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【ウメキタるるッとVISION＆広告幕】ご利用の案内



大阪、梅田。
西日本最大乗降客数「ＪＲ大阪駅」
関西私鉄の大動脈ターミナル「阪急梅田駅」
大阪の主要2駅がクロスする場所、ウメキタエリア。

そこには2013年にオープンして2年足らずで来場者数が
1億人を突破したグランフロント大阪がそびえたち、
大阪の玄関口としてビジネスマンや買い物客はもちろん
国内外からの観光客など多くの人が行き交う大阪随一の
エリアとなっています。

そのウメキタの中心地における唯一無二の複合媒体で
お客様へ御社の魅力を発信するチャンスです。

○ウメキタるるッとVISION（街頭ビジョン）
○ウメキタウォール（壁面広告）
○ウメキタルーフ（屋上看板）

圧倒的存在感を誇るウメキタの一等地をぜひ活用ください。

UMEKITA LOULOUTTE VISION   & UMEKITAWALL MEDIA 

西日本最大の街 梅田エリア
衣食住・遊・学が充実し、企業が最先端を競う街



阪急梅田駅 と JR大阪駅 がクロスするバツグンの立地。
グランフロント大阪に加えて、日本一の売上を誇る家電量販
店やファーストフードがひしめき集客力は 今も増加し続け
ています。
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梅田は西日本玄関口。「ウメキタウォール」はグランフロント大阪 北館
に隣接、阪急ターミナル駅梅田へのアクセス経路上に設けられています。
ウメキタるるッとVISIONより音声で、注目を集め、交差点で行き交う人々
をとどめ滞留時に確実な視認性を誇ります。

また、日常の情報源だけではなく、イベント、エンターテインメントと
日々変化をもたらすことにより多くの皆様方に、興味いただき、リアルな
今をお届けしています。

ウメキタウォールの特徴

■設置場所/大阪市北区芝田2-3-5ダイコクドラッグ梅北店西壁面2階より4階
■設置サイズ/縦9100ｍｍ×横4000ｍｍ 縦6140ｍｍ×横5710ｍｍ
■契約条件/年間、月単位、隔週単位イベント中継等にフレキシブルに対応
■意匠/デザインデータ支給、色校正承認後約10日後より掲出■屋外広告物
許可済（詳細入稿ガイド別途ご確認ください）

ウメキタるるッとVISIONの特徴

■設置場所/大阪市北区芝田2-3-5ダイコクドラッグウメキタ店壁面2階部分
■設置サイズ/縦2560ｍｍ×横4480ｍｍ1面 ■8:00～23:00
■音声/放送時間中スピーカー画面下部ステレオ（JBL）■メーカー/ヒビノ
■契約条件/15秒 30秒 その他 年間、月単位、日数単位、スタート随時
■素材/動画ファイル、16：9テレビ用素材もしくは静止画ファイルｂｍｐ等
（1280×720）■屋外広告物許可済（詳細素材入稿ガイド別途ご確認ください）

標準放映パターン
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※CMは一般商用コマーシャル、番組は公益性、エンターテインメント性、
インフォメーション要素の放映になります。
※番組紹介音楽チャート/新譜/俳句他

見上げる、高さ９ｍの大迫力。
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24時間看板と変幻自在。

ウメキタウォール・ウメキタるるッとVISION
2つの異なる媒体特性を活かし表現の幅の拡がりを。
■看板でキャラクター表示し、
ビジョンで音声出力 しゃべる大型看板づかい
■企業理念（看板）と
時代とともに日々進化する内容（ビジョン）
時報や、新商品、周年沿革など。
斬新で、印象深い、ユニークなクリエイティブを
ぜひご活用ください。
一般人に今日の出来事でツイッターさせれば勝ち！
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２つのパターンより選択。

「ウメキタウォール」はデザイン仕様が2パターン
より選択可能！
■上段、中段、下段と横に3分割する方法。
■左縦長、右正方形と2分割する方法。
屋外広告物条例（大阪市）では建物の全壁面積１/３

以下と基準を設けており、一つの広告面積を基準以
下にすることにより全壁面掲出が可能です。現在2

つのパターンにて選択が可能、いずれのパターンで
も許可申請がおりていますので、非常に稀少性の高
い媒体です。

※プランによっては編成費用が掛かる場合があります。

よこ型＊広告幕

たて型＊広告幕



1日 １時間

あたり

７日間 １４日間 ３０日間
（１ヶ月）

９０日間
（３ヶ月）

１８０日間
（６ヶ月）

年間
（360日保証）

30回 2回 120,000 180,000 300,000 720,000 1,296,000 2,000,000

60回 4回 240,000 360,000 600,000 1,440,000 2,592,000 4,000,000

90回 6回 360,000 540,000 900,000 2,160,000 3,888,000 6,000,000

120回 8回 480,000 720,000 950,000 2,800,000 5,040,000 8,000,000

150回 10回 500,000 750,000 1,000,000 3,000,000 5,400,000 10,000,000

ウメキタるるッとVISION スポット放映料金表 【15秒】

1日 １時間
あたり

７日間 １４日間 ３０日間
（１ヶ月）

９０日間
（３ヶ月）

１８０日間
（６ヶ月）

年間
（360日保証）

60秒 15回 1回 210,000 300,000 400,000 500,000 800,000 1,200,000

120秒 15回 1回 280,000 400,000 500,000 1,000,000 1,600,000 2,400,000

180秒 15回 1回 350,000 490,000 600,000 1,200,000 2,000,000 3,600,000

ウメキタるるッとVISION プロモーションビデオ 放映料金表[60秒 120秒 180秒] （単位；円）

※消費税は含まれていません。別途消費税がかかります。※30秒スポットは 上記料金の2倍もしくは 15秒スポットの回数が半分になります。

（単位；円）



商品名 サイズ
（概寸）

期間 秒数/時 回数/時 定価
(単位；千円）

セット価格（単位;円）

ウメキタウォール（全） H9×W9 2週間 2,200 1,875,000円

ウメキタウォール（全壁面）＋るるッとVISION H9×W9 2週間 120秒 8 2,920 2,500,000円

ウメキタウォール（全壁面）＋るるッとVISION H9×W9 2週間 360秒 24 3,352 3,000,000円

ウメキタウォール（全壁面） H9×W9 4週間 3,000,000円

ウメキタウォール（全壁面）＋るるッとVISION H9×W9 4週間 120秒 8 4,950 3,500,000円

ウメキタウォール（全壁面）＋るるッとVISION H9×W9 4週間 360秒 24 5,100 5,000,000円

ウメキタウォール（全壁面） H9×W9 8週間 3,800,000円

ウメキタウォール（全壁面） H9×W9 12週間 4,600,000円

ウメキタウォール（全壁面） H9×W9 16週間 5,400,000円

ウメキタウォール（全壁面） H9×W9 12ヶ月 1,100,000円

ウメキタウォール掲出料金表 2016.4～定価 （2017.9.30まで特価プランあります。詳しくはお問い合わせください。）

※すべて消費税別になっております。
※16週間まで 制作取付撤去費用込 照明電気代込
※6ヶ月以上（年間） 制作取付撤去費用別
※内容審査、業種考査がございます。
※業種により回数制限があります。（１時間あたり２４回放映以上は審査が非常に厳しくなります。）



〇広告内容には考査があります。あらかじめご了承ください。
設置住所 大阪市北区芝田町２－３－５ 西壁
★ウメキタウォール
〇ウメキタウォール 広告幕 は上中下段の３層からなっています。
屋外広告条例により建設局路政課 にて跨がないような意匠になるよう
指導を受けています。（関連性は多少あっても構いません。）
○放映スタート日は随時ですが、壁面懸垂幕の制作期間があります
ので、30日前にデータ入稿お願いいたします。
○色校正に関しては１回が原則 ご要望がある場合のみ対応いたします.

○ウメキタウォール納品は 色校正承認連絡日より10日制作期間があります。
○壁面図赤印は意匠面になります。ハトメ加工を（穴をあける）するため
文字などは意匠面より40mm内側になるようデザインをお願いいたします。
また、実際には広告幕は縦横各30mmずつのびしろをお願いします。
広告物申請 ○ 工作物申請 不要 検査済書不要 短期（取付撤去電気代込）
★ウメキタルーフ
壁面にはLEDビジョンと広告幕枠が設置されています。
施工については事前相談お願いいたします。電気料金は別です。
広告物申請 可 工作物申請不要 検査済書 不要 照明設置予定 撤去費別
（約50万円程度）
★ウメキタるるッとVISION

○ウメキタるるッとビジョン 原則動画にて承りますが、W１２８０×H７２０
静止画データなども時間帯に応じて放映することも可能です。
〇最少単位は １５秒とし 原則最大２０分としています。
〇中継などについては別途ご相談ください。
〇自由に静止画、動画を放映枠にてご利用いただけます。
○動画に関しては 動画用仕様書通りに入稿お願いいたします。
○放映スタート日 随時可能（メンテナンス日以外）
HDカム βカム データファイル(Mov mpg avi wmv 16:9）
○全壁面ジャックの場合のみ LED両端化粧枠もご利用いただけます。
ビジョンと 静止画看板部分との境目は若干（150mm）の化粧枠部分
に再剥離シート貼付けとなります。
〇放映基準広告基準がございます。表現、内容をご変更いただく場合が
ございます。〇すべて売れ違いの場合がございます。ご了承お願いいたします。
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〇広告内容には考査があります。あらかじめご了承ください。
設置住所 大阪市北区芝田町２－３－５ 西壁
★ウメキタウォール(タテ）
〇ウメキタウォール 広告幕 は左右（北側南側）2層からなっています。
屋外広告条例により建設局路政課 にて跨がないような意匠になるよう
指導を受けています。（関連性は多少あっても構いません。）
○色校正に関しては１回が原則 ご要望がある場合のみ対応いたします.（別途費用）
○ウメキタウォール納品日 色校正承認連絡日より10日間制作期間があります。
○壁面図赤印は意匠面になります。ハトメ加工を（穴をあける）するため
文字などは意匠面より40mm内側になるようデザインをお願いいたします。
また、実際には広告幕は縦横各30mmずつのびしろをお願いします。
○掲出日は空き状況、工事状況によりますが、随時可能です。
○作業日が悪天候の場合、掲出撤去日が前後することがございます。
○工作物申請 不要（既存利用） 検査済書不要 短期（取付撤去電気代込）
★ウメキタるるッとVISION

○ウメキタるるッとビジョン 原則動画にて承りますが、W１２８０×H７２０静止画デー
タ
なども時間帯に応じて放映することも可能です。動画仕様書を詳細ご確認ください。
〇最少単位は １５秒とし 原則最大２０分としています。
〇中継・買切放映などについては別途ご相談ください。
○放映スタート日 随時可能（メンテナンス日以外）
HDカム βカム データファイル(Mov mpg avi wmv 16:9）
○全壁面ジャックの場合のみ LED両端化粧枠もご利用いただけます。
ビジョンと 静止画看板部分との境目は若干（150mm）の化粧枠部分
に再剥離シート貼付けとなります。
〇放映基準広告基準がございます。表現、内容をご変更いただく場合がございます。
権利関係などクリアの素材を入稿ください。

★ウメキタルーフ
壁面にはLEDビジョンと広告幕枠が設置されています。
施工については事前相談お願いいたします。看板専用の電気料金は別。

広告物申請 可 工作物申請不要 検査済書 不要 照明設置予定 撤去
費別

〇看板は売れ違いの場合がございます。ご了承お願いいたします。
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ウメキタるるッとVISION前 現在シルクドゥソレイユ「ダイハツトーテム」

広告幕照明は日没より深夜0時までタイマー稼働になります。

るるッとVISION前帰宅状況 通行客のSNSで、2次展開。現場で目立つ。

真下からは２階部分より４階建てまで約９ｍの高さ。

掲出実績

◆三菱地所レジデンス
パークハウス
◆ドラゴンボールで科学する
イベント告知
◆クラッシュオブ尾kラン
◆シルク･ドゥ・ソレイユ オーヴォ



芝田１スクランブル交差
点

インターコンチネンタルホテル

JR大阪駅
827,228人/日（H24)

阪急梅田駅
524,578人/日

（H23)

大阪市営地下
鉄御堂筋線梅

田駅

460,859人/
日（H19)

阪神 梅田

駅

230,000人
/日

谷町 東梅

田駅

149,586
人/日

四ツ橋
西梅田
駅

103,300
人/日

再開発中
大阪市

グランフロント東隣

JR大阪中央改札×ｸﾞﾗﾝﾌﾛﾝﾄ

阪神高
速環状
線
梅田

立地。駅、乗降客。


