
大阪メトロ車
内 広 告

２週間（日曜日スタート） 御堂筋線・１０両×１編成

・多種類での掲出を希望される場合、各種類それぞれ１割程度を予備として
納品して下さい。
・掲出期間の内、２～４日程度は広告差し替えも含め運休となります。
・運行数の保証はございません。
・ポスター意匠数に制限はございませんが、詳細な掲出指示が必要ですので
予めご相談ください。 （意匠変更不可）

※基本パッケージに追加で申込みが可能です。■ステッカー・ポスターの制作料・配送料が別途必要です。■税別料金です。

Osaka Metro 御堂筋プレミアムライナー ■御堂筋線・1編成（10両）の中吊・ドア横・ドア上・まど上に加え

車内DS「御堂筋ビジョン」にもご掲出頂ける貸し切り感がより高い媒体です。

種 類 サイズ
（H×W/mm）

納品枚数 掲出料金 備 考

オプションⒶ

まどステッカー 165×200 170枚

200,000円

不透明両面・角はR付き

ドアガラスステッカー 165×200 200枚 角はR付き

ツインステッカー 70×300 180枚 角はR付

連結部上部ポスター 195×570 40枚 周囲に15ｍｍ以上の余白が必要

申込

掲出期間

種 類 枠番号 種 類 サイズ
（H×W/mm）

納品枚数 掲出料金 備 考

基本パッケージ 1・2

A

中吊ポスター（シングル）
364×515

330枚

3,300,000円

ワイド利用可（164枚）・上部30mm以上の吊代要

ドア横ポスター 180枚 周囲に15mm以上の余白が必要

ドア上ポスター 191×1,064 50枚 上・下部に15mm以上の余白が必要

まど上 ポスター 256×540 400枚 上部20mm・下部15ｍｍ以上の余白が必要

トレビジョン 17.5インチ データ入稿 掲出面数：40面

B
中吊ポスター（シングル）

364×515
330枚

2,500,000円
ワイド利用可（164枚）・上部30mm以上の吊代要

ドア横ポスター 180枚 周囲に15mm以上の余白が必要

■ポスター制作料・配送料が別途必要です。■取付･除去作業費は含まれています。■税別料金です。※まど上ポスター（B･D･F･H）は、ワイド利用可（40枚）
※基本パッケージBの御堂筋ビジョンは、通常車両と同様の放映内容が流れますので、ご了承下さい。

放映開始月の4ヶ月前・第5営業日より先着順
（※変則スケジュールもございますので、詳細はお問い合わせください。）



掲出イメージ

※基本パッケージに追加で申込みが可能です。オプションのみのお申込みはできません。 ※掲出場所にかかわらず、広告料金は一律とさせていただきます。 ※予備枚数を含んでおりません。

御堂筋プレミアムライナー オプションⒷ・Ⓒ

■注意事項
人間の顔や肢体、動物、宗教の象徴、信仰の対象物、神社仏閣、御神体、墓地、霊園、仏壇、
仏具などの尊厳を傷つけるものはご遠慮ください。

■シート素材について（フロア、ドア下）
・鉄道に関する技術上の基準を定める省令の火災対策等に係る事項に合格した素材を使用してください。
・フロアにつきましては、施工境界部における段差防止、清掃作業など対する耐剥離性、水濡れ時などに
対しても防滑性確保など、安全面には十分留意してください。また、シート剥離時にワックスが剥離しないようご注意ください。
・フロア以外の箇所につきましても、ドアの開閉や付近の利用者に影響が出ないよう、容易に剥がれないようご注意ください。
・特殊な素材（特殊加工、鏡や反射素材、３Ｄ、蛍光色、過度に派手な色彩や模様、美観を損なうものや、
不快感を起こさせるものなど）はご遠慮ください。

■シート素材について（まど）
・車内からも、車外からも透けて見える素材を使用してください。＜例＞クリアシースルーフィルム、出力仕様：UVインクジェット出力
（3層：CL＋WH＋CL/正像出力 ※ガラス面外側は逆像となります。）
・まどの下部はシートを貼らないようにしてください。（上部50㎝掲出可）
・既存ステッカーの視認性を下げないよう、ステッカー部分はシートを切り抜いていただき、フチ1～2㎝は空けてください。
（既存ステッカー：○号車、抗菌、Wi-Fi等）
・乗務員の業務に支障をきたさないような意匠にしてください。（例：人と見間違えるようなものはNG）
・まどシートを掲出する際は、必ず事前に現場確認してください。

Osaka Metro

種 類 納品枚数 掲出車両 広告料金（ 税 別 ） 掲出期間 スタート日

オプションⒷ
フロアシート 10枚

御堂筋線

1編成

（10両）

1,000,000円 14日

（取付日、運休日含む）

日曜日

（指定日）
ドア下シート 160枚

オプション© まどシート 80枚 300,000円

■製作・取付・撤去作業料が別途必要です。 ■税別料金です。

フロア

まどシート

車イス
スペース

車イス
スペース

車イス
スペース

座席

座席

ドア下 ドア下

座席 座席

座席

座席

座席座席

座席座席

まど H50×W1400×6面、H50×W765×2面

まど H50×W1400×6面×8両、H50×W765×2面×8両

優先座席

優先座席

ドア下

ドア下

2～9号車

ドア下 ドア下 ドア下

ドア下

座席座席

H710×W620×16面×8両

H1,190×W16,370×1面×8両

座席

座席

ドア下

フロア

座席 座席 座席

座席

座席座席座席

ドア下 ドア下 ドア下 ドア下

運

転

席

座席

まど H50×W1400×6面、H50×W765×2面

ドア下 ドア下 ドア下 ドア下

座席 座席

ドア下 ドア下 ドア下 ドア下

10号車 ドア下 H710×W620×16面

フロア H1,190×W16,370×1面

運

転

席

ドア下 ドア下 ドア下 ドア下

1号車 ドア下 H710×W620×16面

フロア H1,190×W16,370×1面

ドア下

ドアガラス
ステッカー

ツインステッカー

フロアはＨ1,715mmのワイド利用も可能



Osaka Metro
OsakaMetro内で最も多い輸送人員を誇る

御堂筋線の女性専用車両ジャック広告です。

２週間（月曜日スタート） 御堂筋線・3編成の
各6両目【計 3両】

・多種類での掲出を希望される場合、各種類それぞれ１割程度を予備として
納品して下さい。
・掲出期間中は意匠変更はできませんのでご注意ください。
・ポスター意匠数に制限はございませんが、詳細な掲出指示が必要ですので
予めご相談ください。

種 類
サイズ

（H×W/mm）
納品枚数 掲出料金 備 考

基本パッケージ

A

中吊ポスター B3 100枚

1,000,000円

上部30mm以上の吊代要
ワイド利用可（50枚）

ドア横ポスター B3 60枚 周囲に15mm以上の余白が必要

ドア上ポスター
（中）191×1,064
（小）256×540

（中）15枚
（小）15枚

上・下部に15mm以上の余白が必要

まど上ポスター 256×540 130枚 上部20mm・下部15mm以上の余白が必要

B
中吊ポスター B3 100枚

800,000円

上部30mm以上の吊代要
ワイド利用可（50枚）

ドア横ポスター B3 60枚 周囲に15mm以上の余白が必要

■税別料金です。 ■デザイン料・ポスター制作料・配送料は別途お見積致します。 ■掲出に際し電鉄のクライアント・デザイン審査がございます。
■取付･撤去作業費は含まれています。

※取付日、運休日含む

申 込

御堂筋レディースライナー

掲出期間

放映開始月の4ヶ月前・第5営業日より先着順
（※変則スケジュールもございますので、詳細はお問い合わせください。）



Osaka Metro オプション

■注意事項

人間の顔や肢体、動物、宗教の象徴、信仰の対象物、神社仏閣、御神体、墓地、霊園、仏壇、仏具などの尊厳を傷つけるものはご遠慮ください。

■シート素材について（フロア、ドア下）

・鉄道に関する技術上の基準を定める省令の火災対策等に係る事項に合格した素材を使用してください。

・フロアにつきましては、施工境界部における段差防止、清掃作業など対する耐剥離性、水濡れ時などに対しても防滑性確保

など、安全面には十分留意してください。また、シート剥離時にワックスが剥離しないようご注意ください。

・フロア以外の箇所につきましても、ドアの開閉や付近の利用者に影響が出ないよう、容易に剥がれないようご注意ください。

・特殊な素材（特殊加工、鏡や反射素材、３Ｄ、蛍光色、過度に派手な色彩や模様、美観を損なうものや、

不快感を起こさせるものなど）はご遠慮ください。

■シート素材について（まど）
・車内からも、車外からも透けて見える素材を使用してください。
＜例＞クリアシースルーフィルム、出力仕様：UVインクジェット出力（3層：CL＋WH＋CL/正像出力 ※ガラス面外側は
逆像となります。）
・まどの下部はシートを貼らないようにしてください。（上部50㎝掲出可）
・既存ステッカーの視認性を下げないよう、ステッカー部分はシートを切り抜いていただき、フチ1～2㎝は空けてください。
（既存ステッカー：○号車、抗菌、Wi-Fi等）
・乗務員の業務に支障をきたさないような意匠にしてください。（例：人と見間違えるようなものはNG）
・まどシートを掲出する際は、必ず事前に現場確認してください。

※基本パッケージに追加で申込みが可能です。 ■ステッカー・ポスター・シートの制作料・配送料が別途必要です。 ■税別料金です。 ■オプションⒶは取付･撤去作業費は含まれています。
※オプションⒷⒸは、予備枚数を含んでおりません。

種 類
サイズ

（H×W/mm）
納品枚数 掲出料金 備 考

オプションⒶ

まどステッカー 165×200 60枚

100,000円

不透明両面・角はR付き

ドアガラスステッカー 165×200 60枚

ツインステッカー 70×300 60枚 角はR付き

連結部上部ポスター 195×570 15枚 周囲に15ｍｍ以上の余白が必要

タイアップポスター 120×175 45枚 周囲に10ｍｍ以上の余白が必要

タイアップポスター 業務部分 120×315 45枚 周囲に10ｍｍ以上の余白が必要

タイアップポスター 路線図部分 120×488 20枚 周囲に10ｍｍ以上の余白が必要

オプションⒷ

フロアシート 1,190×16,380 3枚

300,000円
別途、取付撤去作業費が必要

ドア下シート 590×620 48枚

ドア横シート 350×575 39枚

座席サイドシート 400×545 45枚

オプションⒸ まどシート ― 39枚 200,000円

御堂筋レディースライナー

オプションⒷ・Ⓒ／シート広告

通常タイプドア6号車 ドア下

ドア横

H590×W620×16面

座席サイド

H350×W575×13面

フロア

H400×W545（変形）×15面

H1,190×W16,380×1面

座席

車イス

スペース
優先座席　　座席 座席 座席 座席

優先座席 座席 座席 座席

まど H50×W770×13面

ドア下 ドア下 ドア下 ドア下

ドア下 ドア下 ドア下 ドア下
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