
株式会社インターコネクト 関西オフィス
〒550-0014 大阪市西区北堀江1-1-21 四ツ橋センタービル9Ｆ

TEL：06-6534-3981 FAX：06-6534-3982
HP： http://tombori.com/

センイル広告
取り扱い可能メディア

MENU

センイル広告とは…
韓国では主流の、K-POPなどを応援するためにファン自らが出稿する広告のことです。
今ではK-POPアイドル以外、俳優・アーティストなどの応援広告も増えてきました。
広告代金は、一般的に法人などではなく、ファンがファングループの中でお金を出し合っ
て広告を出稿されています。

Ver.2.1



Copyright (C) 2021 inter-connect, Inc. All rights reserved. 

大阪には、トンボリステーションをはじめ、センイル広告の出稿
経験のある媒体や出稿が可能な媒体が多数あります！

トンボリステーション
大阪市中央区道頓堀 19 ベルスードビル北側壁面
放映時間 11:00～22:00

○音声あり
○動画・静止画放映可
○放映予定時刻提出可

1日 7日間

15秒×2回/時 ¥46,000 ¥130,000

15秒×4回/時 ¥92,000 ¥260,000

15秒×8回/時 ¥184,000 ¥520,000
※料金は税別

↑大阪の観光地、グリコの看板のそば！道頓堀のど真ん中にある
トンボリステーション。目線の高さにあるビジョンは、歩行者の視界
に入りやすくなっています。

◇放映実績
・BTS J-HOPE,JIN ・B1A4 ・Twice MINA
・ASTRO ROCKY,CHA EUN-WOO
・SEVENTEEN WOOZI ・TXT BEOMGYU 他多数

EDION VISION なんば
大阪市中央区難波三丁目
エディオンなんば本店壁面
放映時間 7:00～23:00

なんば戎橋ビジョン
大阪府大阪市中央区難波3-5-1
放映時間 8:00～24:00

てんきたビジョン
大阪府大阪市天王寺区堀越町16-3
JR天王寺駅北口
放映時間 8:00～24:00

○音声あり
○動画・静止画放映可
○放映予定時刻提出可

○音声あり
○動画・静止画放映可
○放映予定時刻提出可

○音声あり
○動画・静止画放映可
×放映予定時刻提出不可

1日 7日間

15秒×
4回/時 ¥100,000 ¥200,000

15秒×
8回/時 ¥200,000 ¥400,000

1日 7日間

15秒×
4回/時 ¥102,800 ¥200,000

15秒×
8回/時 ¥205,600 ¥400,000

1日 7日間

15秒×
4回/時 ¥24,000 ¥160,000

15秒×
8回/時 ¥48,000 ¥320,000

大型ビジョン
大阪

※料金は税別 ※料金は税別※料金は税別

難波

難波 難波 天王寺

☆放映に関する注意事項
・アーティスト様やアイドル様の写真や動画を使用される場合は、所属事務所の許可を得て頂き、使用許諾が分かる内容(メールやサイトの許諾内容や許諾証
明等)のご提出を、お願い致します。
・SNS等で放映告知をされる際は、事前にご相談頂きますよう宜しくお願い致します。なお、店舗およびビルへのお問い合わせはご遠慮ください。
なお、放映中に人が集まり過ぎた場合は、媒体側の判断により放映を中止する事があります。あらかじめご了承ください。
・放映VTRは審査がございます。審査不可の場合、放映はできませんので予めご了承ください。
・入稿仕様および素材締め切り日など、媒体により変動がありますので、詳細は弊社担当にお問合せくださいませ。
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大阪には、センイル広告の出稿経験のある媒体や出稿が
可能な媒体が多数あります！

※料金は税別

なんばガレリアツインビジョン
大阪市中央区難波5丁目1番60号南海難波駅1F
放映時間 5:00～24:00

○音声あり
○動画・静止画放映可
×放映予定時刻提出不可

×音声なし
○動画・静止画放映可
×放映予定時刻提出不可

1日 7日間

15秒×10回/時 ¥330,000* ¥330,000

1日 7日間

30秒×15回/時 ¥150,000* ¥150,000

大型ビジョン
大阪

※料金は税込 ※料金は税別

難波 難波

1日 7日間

15秒×
4回/時 ¥100,000 ¥160,000

15秒×
8回/時 ¥140,000 ¥256,000

1日 7日間

15秒×
4回/時 ¥100,000 ¥160,000

15秒×
8回/時 ¥140,000 ¥288,000

1日 7日間

15秒×
4回/時 ¥100,000 ¥160,000

15秒×
8回/時 ¥140,000 ¥192,000

①1F 吹き抜けビジョン ②B1F 曲面ビジョン ③2F Aデッキ正面ビジョン

○音声あり
○動画・静止画放映可
○放映予定時刻提出可

梅田
ヨドバシ梅田タワーLINKS Vision
大阪市北区大深町1-1大阪駅北口
放映時間 7:00～24:00

※料金は税別※料金は税別

なんばパノラマビジョン
大阪市中央区難波2丁目3御堂筋線なんば駅南北改札内正面
放映時間 5:00～24:00

☆放映に関する注意事項
・アーティスト様やアイドル様の写真や動画を使用される場合は、所属事務所の許可を得て頂き、使用許諾が分かる内容(メールやサイトの許諾内容や許諾証
明等)のご提出を、お願い致します。
・SNS等で放映告知をされる際は、事前にご相談頂きますよう宜しくお願い致します。なお、店舗およびビルへのお問い合わせはご遠慮ください。
なお、放映中に人が集まり過ぎた場合は、媒体側の判断により放映を中止する事があります。あらかじめご了承ください。
・放映VTRは審査がございます。審査不可の場合、放映はできませんので予めご了承ください。
・入稿仕様および素材締め切り日など、媒体により変動がありますので、詳細は弊社担当にお問合せくださいませ。

*1日のみ放映の場合は、別途編成費が必要となります。ご相談くださいませ。*1日のみ放映の場合は、別途編成費が必要となります。ご相談くださいませ。
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大阪には、センイル広告の出稿経験のある媒体や出稿が可
能な媒体が多数あります！

御堂筋ビジョン
大阪メトロ御堂筋線 車内上部ビジョン
放映時間 搭載車両走行時放映(ダイヤ提出不可)

×音声なし
〇動画・静止画放映可
×放映予定時刻提出不可

1日 7日間

15秒×7分に1回* 不可 ¥620,000

サイネージ
大阪

※料金は税込

○音声あり
○動画・静止画放映可
×放映予定時刻提出不可

難波
南海ADビジョンなんばB1高島屋前
大阪市中央区難波5丁目1-5 B1F 高島屋前
放映時間 5:00～24:00

☆放映に関する注意事項
・アーティスト様やアイドル様の写真や動画を使用される場合は、所属事務所の許可を得て頂き、使用許諾が分かる内容(メールやサイトの許諾内容や許諾証
明等)のご提出を、お願い致します。
・SNS等で放映告知をされる際は、事前にご相談頂きますよう宜しくお願い致します。なお、店舗およびビルへのお問い合わせはご遠慮ください。
なお、放映中に人が集まり過ぎた場合は、媒体側の判断により放映を中止する事があります。あらかじめご了承ください。
・放映VTRは審査がございます。審査不可の場合、放映はできませんので予めご了承ください。
・入稿仕様および素材締め切り日など、媒体により変動がありますので、詳細は弊社担当にお問合せくださいませ。

*1日のみ放映の場合は、別途編成費が必要となります。ご相談くださいませ。

1日 7日間

15秒×10回/時 ¥275,000* ¥275,000

24面

1車両
4面電車内

御堂筋線

※料金は税抜

☆大阪メトロ御堂筋線なんば駅と南海なんば駅を繋ぐ
導線に設置されている24面のサイネージです。
高島屋の利用者はもちろん、通勤通学・OLやサラ
リーマンなど老若男女問わずアピールが可能です。

☆大阪の大動脈、「大阪メトロ御堂筋線」の車内で、
動画や静止画の素材を放映できる車内ビジョンです！
通勤・通学や外出の際に様々な方が乗車するため、
たくさんの方の目に触れることでしょう。*枠の込み具合などにより放映回数が変動するため計算上の数を明記しています。



Copyright (C) 2021 inter-connect, Inc. All rights reserved. 

大阪には、センイル広告の出稿経験のある媒体や出稿が可能な媒
体が多数あります！

1日 7日間

15秒×10回/時 ¥80,000* ¥80,000

1日 7日間

30秒×15回/時 ¥370,000* ¥370,000

サイネージ
大阪

※料金は税別

天王寺

×音声なし
○動画・静止画放映可
×放映予定時刻提出不可

梅田
J・ADビジョンWEST大阪駅セット
大阪府大阪市北区梅田3丁目1-1
放映時間 6:00～24:00

J・ADビジョン天王寺駅中央口セット
大阪府大阪市天王寺区悲田院町10−45
放映時間 4:30～24:30

☆放映に関する注意事項
・アーティスト様やアイドル様の写真や動画を使用される場合は、所属事務所の許可を得て頂き、使用許諾が分かる内容(メールやサイトの許諾内容や許諾証
明等)のご提出を、お願い致します。
・SNS等で放映告知をされる際は、事前にご相談頂きますよう宜しくお願い致します。なお、店舗およびビルへのお問い合わせはご遠慮ください。
なお、放映中に人が集まり過ぎた場合は、媒体側の判断により放映を中止する事があります。あらかじめご了承ください。
・放映VTRは審査がございます。審査不可の場合、放映はできませんので予めご了承ください。
・入稿仕様および素材締め切り日など、媒体により変動がありますので、詳細は弊社担当にお問合せくださいませ。

*1日のみ放映の場合は、別途編成費が必要となります。ご相談くださいませ。

1日 7日間

15秒×10回/時 ¥600,000* ¥600,000

①大阪駅 御堂筋口 ②大阪駅 中央口 ③大阪駅 桜橋口 ④大阪駅 橋上自由通路

新大阪
J・ADビジョンWEST
新大阪駅3F東西自由通路セット
大阪府大阪市淀川区西中島5-16-1
放映時間 6:00～24:00

×音声なし
○動画・静止画放映可
×放映予定時刻提出不可

×音声なし
○動画・静止画放映可
×放映予定時刻提出不可

※料金は税別

合計
83面

※料金は税別*1日のみ放映の場合は、別途編成費が必要となります。ご相談くださいませ。

*1日のみ放映の場合は、別途編成費が必要となります。ご相談くださいませ。

合計
47面

合計
10面

☆JR大阪駅の主要改札である、①御堂筋口②中央口
③桜橋口④連絡橋口(橋上自由通路)に設置されている
サイネージを全てをおさえ、駅利用者および多くの来街者から
注目を集めます！

☆JR新大阪駅3F東西自由通路にあるこちらのサイネージは、
在来線や大阪メトロへの乗り換えをする方々へアピールできる
媒体です。他府県からでもアクセスしやすくなっています。

☆梅田や難波に並ぶ若者の街、JR天王寺駅に設置されています。
大阪メトロ御堂筋線、近鉄南大阪線への乗り換えや商業施設へ
向かうメイン動線に掲出され、幅広いターゲットへのPRが可能です！
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兵庫県、おしゃれの街！神戸でセンイル広告が出稿できます。

9-moi VISION
兵庫県神戸市中央区雲井通7-1-1M-INT KOBE地下通路
放映時間 7:00～23:00

○音声あり
○動画・静止画放映可
○放映予定時刻提出可

1日 7日間

15秒×2回/時 ¥20,000 ¥108,750

15秒×4回/時 ¥32,000 ¥157,500

15秒×8回/時 ¥57,000 ¥310,000

※料金は税別

博多どんたくビジョン
福岡県福岡市博多区博多駅中央街
JR 博多駅博多口正面
放映時間 7:00～23:00

CSビジョン
福岡県福岡市中央区大名2-1-57
CSビル壁面
放映時間 8:00～22:00

ソラリアビジョン
福岡県福岡市中央区天神2-1-1
ソラリアターミナルビル壁面
放映時間 8:00～21:00

○音声あり
○動画・静止画放映可
○放映予定時刻提出可

○音声あり
○動画・静止画放映可
○放映予定時刻提出可

○音声あり
○動画・静止画放映可
○放映予定時刻提出可
※基本は①②③④の4基同時放映

1日 7日間

15秒×
4回/時 ¥12,000 ¥80,000

15秒×
8回/時 ¥24,000 ¥160,000

1日 7日間

15秒×
4回/時 ¥20,000 ¥60,000

15秒×
8回/時 ¥35,000 ¥95,000

1日 7日間

15秒×
4回/時 ¥68,000 ¥300,000

15秒×
8回/時 ¥136,000 ¥600,000

☆放映に関する注意事項
・アーティスト様やアイドル様の写真や動画を使用される場合は、所属事務所の許可を得て頂き、使用許諾が分かる内容(メールやサイトの許諾内容や許諾証
明等)のご提出を、お願い致します。
・SNS等で放映告知をされる際は、事前にご相談頂きますよう宜しくお願い致します。なお、店舗およびビルへのお問い合わせはご遠慮ください。
なお、放映中に人が集まり過ぎた場合は、媒体側の判断により放映を中止する事があります。あらかじめご了承ください。(ソラリアビジョンは事前告知不可)
・放映VTRは審査がございます。審査不可の場合、放映はできませんので予めご了承ください。
・入稿仕様および素材締め切り日など、媒体により変動がありますので、詳細は弊社担当にお問合せくださいませ。

※料金は税別 ※料金は税別※料金は税別

神戸

博多 天神 天神

大型ビョン大型ビジョン
兵庫

大型ビジョン
福岡 博多駅前など、センイル広告を出稿できる媒体があります。

① ②

③ ④
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博多駅前など、センイル広告を出稿できる媒体があります。

※料金は税別

メインコンコースデジタルサイネージ
福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1 
放映時間 6:00～24:00

×音声なし
○動画・静止画放映可
×放映予定時刻提出不可

1日 7日間

15秒×
60回/時 ¥3,900,000* ¥3,900,000

☆放映に関する注意事項
・アーティスト様やアイドル様の写真や動画を使用される場合は、所属事務所の許可を得て頂き、使用許諾が分かる内容(メールやサイトの許諾内容や許諾証
明等)のご提出を、お願い致します。
・SNS等で放映告知をされる際は、事前にご相談頂きますよう宜しくお願い致します。なお、店舗およびビルへのお問い合わせはご遠慮ください。
なお、放映中に人が集まり過ぎた場合は、媒体側の判断により放映を中止する事があります。あらかじめご了承ください。(ソラリアビジョンは事前告知不可)
・放映VTRは審査がございます。審査不可の場合、放映はできませんので予めご了承ください。
・入稿仕様および素材締め切り日など、媒体により変動がありますので、詳細は弊社担当にお問合せくださいませ。

博多

大型ビョンサイネージ
福岡

FUKUOKA TENJIN DIGITAL LONG BOARD FIVE
福岡県福岡市中央区天神2−22
放映時間 5:00～23:45

天神

1日 7日間

15秒×
13,496回以上/週 取り扱いなし ¥1,800,000

×音声なし
○動画・静止画放映可
×放映予定時刻提出不可

合計
10面

合計
68面

*1日、7日ともに同料金となります。

☆西日本鉄道・福岡(天神)駅に設置されている名前のとおりロングな
サイネージ「 FUKUOKA TENJIN DIGITAL LONG BOARD FIVE」
全10面‼かつ大画面での放映は大変インパクトがあり、駅構内の歩行
者の視界にも入りやすくなっています。

☆JR博多駅メインコンコースに設置されている68面のサイネージ‼
県内の方はもちろん、他府県からの駅利用者にもお誕生日等の
アピールが可能です。

※料金は税別
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博多駅前など、センイル広告を出稿できる媒体があります。

F-VISION TENJIN
福岡県福岡市中央区天神2-1004
放映時間 6:00～24:00

×音声なし
○動画・静止画放映可
×放映予定時刻提出不可

☆放映に関する注意事項
・アーティスト様やアイドル様の写真や動画を使用される場合は、所属事務所の許可を得て頂き、使用許諾が分かる内容(メールやサイトの許諾内容や許諾証
明等)のご提出を、お願い致します。
・SNS等で放映告知をされる際は、事前にご相談頂きますよう宜しくお願い致します。なお、店舗およびビルへのお問い合わせはご遠慮ください。
なお、放映中に人が集まり過ぎた場合は、媒体側の判断により放映を中止する事があります。あらかじめご了承ください。(ソラリアビジョンは事前告知不可)
・放映VTRは審査がございます。審査不可の場合、放映はできませんので予めご了承ください。
・入稿仕様および素材締め切り日など、媒体により変動がありますので、詳細は弊社担当にお問合せくださいませ。

天神

大型ビョンサイネージ
福岡

西側合計
15面

☆地下鉄天神駅コンコースに設置されているサイネージです。天神駅は多くのお客様の流動がある場所で、コンコースを通る利用者の目を引きます。

* 1日のみ放映の場合は、別途編成費が必要となります。ご相談くださいませ。

東側合計
10面

※料金は税別

F-VISION HAKATA
福岡県福岡市博多区博多駅中央1-1
放映時間 6:00～24:00

×音声なし
○動画・静止画放映可
×放映予定時刻提出不可

保証回数 1日 7日

15秒×18回/時 ¥280,000* ¥280,000

※料金は税別

博多 合計
10面

☆地下鉄博多駅、博多口コンコースに設置されている
サイネージです。通勤・退勤など人通りの多い場所なので、
たくさんの方に見ていただけます。

* 1日のみ放映の場合は、別途編成費が必要となります。ご相談くださいませ。

保証回数 1日 7日

西側コンコース 15秒×18回/時 ¥450,000* ¥450,000

東側コンコース 15秒×18回/時 ¥250,000* ¥250,000

西側・東側コンコースセット 15秒×18回/時 ¥600,000* ¥600,000

2021年6月から新設されました!!
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福島駅前で、センイル広告を出稿可能です！

☆放映に関する注意事項
・アーティスト様やアイドル様の写真や動画を使用される場合は、所属事務所の許可を得て頂き、使用許諾が分かる内容(メールやサイトの許諾内容や許諾証
明等)のご提出を、お願い致します。
・SNS等で放映告知をされる際は、事前にご相談頂きますよう宜しくお願い致します。なお、店舗およびビルへのお問い合わせはご遠慮ください。
なお、放映中に人が集まり過ぎた場合は、媒体側の判断により放映を中止する事があります。あらかじめご了承ください。(ソラリアビジョンは事前告知不可)
・放映VTRは審査がございます。審査不可の場合、放映はできませんので予めご了承ください。
・入稿仕様および素材締め切り日など、媒体により変動がありますので、詳細は弊社担当にお問合せくださいませ。

大型ビョン大型ビジョン
福島

ももりんビジョン
福島県福島市栄町5-1 辰巳屋ビル壁面
放映時間 7:00～22:00

〇音声あり
○動画・静止画放映可
〇放映予定時刻提出可

※料金は税別

福島

☆JR福島駅東口を出てすぐに設置されているももりんビジョン。
魅力ある「市民メディア」として企業・商店の広告のみならず
観光やイベント情報の発信など幅広くご利用いただけます。

1日 7日間

15秒×2回/時 取り扱い不可 ¥40,000

15秒×4回/時 取り扱い不可 ¥60,000

徳島駅前で、センイル広告が出稿できます！大型ビジョン
徳島

とくしま駅前びじょん
徳島県徳島市元町1丁目5-1 名店街ビル壁面
放映時間 8:00～22:00

〇音声あり
(8:00-9:00、17:00-19:00音声低め、19:00以降音声なし)
○動画・静止画放映可
〇放映予定時刻提出可

徳島

1日 7日間

15秒×2回/時 原則取り扱い不可 ¥60,000

15秒×4回/時 原則取り扱い不可 ¥120,000

☆徳島市の中心に位置する徳島駅。県下最大の繁華街に
とくしま駅前びじょんは設置されています。
老若男女問わず幅広い世代にアプローチが可能です。

※料金は税別
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