は掲出料金に含まれています。
●掲出作業時間：掲出開始日～5日間作業
●撤去作業時間：掲出終了日翌日～5日間作業

※全作業管理には5日間以上かかる場合があります。
●納品：ステッカー納品
●納品期限：掲出開始の6営業日前16時迄

●原則枠の指定はできません。

※長期申し込み優先となります。

※抽選後の空き枠は決定優先（仮押さえ不可）

※現在長期契約中の継続枠に関しては、広告解約の後に単月販売枠として再販いたします。

※期間途中の意匠変更や掲出、撤去等の作業は「月初、月曜、土曜、日曜」は不可となります。

※期間途中の意匠変更作業は有料となります。別途お問い合わせください。

2022/4/19Osaka Metro ツインステッカー

▼推奨製品
・DIC トレイン GSW 中粘着剥離
・PO80 透明 MOR-2 110WS/PET25S

白 MP3 110H/PET-J（不燃） 中粘着剥離
・JPO 白 MSR-GR110WS+PET-J 中粘再剥離

はじめて割（20％ off）

中吊り、ドア横、ドア上、まど上（コーナー含む）、
連結部上部、全ステッカー

※適用期間：2022年4月期～2023年3月期の掲出分。
※2019年以降、上記媒体で出稿実績がない広告主が対象となります。
※お申込み前に必ず適用可否のご確認をお願い致します。
※複数枠・複数週は一度のお申込みなら適用可能となります。

★商品改定★2022年度より
・申込スケジュール変更
・おかえり割の導入

お問い合わせは
こちらを
クリック

👆

https://kansaikikaku.ne.jp/contact/
https://kansaikikaku.ne.jp/contact/


種別 掲出期間 掲出スタート
サイズ

Ｈ×Ｗ（ｍｍ）
掲出枚数 納品枚数 掲出料金（税抜）

ドアガラスステッカー
（A~L※G除く）

御堂筋線・谷町線・四つ橋線
中央線・千日前線

堺筋線・長堀鶴見緑地線・今里筋線

1ヶ月 毎月10日
165×200

（角：10㎜R）

1車1枚
（両面）

各1,500枚 各1,800,000円

ドアガラスステッカー
（M~P）

御堂筋線・谷町線・四つ橋線・
中央線・千日前線

各1,120枚 各1,500,000円

2022/4/22

●Osaka Metroによる意匠審査が必要です。
●駅やOsaka Metroの事情により、
急遽掲出場所や料金が変更になる場合がございます。

●取付・撤去費は掲出料金に含まれています。
●納品：ステッカー納品
●意匠変更する場合は別途費用がかかります。

※期間途中の意匠変更や掲出、撤去等の作業は

「月初、月曜、土曜、日曜」は不可となります。

※期間途中の意匠変更作業は有料となります。

別途お問い合わせください。

Osaka Metro ドアガラスステッカー

▼推奨製品
・DIC トレイン GSW 中粘着剥離
・PO80 透明 MOR-2 110WS/PET25S

白 MP3 110H/PET-J（不燃） 中粘着剥離
・JPO 白 MSR-GR110WS+PET-J 中粘再剥離

はじめて割（20％ off）

中吊り、ドア横、ドア上、まど上（コーナー含む）、
連結部上部、全ステッカー

※適用期間：2022年4月期～2023年3月期の掲出分。
※2019年以降、上記媒体で出稿実績がない広告主が対象となります。
※お申込み前に必ず適用可否のご確認をお願い致します。
※複数枠・複数週は一度のお申込みなら適用可能となります。

★商品改定★2022年度より
・申込スケジュール・納品枚数・料金変更
・おかえり割の導入



枠番・種別 掲出路線
掲出期間
（開始日）

サイズ
H×W(mm)

掲出枚数 納品枚数
掲出料金
（税抜）

まどステッカー 1～12

単月枠

ニュートラム除く
1ヶ月

（毎月1日）

165×200 1車1枚

各1,500枚 各1,800,000円

まどステッカー E1・E2
長堀鶴見緑地線・今里筋線除く

上記以外の運転台車両も除く

1ヶ月
（毎月1日）

各970枚 各1,300,000円

●Osaka Metroによる意匠審査が必要です。
●駅や交通局の事情により、急遽掲出場所や料金が変更になる場合がございます。
●取付・撤去費は掲出料金に含まれています。
●掲出作業時間：掲出開始日～5日間作業
●撤去作業時間：掲出終了日翌日～5日間作業
※全作業管理には5日間以上かかる場合があります。

●納品：ステッカー納品
●納品期限：掲出開始の6営業日前16時迄
●掲出開始日：毎月1日

※期間途中の意匠変更や掲出、撤去等の作業は「月初、月曜、土曜、日曜」は不可となります。

※期間途中の意匠変更作業は有料となります。別途お問い合わせください。

2022/4/19Osaka Metro まどステッカー（1～12・E1・E2）

▼推奨製品
・DIC トレイン GSW 中粘着剥離
・PO80 透明 MOR-2 110WS/PET25S

白 MP3 110H/PET-J（不燃） 中粘着剥離
・JPO 白 MSR-GR110WS+PET-J 中粘再剥離

はじめて割（20％ off）

中吊り、ドア横、ドア上、まど上（コーナー含む）、
連結部上部、全ステッカー

※適用期間：2022年4月期～2023年3月期の掲出分。
※2019年以降、上記媒体で出稿実績がない広告主が対象となります。
※お申込み前に必ず適用可否のご確認をお願い致します。
※複数枠・複数週は一度のお申込みなら適用可能となります。

★商品改定★2022年度より
・申込スケジュール・料金変更
・おかえり割の導入



名称 枠番・種別 掲出路線
掲出期間
（開始日）

サイズ
H×W(mm)

掲出枚数 納品枚数
掲出料金
（税抜）

まどステッカー

21号

ニュートラム

1ヶ月
（1ヵ月単位で継続可能）

165×200 1車1枚

100枚 130,000円

22号
1ヶ月

（1ヵ月単位で継続可能）
100枚 130,000円

●Osaka Metroによる意匠審査が必要です。
●駅やOsaka Metroの事情により、急遽掲出場所や料金が変更になる場合がございます。
●取付・撤去費は掲出料金に含まれています。
●掲出作業時間：掲出開始日～5日間作業
●撤去作業時間：掲出終了日翌日～5日間作業
※全作業管理には5日間以上かかる場合があります。

●納品：ステッカー納品
●納品期限：掲出開始の6営業日前16時迄
●掲出開始日：決定申込後、1ヶ月以内に掲出開始

Osaka Metro まどステッカー（ニュートラム）

▼推奨製品
・DIC トレイン GSW 中粘着剥離
・PO80 透明 MOR-2 110WS/PET25S

白 MP3 110H/PET-J（不燃） 中粘着剥離
・JPO 白 MSR-GR110WS+PET-J 中粘再剥離



●Osaka Metroによる意匠審査がございます。
●駅やOsaka Metroの事情により、急遽掲出場所や料金が変更になる場合がございます。
●取付・撤去費は掲出料金に含まれています。
●納品：ステッカー納品
●納品期限：掲出開始の6営業日前16時迄
●月途中から月末までの掲出や1日から途中までの掲出も可能です。
※ただし料金の割引はございません。

※掲出開始月1ヶ月前最終営業日に空き枠の場合、各沿線別に申込が可能となります。
（申込みについて）
掲出開始月の1ヶ月前の定例抽選会にて申込みを受付致します。（掲出料金は次ページ参照）

※特殊仕様はできません。

※期間途中の意匠変更や掲出、撤去等の作業は「月初、月曜、土曜、日曜」は不可となります。

※期間途中の意匠変更作業は有料となります。別途お問い合わせください。

Osaka Metro 戸袋ステッカー 2022/4/19

掲出路線 掲出枚数 期間 スタート日
サイズ
（㎜）

納品枚数
掲出料金
（税別）

御堂筋線・谷町線・四つ橋線
・中央線・千日前線・堺筋線

・長堀鶴見緑地線
1車1枚 1ヶ月間 毎月1日 W165×H200 1,140枚 1,120,000円

▼推奨製品
・DIC トレイン GSW 中粘着剥離
・PO80 透明 MOR-2 110WS/PET25S

白 MP3 110H/PET-J（不燃） 中粘着剥離
・JPO 白 MSR-GR110WS+PET-J 中粘再剥離

はじめて割（20％ off）

中吊り、ドア横、ドア上、まど上（コーナー含む）、
連結部上部、全ステッカー

※適用期間：2022年4月期～2023年3月期の掲出分。
※2019年以降、上記媒体で出稿実績がない広告主が対象となります。
※お申込み前に必ず適用可否のご確認をお願い致します。
※複数枠・複数週は一度のお申込みなら適用可能となります。

★商品改定★2022年度より
・申込スケジュール・料金・納品枚数変更
・おかえり割の導入



沿線
掲出
枚数

掲出期間 開始日
サイズ

H×W(mm)
納品枚数

掲出料金
（税別）

御堂筋線

1車1枚 1ヵ月 1日 165×200

220枚 500,000円

谷町線 260枚 180,000円

四つ橋線 160枚 90,000円

中央線 130枚 120,000円

千日前線 80枚 90,000円

堺筋線 170枚 140,000円

長堀鶴見緑地線 120枚 60,000円

●申込：掲出開始月の1ヶ月前の第1営業日に受付開始。
※重複時はボリューム優先と致します。
※抽選会後の空き枠は先着決定優先となります。

（その他）
●掲出期間は毎月1日から月末の1ヶ月間とし、延長掲出はできません。
ただし、同一デザインで同一枠がお申込み可能となり割当確定となった場合のみ継続掲出ができます。

掲出開始月の1ヶ月前第1営業日に戸袋ステッカーが空き枠の場合、各沿線別に申込が可能となります。

Osaka Metro 戸袋ステッカー 沿線部



●Osaka Metroによる業種審査・意匠審査がございます。
●特殊仕様はできません。
●駅やOsaka Metroの事情により、急遽掲出場所や料金が変更になる場合がございます。
●取付・撤去費は掲出料金に含まれています。
●掲出作業時間：掲出開始日～5日間作業
●撤去作業時間：掲出終了日翌日～5日間作業
※全作業完了には5日間以上かかる場合があります。

●納品：ステッカー納品
●納品期限：掲出開始の6営業日前16時迄

※期間途中の意匠変更や掲出、撤去等の作業は「月初、月曜、土曜、日曜」は不可となります。

※期間途中の意匠変更作業は有料となります。別途お問い合わせください。

Osaka Metro 連結部ステッカー 2022/4/19

左右の2枚セット販売になりました！

掲出路線 掲出位置 掲出枚数 掲出期間 スタート日
サイズ
(mm)

納品枚数
掲出料金
（税別）

御堂筋線・谷町線・四つ橋線
・中央線・千日前線・堺筋線

A or B 1車2枚 1ヶ月 毎月1日
H165×W200

（角：10mmR）
2,200枚

（1,100組）
1,000,000円

▼推奨製品
・DIC トレイン GSW 中粘着剥離
・PO80 透明 MOR-2 110WS/PET25S

白 MP3 110H/PET-J（不燃） 中粘着剥離
・JPO 白 MSR-GR110WS+PET-J 中粘再剥離

はじめて割（20％ off）

中吊り、ドア横、ドア上、まど上（コーナー含む）、
連結部上部、全ステッカー

※適用期間：2022年4月期～2023年3月期の掲出分。
※2019年以降、上記媒体で出稿実績がない広告主が対象となります。
※お申込み前に必ず適用可否のご確認をお願い致します。
※複数枠・複数週は一度のお申込みなら適用可能となります。

★商品改定★2022年度より
・申込スケジュール変更
・おかえり割の導入


