
大阪地区ＯＯＨトピックス’１８．１２．６ 【阪急梅田駅 ＳＰ媒体】

梅田エルポール

ブランド告知/ブルガリ

梅田ルミポール
ＬＥＤ式大型円柱 縦2,400×周囲約6,055mm 4本セット開始日：月 1期：7日間
広告料金：¥5,000,000 （税抜） 製作・取付・撤去費：広告料金に含む

商品告知/ＨＵＡＷＥＩ

大阪・梅田ツインボード
H3,950mm×Ｗ12,040ｍｍ×2面 開始日：月初 1期：1ヶ月
広告料金：¥7,000,000（税抜） 製作・取付・撤去費：広告料金に含む

ⅰＰｈｏｎｅ Ⅹｓ/apple Ｈａｎａｋｏ 1月号/マガジンハウス

H3.500×W4.500㎜ 開始日：月 1期：7日間
広告料金：¥1.000,000（税抜） 取付・撤去費：200.000（税抜）

うめばな

今週の大阪

ＬＥＤ式大型円柱 縦2,079×周囲約5,217mm 4本セット 開始日：月 1期：7日間
広告料金：¥4,000,000（税抜） 製作・取付・撤去費：広告料金に含む



大阪地区ＯＯＨトピックス’１８．１２．６ 【阪急梅田駅 ＳＰ・駅貼媒体】

ブランド告知/セリーヌ

B0×60枚 開始日：月 1期：7日間 広告料金：¥3,000,000（税抜）
取付・撤去費：広告料金に含む

ロングセット６０①②③④⑤⑥

イメージ告知/アメリカンエキスプレス

ガーナチョコレート/ロッテ

梅田クランクＷＡＬＬ①②
B0×16枚 開始日：金 1期：7日間 広告料金：¥800,000（税抜）
取付・撤去費：広告料金に含む 8枚ごとの販売可（詳細要問合）

クリスマスフェア/グランフロント大阪

梅田クランクＷＡＬＬ③④
B0×16枚 開始日：金 1期：7日間 広告料金：¥800,000（税抜）
取付・撤去費：広告料金に含む 8枚ごとの販売可（詳細要問合）

エキジビジョン４×４
Ｂ0×8（2,060×1,456) 4本セット 開始日：月 1期：7日間
広告料金：¥2,000,000（税抜） 取付・撤去費：¥400,000(税別)

今週の大阪



大阪地区ＯＯＨトピックス’１８．１２．６ 【阪急梅田駅 駅貼媒体】

クリスマスギフト/ロクシタン

梅田Ｄ-Ｓｔ①～④
Ｂ0×32 開始日：月 1期：7日間 広告料金：¥1,600,000（税抜）
取付・撤去費：広告料金に含む

店舗告知/マルハン

梅田ジャンボセットＡ
Ｂ0×8 開始日：月 1期：7日間 広告料金：¥480,000（税抜）
取付・撤去費：広告料金に含む

梅田紀伊国屋横臨時パネル
B1×10枚 ドライマウント加工 開始日：金 1期：7日間 広告料金：¥480,000（税抜）
加工費：¥100,000（税抜） 取付・撤去費：広告料金に含む

クリスマスフェア/阪急三番街

今週の大阪
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梅田宝塚線壁面パネルＢ

クリスマスフェア/阪急三番街

梅田宝塚線壁面パネルＡ

クリスマスフェア/ＨＥＰ ＦＩＶＥ

カラムセットⅠ～Ⅳ
各Ｂ0×24 開始日：月 1期：7日間 広告料金：¥1,728,000（税抜）
取付・撤去費：広告料金に含む

ＵＮＯ ワックス/資生堂

B0×8枚 開始日：金 1期：7日間 広告料金：¥480,000（税抜）
加工費：¥80,000（税抜） 取付・撤去費：広告料金に含む

B0×8枚 開始日：金 1期：7日間 広告料金：¥480,000（税抜）
加工費：¥80,000（税抜） 取付・撤去費：広告料金に含む

今週の大阪



ウコンの力/ハウスウェルネスフーズ

doda/パーソルキャリア

H1,850×Ｗ2,400mm 20駅20面 開始日：1日 1期：1ヶ月
広告料金：¥3,200,000（税抜） 製作・取付・撤去費：別途見積り

ネットボード１号

梅田ビッグボード１号
H2,180×（正面）Ｗ4,730mm 開始日：1日 1期：1ヶ月
広告料金：¥400,000（税抜） 製作・取付・撤去費：別途御見積

梅田ビッグボード２号
H2,080×(左側面）W980+（正面）Ｗ4,4947+（右側面）Ｗ2,180mm 開始日：1日
1期：1ヶ月 広告料金：¥400,000（税抜） 製作・取付・撤去費：別途御見積

※梅田

大阪地区ＯＯＨトピックス’１８．１２．６ 【大阪地下鉄 ＳＰ媒体】

イメージ告知/ＴＢＣ

梅田テルミナーレ

ＪＯＪＯ展/集英社

H2,060mm×W2,912mm(3駅・3面セット) 開始日：月初または16日
1期：1ヶ月または半月 広告料金：¥1,250,000（税抜） 取付・撤去費：広告料金に含む

ブランズタワー梅田 North/東急不動産

今週の大阪
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ドーム前千代崎駅（長堀鶴見緑地線）ホームドアシート
H900×W1,800㎜×10枚 開始日：1日 1期：1ヵ月
広告料金：¥100,000（税抜） 製作・取付・撤去費：別途見積もり

ホット生茶/キリンビバレッジ

H1,850×Ｗ2,400mm 20駅20面 開始日：1日 1期：1ヶ月
広告料金：¥3,200,000（税抜） 製作・取付・撤去費：別途見積り

ネットボード２号 ※梅田

B0×26枚(10連貼×上下2段+3連貼×上下2段) 開始日：月 1期：7日間
広告料金：¥1,300,000（税抜） 製作・取付・撤去費：別途費用お見積り

梅田パノラマビューセット（Ａ・Ｂエリア）

にゃんこ大戦争/ポノス

ビニールメイクアップ/資生堂

B0×20枚(10連貼×上下2段) 開始日：月 1期：7日間
広告料金：¥1,000,000（税抜） 別途費用お見積り

梅田パノラマビューセット（Ｃエリア）

ＲＦボーテ フォトプラス/ヤーマン

今週の大阪
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心斎橋ハーフジャンボ
B0×4枚 開始日：月 1期：7日間 広告料金：¥250,000（税抜）
取付・撤去費：広告料金に含む

御堂筋線主要５駅連貼セット
B0×20枚（Ｂ0×4枚×5駅） 開始日：月 1期：7日間
広告料金：¥1,400,000（税抜） 取付・撤去費：広告料金に含む

※なんば

B0×20枚 開始日：月 1期：7日間 広告料金：¥1,200,000（税抜）
取付・撤去費：広告料金に含む

連貼Ａセット（５号枠） ※天王寺

心斎橋店 キャンペーン/Ｘ ｆｌａｇ ｓｈｏｐ

初春大歌舞伎/松竹座クリスマスギフト/ロクシタン

御堂筋ハーフジャンボ
B0×8枚×3駅（御堂筋線梅田・心斎橋・なんば駅） 開始日：月 1期：7日間
広告料金：¥1,150,000（税抜） 取付・撤去費：広告料金に含む

※なんば

機動戦士ガンダム ナラティブ/バンダイナムコアーツ

今週の大阪
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商品告知/ＨＵＡＷＥＩ

梅田臨時集中貼
B0×42枚 開始日：月 1期：7日間 広告料金：¥2,300,000（税抜）
取付・撤去費：別途見積り

ＵＮＯ ワックス/資生堂

なんば臨時集中貼
B0×36枚 開始日：月 1期：7日間 広告料金：¥2,000,000（税抜）
取付・撤去費：別途見積り

商品告知/ＴＩＳＳＯＴ

心斎橋駅（御堂筋線）ホームドアシートＡ
H870×W1,230㎜×30枚 開始日：1日 1期：7日間
広告料金：¥750,000（税抜） 製作・取付・撤去費：別途見積もり

オフィスセット ※梅田

ブラフェス/エイチームブライズ

B0×16枚 開始日：月 1期：７日 広告料金：¥800,000（税抜）
取付・撤去費：広告料金に含む

今週の大阪



大阪地区ＯＯＨトピックス’ １８．１２．６ 【JR西日本 ＳＰ媒体】

イメージ告知/ＴＢＣ
※大阪駅

※大阪駅ＪＲ環状線セットボードＢ

ＪＲ環状線セットボードＧ（Ｃ）
H1,850×W2,400×20面 開始日：月初 1期：1ヵ月間
広告料金：¥4,000,000（税抜） 製作・取付・撤去費：広告料金に含む

H1,850×W2,400×23面 開始日：月初 1期：1ヵ月間
広告料金：¥3,200,000（税抜） 製作・取付・撤去費：別途見積り

dポイント/ドコモ

ＪＲ環状線セットボードＡ ※大阪駅

H1,850×W2,400×20面 開始日：月初 1期：1ヵ月間
広告料金：¥4,000,000（税抜） 製作・取付・撤去費：広告料金に含む

H1,850×W2,400×6面 開始日：月初 1期：1ヵ月間
広告料金：¥2,800,000（税抜） 取付・撤去費：広告料金に含む

ＪＲ大阪駅プレミアムボード

ブルーマン・公演告知/ローソンチケット大阪城ナイトウォーク/サクヤルミネ

今週の大阪



施設告知/ニフレル

H1,850×W2,400×24面 開始日：毎月1日 1期：1ヵ月間
広告料金：¥3,400,000（税抜） 製作・取付・撤去費は別途お見積り

ＪＲ京阪神セットボード（Ｕ） ※大阪駅

大阪地区ＯＯＨトピックス’ １８．１２．６ 【JR西日本 ＳＰ媒体】

ブランド告知/カルティエ キャンペーン告知/セブン銀行

H1,800mm×W6,400mm 開始日：月 1期：7日間
広告料金：¥1,100,000（税抜） 取付・撤去費：広告料金に含む

大阪駅御堂筋南口ビッグシート大阪駅御堂筋口アドスクエア
柱12本48面 開始日：月曜 1期：7日間
広告料金：¥9,600,000（税抜）製作・取付・撤去費：広告料金に含む

大阪駅東地下通路フラッグ・シート広告
シート：H1,700×Ｗ5,300 + H2,255×Ｗ4,300mm×2面+ フラッグ：Ｈ1,300×Ｗ720×4枚（両面）
開始日：月曜 1期：7日間 広告料金：¥2,700,000（税抜） 取付・撤去費：広告料金に含む

ＵＱモバイル告知/ＵＱコミュニケーションズ

今週の大阪



大阪地区ＯＯＨトピックス’ １８．１２．６ 【JR西日本 ＳＰ・駅貼媒体】

商品告知/ＨＵＡＷＥＩキャンペーン告知/セブン銀行

商品告知/ＨＵＡＷＥＩ

大阪駅エスカレータシート広告（御堂筋連絡）
東海道本線5・6・7・8番ホーム 御堂筋口改札内エスカレーター壁面 開始日：月曜
1期：7日間 広告料金：¥2,800,000（税抜） 製作・取付・撤去費：広告料金に含む

大阪駅エスカレータシート広告（ホーム）

B0×8枚 開始日：月 1期：7日間
広告料金：¥550,000（税抜） 取付・撤去費：広告料金に含む

大阪駅中央中2階ジャンボ8
B0×10枚 開始日：月 1期：7日間
広告料金：¥683,000（税抜） 取付・撤去費：広告料金に含む

大阪駅中央中2階北ジャンボ１０

H1,030mm×W1,456mm×4面+H697mm×W977mm×10面 開始日：月曜
1期：7日間 広告料金：¥1,690,000（税抜） 製作・取付・撤去費：広告料金に含む

商品告知/ＨＵＡＷＥＩ

今週の大阪



大阪地区ＯＯＨトピックス’ １８．１２．６ 【JR西日本 駅貼媒体】

商品告知/ＨＵＡＷＥＩ

イメージ告知/ＴＢＣ

商品告知/ＨＵＡＷＥＩ

イメージ/ＴＢＣ

B0×6枚 開始日：月 1期：7日間
広告料金：¥348,000（税抜） 取付・撤去費：広告料金に含む

大阪駅中央中２階ジャンボ６
H3,000mm×W3,750mm×2枚 開始日：月 1期：7日間
広告料金：¥1,242,000（税抜） 取付・撤去費：広告料金に含む

大阪駅南口ジャンボ４セットＡ・Ｂ（シート）

B0×4枚 開始日：月 1期：7日間
広告料金：¥242,000（税抜） 取付・撤去費：広告料金に含む

新大阪駅ジャンボ
B0×20枚（Ｂ0×4枚×5駅：京都、大阪、新大阪、京橋、三ノ宮） 開始日：月
1期：7日間 広告料金：¥1,068,000（税抜） 取付・撤去費：広告料金に含む

ターミナル５駅セット ※大阪駅

今週の大阪



大阪地区ＯＯＨトピックス’ １８．１２．６ 【JR西日本 駅貼媒体】

ＡＡＡライブ・ビューイング/エイベックス

松竹新喜劇・有頂天団地/南座

※大阪駅

B0×34枚 開始日：月 1期：7日間
広告料金：¥970,000（税抜） 取付・撤去費：広告料金に含む

環状線１７駅セット（ハーフⅠ・Ⅱ） ※大阪駅

B0×17枚 開始日：月 1期：7日間
広告料金：¥534,000（税抜） 取付・撤去費：広告料金に含む

環状線１７駅セット（ハーフⅢ）

メディカルハーブ検定/日本メディカルハーブ協会

綾鷹/日本コカ・コーラ

京都線・神戸線新快速８駅セット（ハーフⅡ）
B0×8枚 開始日：月 1期：7日間
広告料金：¥347,000（税抜） 取付・撤去費：広告料金に含む

※大阪駅京都線・神戸線新快速８駅セット（ハーフⅠ）
B0×8枚 開始日：月 1期：7日間
広告料金：¥347,000（税抜） 取付・撤去費：広告料金に含む

※大阪駅

今週の大阪



大阪地区ＯＯＨトピックス’１８．１２．６ 【その他】

【阪神】梅田メガ１０ボード
H1,730mm×W9,750mm 開始日：毎月1日or16日or月曜日 1期：1ヶ月or半月or7日間
広告料金：¥2,400,000（税抜） 製作・取付・撤去費 :¥510,000(税別)

ＵＱモバイル/ＵＱコミュニケーションズ

今週の大阪


