
詳細は、ekico.net（☎06-6621-1483）までお気軽にお問合せください。

2021年4月1日現在

青文字の媒体名は、クリックいただければ、詳細ページをご覧いただけます。

媒体 セット名 サイズ 数量 期間 内訳

梅田プレミアムセット
(Umeda Metro Vision+ホームビジョン)　1社買切放映

4,000×40,000㎜
55インチ

別紙 7日 ¥6,000,000 梅田

Umeda Metro Vision
1社買切放映

4,000×40,000㎜ 1ヶ所 7日 ¥5,000,000 梅田

Umeda Metro Vision
15秒スポット

4,000×40,000㎜ 1ヶ所 7日 ¥600,000 梅田

梅田コンコースビジョン
1社買切放映

49・60インチ 36 7日 ¥2,800,000 梅田

梅田コンコースビジョン
15秒スポット

49・60インチ 36 7日 ¥280,000 梅田

梅田ホームビジョン
1社買切放映

65インチ 12 7日 ¥1,000,000 梅田

梅田ホームビジョン
15秒スポット

65インチ 12 7日 ¥120,000 梅田

Whityうめだデジタル６
1社買切放映

75インチ 24 7日 ¥2,500,000 梅田

Whityうめだデジタル６
15秒スポット

75インチ 24 7日 ¥250,000 梅田

なんばコンコースビジョン
1社買切放映

55インチ 36 7日 ¥2,000,000 なんば

なんばコンコースビジョン
15秒スポット

55インチ 36 7日 ¥200,000 なんば

心斎橋コンコースビジョン
1社買切放映

55インチ 22 7日 ¥2,000,000 心斎橋

心斎橋コンコースビジョン
15秒スポット

55インチ 22 7日 ¥220,000 心斎橋

天王寺コンコースビジョン
1社買切放映

55インチ 16 7日 ¥1,000,000 天王寺

天王寺コンコースビジョン
15秒スポット

55インチ 16 7日 ¥100,000 天王寺

駅サイネージ
ネットワークビジョン
15秒スポット

55インチ 249 7日 ¥1,400,000

【御堂筋線】新大阪17面･梅田23面･淀屋橋28面･本町13面
　なんば44面･天王寺39面・なかもず14面
【谷町線】東梅田28面･天満橋12面･谷町四丁目6面･谷町九丁目5面
【堺筋線】北浜5面･日本橋9面【四つ橋線】肥後橋6面

駅サイネージ
ネットワークビジョン単駅スポット梅田
15秒スポット

55インチ 23 7日 ¥150,000 梅田

駅サイネージ
なんばパノラマビジョン
30秒スポット

約200インチ 1 7日 ¥150,000 なんば

Osaka Metro　駅･車内メディア料金表

掲出料金

駅サイネージ

駅サイネージ

駅サイネージ

駅サイネージ

駅サイネージ

駅サイネージ

駅サイネージ
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媒体 セット名 サイズ 数量 期間 内訳

Osaka Metro　駅･車内メディア料金表

掲出料金

駅貼 なんばパノラマビューセット Ｂ0 28 7日 ¥1,400,000 なんば

駅貼 なんばセット Ｂ0 10 7日 ¥600,000 なんば

駅貼 天満橋集中貼 Ｂ2 14 7日 ¥70,000 天満橋

駅貼 東梅田駅臨時集中貼 Ｂ0 14 7日 ¥560,000 東梅田

駅貼 梅田臨時集中貼 Ｂ0 42 ７日 ¥2,300,000 梅田

駅貼 天王寺臨時集中貼 Ｂ0 32 7日 ¥1,600,000 天王寺

駅貼 淀屋橋臨時集中貼 Ｂ0 16 7日 ¥800,000 淀屋橋

駅貼 新大阪臨時集中貼 Ｂ0 24 7日 ¥900,000 新大阪

駅貼 なんば臨時集中貼 Ｂ0 36 7日 ¥2,000,000 なんば

駅貼 ドーム前千代﨑臨時集中貼 Ｂ0 12 7日 ¥300,000 ドーム前千代崎

柱巻 スーパーコラムなんば南改札内 別紙 9 ７日 ¥650,000 なんば

シート なんばホームシート 別紙 18面 7日 ¥540,000 なんば　下りホーム(天王寺方面)柱面

シート なんば駅上りホームシート H1,900×W7,000mm 1 1ヶ月 ¥800,000 【御堂筋線】なんば　上りホーム（梅田方面）

新大阪駅軌道シート（下り軌道） H2,000×W8,000mm 1 1ヶ月 ¥700,000 【御堂筋線】新大阪

新大阪駅軌道シート（上り軌道） H2,000×W6,000mm 1 1ヶ月 ¥400,000 【御堂筋線】新大阪

シート 天王寺アドウォール（Aエリア） H2,300×W13,000mm 1 1ヶ月 ¥800,000 【御堂筋線】天王寺

駅貼 普通枠B１セット B０（B1) 20（40） 7日 ¥470,000
梅田・淀屋橋・本町（御堂筋線・四つ橋線）・心斎橋・なんば・
天王寺（御堂筋線・谷町線）・東梅田・谷町四丁目・西梅田・
肥後橋・谷町九丁目（千日前線）

駅貼 普通枠B２セット Ｂ2 30 7日 ¥167,000

梅田・淀屋橋・本町（御堂筋線・四つ橋線）・なんば・
動物園前（御堂筋線・堺筋線）・天王寺（御堂筋線・谷町線）
東梅田・天満橋・谷町四丁目・谷町六丁目・日本橋・堺筋本町
谷町九丁目（谷町線・千日前線）・西梅田・肥後橋・北浜・

駅貼 梅田セット16 B0 16 7日 ¥1,120,000 梅田

駅貼 なんば駅南コンコース集中貼り B1 35 7日 ¥1,000,000 【御堂筋線】なんば

駅貼 OMボード
B0

（シート貼対応可
H2,060×W2,912㎜）

20
（5）

1ヶ月 【御堂筋線】梅田・心斎橋・なんば・天王寺【四つ橋線】西梅田

シート

¥2,000,000
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媒体 セット名 サイズ 数量 期間 内訳

Osaka Metro　駅･車内メディア料金表

掲出料金

B0 1 ¥60,000

B1 1 ¥30,000

B0 1 ¥50,000

B1 1 ¥25,000

B0 1 ¥40,000

B1 1 ¥20,000

B0 1 ¥30,000

B1 1 ¥15,000

B0 1 ¥20,000

B1 1 ¥10,000

臨時貼

Aランク駅 7日
【御堂筋線】淀屋橋・本町・心斎橋　【谷町線】東梅田
【四つ橋線】西梅田　【長堀鶴見緑地線】心斎橋

単貼

Sランク駅 7日 【御堂筋線】梅田・なんば・天王寺

Bランク駅 7日
【谷町線】南森町・天満橋・谷町四丁目・谷町九丁目・天王寺
【四つ橋線】肥後橋・本町　【中央線】本町・堺筋本町
【谷町線】谷町九丁目　【堺筋線】日本橋

Cランク駅 7日
【御堂筋線】長居・あびこ　【谷町線】天神橋筋六丁目
【堺筋線】北浜

 上記に記載のない駅は、お問い合わせください。

Dランク駅 7日
【御堂筋線】動物園前・西田辺・北花田・新金岡
【堺筋線】恵美須町
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詳細は、ekico.net（☎06-6621-1483）までお気軽にお問合せください。
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媒体 セット名 サイズ 数量 期間 内訳

Osaka Metro　駅･車内メディア料金表

掲出料金

御堂筋ビジョン　15秒スポット 17.5インチ － 7日 ¥620,000
御堂筋線　29編成　290両 1,160面　(1車4面)
※御堂筋線全42編成、プレミアムライナー走行時は1編成減
　その他に100%乗り入れの北大阪急行7編成があります。

御堂筋ビジョン　駅間固定放映15秒スポット 17.5インチ － 7日 ¥780,000
御堂筋線　29編成　290両 1,160面　(1車4面)
※御堂筋線全42編成、プレミアムライナー走行時は1編成減
　その他に100%乗り入れの北大阪急行7編成があります。

Ｂ3 1,470 ¥900,000 御堂筋・中央・谷町・千日前・堺筋・四つ橋線

Ｂ3Ｗ 1,470 ¥1,800,000 御堂筋・中央・谷町・千日前・堺筋・四つ橋線

Ｂ3 1,470 ¥1,800,000 御堂筋・中央・谷町・千日前・堺筋・四つ橋線

Ｂ3W 1,470 ¥3,600,000 御堂筋・中央・谷町・千日前・堺筋・四つ橋線

まど上ポスター 256×540㎜ 1,270 1ヶ月 ¥1,730,000 御堂筋・中央・谷町・千日前・堺筋・四つ橋線

まど上ポスターワイド 256×1,080㎜ 1,270 1ヶ月 ¥3,460,000 御堂筋・中央・谷町・千日前・堺筋・四つ橋線

まど上ポスターコーナー部(端枠) 256×540㎜ 1,070 1ヶ月 ¥1,340,000
御堂筋・中央・谷町・千日前・堺筋・四つ橋線
※運転席台のある車両の一部及び特定車両には不掲出

まど上ポスターコーナー部 (端枠) ワイド 256×940㎜ 1,070 1ヶ月 ¥1,920,000
御堂筋・中央・谷町・千日前・堺筋・四つ橋線
※運転席台のある車両の一部及び特定車両には不掲出

窓ステッカー 165×200㎜ 1,500 1ヶ月 ¥2,300,000
御堂筋・中央・谷町・千日前・堺筋・四つ橋・長堀鶴見緑地・
今里筋線

窓ステッカーE枠 165×200㎜ 970 1ヶ月 ¥1,500,000
御堂筋・中央・谷町・千日前・堺筋・四つ橋線･ニュートラム
※中間車両に掲出

連結部ステッカー 165×200㎜ 2,200 1ヶ月 ¥1,000,000 御堂筋・中央・谷町・千日前・堺筋・四つ橋線※一部車両掲出なし

ツインステッカーＡ 70×300㎜ 2,820 1ヶ月 ¥2,220,000 御堂筋・中央・谷町・千日前・堺筋・四つ橋・長堀鶴見緑地線

ツインステッカーＢ 70×300㎜ 2,240 1ヶ月 ¥1,940,000 御堂筋・中央・谷町・千日前・四つ橋線

車内ビジョン

中吊 中吊 3・4日

まど上

ステッカー

中吊 中吊　1週間 7日

ツイン
ステッカー
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媒体 セット名 サイズ 数量 期間 内訳

Osaka Metro　駅･車内メディア料金表

掲出料金

ドア横　4面セット Ｂ3 6,720 7日 ¥6,000,000
御堂筋・中央・谷町・千日前・堺筋・四つ橋・長堀緑地・今里筋
線・ニュートラム

ドア横　ツイン Ｂ3 3,160 7日 ¥3,000,000 御堂筋・中央・谷町・千日前・堺筋・四つ橋・長堀緑地・今里筋線

ドア横　シングル（J枠orL枠） Ｂ3 1,580 7日 ¥1,800,000 御堂筋・中央・谷町・千日前・堺筋・四つ橋・長堀緑地・今里筋線

ドア横　シングル（I枠） Ｂ3 1,290 7日 ¥1,700,000
御堂筋・中央・谷町・千日前・堺筋・四つ橋・長堀緑地・今里筋線
※堺筋・長堀鶴見緑地・今里筋線は中間車のみ掲出。他路線も運転
席台のある車両の一部には掲出なし

ドア横　シングル（M枠 or O枠） Ｂ3 1,130 7日 ¥1,600,000 御堂筋・中央・谷町・千日前・四つ橋線

ドア横　シングル（N枠orP枠） Ｂ3 970 7日 ¥1,500,000
御堂筋・中央・谷町・千日前・四つ橋線※運転席台のある車両の一
部には掲出なし

ドア横 ドア横上部ポスター（１・２） H110×W480mm 870 1ヶ月 ¥500,000 御堂筋・中央・谷町・千日前・堺筋・四つ橋・長堀緑地・今里筋線

御堂筋プレミアムライナー（基本パックA） ※ ※ 14日 ¥3,300,000
御堂筋線 1編成10両の中吊・ドア横・ドア上･まど上・
御堂筋ビジョン集中

御堂筋プレミアムライナー（基本パックB） ※ ※ 14日 ¥2,500,000 御堂筋線 1編成10両の中吊・ドア横

御堂筋プレミアムライナー（有料オプションA） ※ ※ 14日 ¥3,500,000 御堂筋線 1編成10両の全車内広告貸切掲出

御堂筋レディースライナー（基本パックA） ※ ※ 14日 ¥1,000,000 御堂筋線女性専用車3編成3両の中吊・ドア横・ドア上･まど上集中

御堂筋レディースライナー（基本パックB） ※ ※ 14日 ¥800,000 御堂筋線女性専用車3編成3両の中吊・ドア横

御堂筋レディースライナー（有料オプションA） ※ ※ 14日 ¥1,100,000 御堂筋線女性専用車3編成3両の全車内広告貸切掲出

集中掲出

集中掲出

ドア横
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