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今年の開催について�
今年の東京ゲームショウも、新型コロナ感染防⽌対策のためオンラインをメインに開催いたします。�

9⽉30⽇（⽊）から10⽉3⽇（⽇）まで、「東京ゲームショウ2021�オンライン」（略称：TGS2021�ONLINE）として開催予定です。⼤⼿ゲームメーカーからインディーまで様々なゲーム関連企業・団体が、�
新作タイトルや新サービス、物販などの情報を、TGS公式チャンネルやWebページを通じて発表するほか、eスポーツ⼤会も配信予定です。ゲームの最新トピックスが分かるオンライントークセッションなど

も実施予定で、これらのコンテンツの多くは、無料でご覧いただけます。また、出展社やゲーム関連ビジネスに携わっている⽅々に向けたオンライン商談会を実施いたします。�

「ビジネスマッチングシステム」によって、Webミーティングやネットワーキングをスムーズに進めることができ、オンライン商談会には、出展社に加えて、ゲーム関連ビジネスに携わる⽅々が個⼈で�
参加することが可能です（有料）。TGS2021�ONLINEでは、ゲームがもたらす楽しさと可能性を実感できる場を提供します。「ゲーム×⾳楽」や「ゲーム×ファッション」などのゲームを起点としたコラボ
レーションコンテンツの発信も予定しています。�

オンライン開催により、世界中の⽅々に楽しんでいただければと考えています。�

昨年に引き続き、Amazonと連携し「Amazon特設会場出展プラン」をご⽤意いたします。�TGS2021�ONLINE公式サイトと相互リンクする形で、Amazon.co.jp内にTGS2021�ONLINE特設会場ページを設け、�
より多くの⽅にTGSコンテンツの提供をはかるとともに、関連する商品の公式物販の場といたします。�
※本年度TGS2021�ONLINE公式物販はAmazonのみとなります。�

本出展プランにご参画いただくことで、Amazon特設会場（Amazon.co.jp内）で、ライブコマースが実施できる出展社独⾃ページの設置及び社名やバナー広告、出展社商品の露出を⾏うことで来場者が�

スムーズに関連商品を購⼊できる場をご⽤意いたします。�
出展社プロモーションの最⼤化に貢献できる出展内容となっておりますので、是⾮ともご出展をご検討ください。

はじめに

今年の開催について�
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TGS2020�ONLINE�Amazon特設会場の実績
昨年はTGS史上初のオンライン開催となり、Amazon.co.jp内に特設会場を設置し、ライブストリームと物販とを両⽴させたオンラインイベントとして実施いたしました。�
⼈数や時間の制限のないオンラインの特性を⽣かし、より多くの⽅にゲーム産業の最新情報に触れていただき、楽しみながら関連商品の購⼊いただいた取り組みとなりました。

TGS2020�ONLINE実績

225,000,000+
インプレッション

2,500,000+
TGS商品詳細ページビュー

25,000,000+
ユニークカスタマーリーチ
※TGS2020�ONLINEの4⽇間合計

※ADや特設会場ページを経由したユーザーベースでのページビュー

6.4億円+
出展企業売上合計
※63,000+�unitsの売上

※TGS2020�ONLINEの4⽇間合計
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イベント概要

名称 東京ゲームショウ2021�オンライン（略称：TGS2021�ONLINE）

会期 2021年9⽉30⽇（⽊）〜10⽉3⽇（⽇）※オンライン商談のみ9⽉29⽇（⽔）スタート�

実施サイト TGS2021�ONLINE�公式サイト�
TGS2021�ONLINE�Amazon特設会場�
各種動画配信プラットフォーム�TGS公式アカウントでの配信�

主催 ⼀般社団法⼈コンピュータエンターテインメント協会（CESA）

共催 株式会社�電通�
株式会社�⽇経BP
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● LIVE

TOKYO GAME SHOW 2021 ONLINE

TOKYO 
GAME  
SHOW  
2021 ONLINE

しょうひんめい

カートに⼊れる

￥1,234

しょうひんめい

カートに⼊れる

￥1,234

各コンテンツライブ配信

オンライン物販

6

会場構成
イベント概要

TGS2021�ONLINE�公式サイトと連携し、Amazonサイト上に特設会場ページを設置。�
相互リンクでより多くの来場者との接点を創出し、物販も実施。

TGS2021�ONLINE�公式サイト

TGS2021�ONLINE�Amazon特設会場
※ページ構成・デザインは2021年6⽉4⽇(⾦)時点のイメージであり�
今後の状況により変わる可能性がございます。
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Amazonについて
Amazon特設会場

1,302 万人
PCの⽉間ユニークビジター数�※

4,169 万人
モバイルの⽉間ユニークビジター数 �※※

※�デスクトップ:�Source：Nielsen�Digital�Content�Measurement2019年2⽉度ブランドレベル家庭と職場からのアクセス
※※�モバイル:�Source：Nielsen�MobileNetViewBrand別ランキング:�2019年2⽉度

数億種類の品揃えを誇る、総合オンラインストア。�
お買い物やエンターテイメントなどの多様な特典がある「Amazonプライム」�
などのサービスを提供しています



本資料において提案している施策は2021年6⽉4⽇（⾦）時点の計画であり、内容は変更する場合がございます。8

特設会場全体構成�
Amazon特設会場

※全体構成は2021年6⽉4⽇(⾦)時点の計画であり今後の状況により変わる可能性がございます。

メインステージ�
• 主催者番組�
• 出展企業番組

● LIVE

Amazon�TGSマーケット�
物販ページ�

• ⽬⽟商品�
• 売れ筋商品�
• 体験版ランキング�
• 注⽬のセール�
• 注⽬の新着アイテム�
• ⼈気のクーポン�
• ブランドから探す�
• 全商品⼀覧

TGS公式サイト・露出枠Amazon内外各種広告・露出枠

Amazon特設会場�
トップページ

タイマー式商品出現機能

プラチナ・ゴールド出展企業バナー

Amazon�TGSマーケットカテゴリー

⽬⽟商品

⽇本ゲーム⼤賞 ● LIVE

SOWN(インディー) ● LIVE

⾳楽コンテンツ ● LIVE

VRコンテンツ

ファッションコンテンツ� ● LIVE

ライブ配信番組表⼀覧 各カテゴリーページ

各商品詳細ページ
出展企業⼀覧

エントリー出展ページ

ゴールド出展ページ

プラチナ出展ページ ● LIVE

● LIVE

※上限5社

※上限15社

※上限40社
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広告想定露出
Amazon特設会場

2021/9/30(⽊)�-�2021/10/3(⽇)

ターゲット

ゲームやエンターテインメントなどに�
関⼼の⾼いAmazonカスタマー

露出予定メニュー
1. Amazon�Hero1��

• Amazonトップぺージ�プレミアム露出枠�
2. Amazon�内外広告ネットワーク�

• 外部サイトネットワーク配信�
• Amazonサイト内露出枠�

3. Twitch�ホームページヘッドライナー��

• Twitchトップぺージ�露出枠

Amazon�Hero1

バナー露出期間

300,000,000+�※
想定Impression

※広告想定露出は昨年実績を基にした2021年6⽉4⽇(⾦)時点の計画であ
り今後の状況により変わる可能性がございます。�
※�実際のImpressionは異なる場合があります

広告掲載イメージ

Amazon�内外広告ネットワーク

Twitch�ホームページヘッドライナー�
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その他露出枠
Amazon特設会場

2021/9/30(⽊)�-�2021/10/3(⽇)

1. Amazon�Gateway�Category�Card�

2. Amazon�リテールカテゴリー内で露出枠�
Video�Game�store�top,�Video�Game�other�store,�PC�game�soft�store:�

a. Hero�

b. Skin�
c. Left�Nav�

d. Mid�Stripe�
Video�Game�detail�pages,�PC�game�soft�detail�pages�

e. Detail�ILM�

f. Hero�Quick�Promo�
g. Quick�Promo�

3. TGS公式サイトトップ（Amazon外）露出枠�
4. TGS公式SNSアカウントでの露出

バナー露出期間

その他露出枠イメージ

その他露出枠
1.

2a.

2b.

2c.

2d.

2e.

2f.

3.

参考リンク：�
https://www.amazon.co.jp/

参考リンク：�
https://www.amazon.co.jp/b?ie=UTF8&node=637394

参考リンク：�
https://www.amazon.co.jp/dp/B0869MWWSQ

参考リンク：�
https://expo.nikkeibp.co.jp/tgs/2020/

Amazon�Gateway Store�top�pages Detail�pages

TGS公式サイトトップ（Amazon外）

※その他露出枠は昨年実績を基にした2021年6⽉4⽇(⾦)時点の計画であ
り今後の状況により変わる可能性がございます。

https://www.amazon.co.jp/
https://www.amazon.co.jp/b?ie=UTF8&node=637394
https://www.amazon.co.jp/dp/B0869MWWSQ
https://expo.nikkeibp.co.jp/tgs/2020/
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トップページ
Amazon特設会場

2021/9/30(⽊)�〜
期間

コンポーネント
1. TGSグローバルナビ�

• TGS�Amazon特設会場の主なページのリンクメニュー�
2. ライブストリーム�

• Twitchプレイヤー経由でメインステージコンテンツを配信�

3. タイマー式商品出現機能�

• ライブ動画内で紹介された商品をページ内で表⽰�
4. ライブストリームカルーセル�

• 各ライブストリームチャンネルを表⽰�
5. 出展企業バナー�

• 各出展企業ページへリンク�
• 露出枠のサイズや露出率はプランによって変わります�

6. TGSマーケット�

• オンライン物販会場各商品カテゴリーへリンク�
7. ⽬⽟商品�

• カルーセルにて⽬⽟商品をピックアップして表⽰�
• プラチナを中⼼としたAmazon独⾃編成�

8. TGSフッター�

• TGS�Amazon特設会場全ページ共通のフッター�
• トップページへリンク

プラチナ出展企業バナー

TGSグローバルナビ

ライブストリーム�

タイマー式商品出現機能

ライブストリームカルーセル

ゴールド�
出展企業�
バナー

エントリー�
出展企業�
バナー

TGSマーケット

⽬⽟商品

TGSフッター

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.※ページ構成・デザインは昨年実績を基にした2021年6⽉4⽇(⾦)時点の
計画であり今後の状況により変わる可能性がございます。
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1. TGSヘッダー画像�

• 右上にトップページへのボタン�
2. マーケットヒーローバナー�

• プラチナ5社のバナー�
• アクセスの度に20%の確率で表⽰�

3. TGSマーケットカテゴリーナビ�
4. TGS�Amazon特設会場ナビ�

• トップページ、出展企業⼀覧、番組表などのリンク�
5. 絞り込み機能�

• ⾃動設置されるカテゴリ絞り込み機能�
• 上記のカテゴリナビとは別のストア別絞り込み�

6. ⽬⽟商品�

• カルーセルにて⽬⽟商品をピックアップして表⽰�
• プラチナを中⼼としたAmazon独⾃編成�

7. 売れ筋商品�

• カルーセルにて本ストアに紐づく売れ筋商品を表⽰�
8. 注⽬のタイトル�

• 本マーケットに紐づく商品を、ゲームタイトル別に紹介�
• マニュアル編成のため注⽬のタイトルのみで編成�

9. ブランドから探す�

• ロゴもしくは商品画像とブランド名にて注⽬のブランドを表⽰

12

TGSマーケット
Amazon特設会場

TGSヘッダー画像

マーケットヒーローバナー

TGSマーケットカテゴリーナビ

TGS�Amazon
特設会場ナビ

絞り込み機能

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

• Amazon特設会場TopやTGS公式サイトなど�
サイト内外から送客。�

• TGSに紐づいた商品を商品カテゴリやブランドなど�
複数の切り⼝から商品を探して購⼊可能。�

• 期間中イベント関連の購⼊を促進する�
キャンペーンの実施を予定。

TGSヘッダー画像

TGSマーケットカテゴリーナビ

TGS�Amazon
特設会場ナビ

絞り込み機能

1.

3.

4.

5.

TGSマーケットトップページ TGSマーケットカテゴリーページ

※ページ構成・デザインは昨年実績を基にした2021年6⽉4⽇(⾦)時点の
計画であり今後の状況により変わる可能性がございます。

コンポーネント

2021/9/30(⽊)�〜
期間
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ティザーページ
Amazon特設会場

2021年8⽉上旬�〜 
期間

コンポーネント
1. TGSキービジュアル�

• 開催期間を掲載�
2. TGSマニフェスト�

• 今年のTGSのテーマについて語る�
3. ティザー⽤コンテンツ（内容後⽇発表）�
4. 出展企業紹介�

• プラチナプラン：リンクありロゴ、⼤サイズ�
• ゴールドプラン：リンクありロゴ、中サイズ�
• エントリー：社名のみ�
• 出品のみ：掲載なし�

5. TGS公式サイトへリンク

TGSキービジュアル

TGSマニフェスト

TGS公式サイトへリンク

1.

2.

5.

プラチナ

ゴールド

エントリー�
（社名のみ）

4.

ティザー⽤コンテンツ（内容後⽇発表）3.

※ページ構成・デザインは昨年実績を基にした2021年6⽉4⽇(⾦))時点の
計画であり今後の状況により変わる可能性がございます。
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プラチナページ
出展プラン

2,000万円（税別∕代理店マージン10%含む） 

1. TGSグローバルナビ�

• TGS�Amazon特設会場の主なページのリンクメニュー�
2. 出展企業ロゴ�

3. ライブストリーム�

• Twitchプレイヤー経由でメインステージコンテンツを配信�

4. タイマー式商品出現機能�

• ライブ動画内で紹介された商品をページ内で表⽰�
5. 番組表・タイムテーブル�

• ライブストリームの詳細を掲載�
6. 展⽰スペース�

• 画像・動画・商品を掲載できる枠�
7. ⾃社サイトリンク�

• プラチナプラン限定の外部リンク�
8. 物販エリア�

• カルーセルにて商品を表⽰�
• ５カテゴリー×20商品まで�

9. TGSフッター�

• トップページへリンク

出展料

コンテンツ

出展企業ロゴ

TGSグローバルナビ

ライブストリーム�

タイマー式商品出現機能

番組表・タイムテーブル

展⽰スペース

物販エリア

TGSフッター

1.

3.

4.

5.

6.

8.

9.

2.

⾃社サイトリンク
7.

※ページ構成・デザインは昨年実績を基にした2021年6⽉4⽇(⾦)時点の
計画であり今後の状況により変わる可能性がございます。
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プラチナ販促・集客
出展プラン

プラチナ

2,000万円（税別∕代理店マージン10%含む） 

1. Amazon特設サイトトップページに�

a. ライブ配信�
b. タイマー式商品露出機能�

c. ライブストリームカルーセルにてチャンネル表⽰�
d. バナー表⽰（⼤）�

e. カルーセルにて⽬⽟商品をピックアップして表⽰�

2. ティザーページに�

• リンクありロゴ、⼤サイズバナー表⽰�
3. TGSマーケットに�

• マーケットヒーローバナーアクセスの度に20%の確率で表⽰�
4. Amazonゲームストア内Detail�Page�ILMバナー�

5. Amazon内外広告出稿�（300万円分直誘導）�
6. ターゲティングメール�

f. ティザー期間中�
g. TGS開催期間中�

h. TGS終了後�

7. 出展企業⼀覧にリンクありロゴ（⼤）掲載�
8. Amazon特設サイトグローバルナビ内に社名掲載�

集客

出展料

プラチナ出展企業バナー

TGSグローバルナビ

ライブストリーム

タイマー式商品出現機能

ライブストリームカルーセル

⽬⽟商品

マーケットヒーローバナー

Amazon特設会場トップページ ティザーページ TGSマーケットトップページ Amazonゲームストア内バナー

Amazon内外広告出稿��
（300万円分直誘導）

ターゲティングメール

1a.

1b.

1c.

1d.

1e.

1e.

2.

3.

5.

※ページ構成・デザインは昨年実績を基にした2021年6⽉4⽇(⾦)時点の
計画であり今後の状況により変わる可能性がございます。

1. TGSマーケットに商品掲載�
2. 商品購⼊時に他商品で使えるクーポン配布�

• クーポン原資は出展企業様負担�
3. ターゲティングクーポン配布�

• クーポン原資は出展企業様負担

販促

6.

4.
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ゴールドページ
出展プラン

700万円（税別∕代理店マージン10%含む） 

コンテンツ
1. TGSグローバルナビ�

• TGS�Amazon特設会場の主なページのリンクメニュー�
2. 出展企業ロゴ�

3. ライブストリーム�

• Twitchプレイヤー経由でメインステージコンテンツを配信�

4. タイマー式商品出現機能�

• ライブ動画内で紹介された商品をページ内で表⽰�
5. 展⽰スペース�

• 画像・動画・商品を掲載できる枠�
6. 物販エリア�

• カルーセルにて商品を表⽰�
• ５カテゴリー×20商品まで�

7. TGSフッター�

• トップページへリンク

出展料

出展企業ロゴ

TGSグローバルナビ

ライブストリーム�

展⽰スペース

3.

5.

2.

TGSフッター7.

物販エリア

6.

※ページ構成・デザインは昨年実績を基にした2021年6⽉4⽇(⾦)時点の
計画であり今後の状況により変わる可能性がございます。

タイマー式商品出現機能
4.

1.
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ゴールド販促・集客
出展プラン

ゴールド

700万円（税別∕代理店マージン10%含む） 

出展料

ゴールド�
出展企業�
バナー

⽬⽟商品

Amazon特設会場トップページ ティザーページ ターゲティングメール

1a.

1b.

2.

3.

※ページ構成・デザインは昨年実績を基にした2021年6⽉4⽇(⾦)時点の
計画であり今後の状況により変わる可能性がございます。

1. Amazon特設サイトトップページに�

a. バナー表⽰（中）�
b. カルーセルにて⽬⽟商品をピックアップして表⽰�

2. ティザーページに�

• リンクありロゴ、中サイズバナー表⽰�
3. ターゲティングメール�

c. TGS開催期間中�
d. TGS終了後�

4. 出展企業⼀覧にリンクありロゴ（中）掲載

集客

1. TGSマーケットに商品掲載�
2. ターゲティングクーポン配布�

• クーポン原資は出展企業様負担

販促
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エントリーページ
出展プラン

60万円（税別∕代理店マージン10%含む） 

出展料

※ページ構成・デザインは昨年実績を基にした2021年6⽉4⽇(⾦)時点の
計画であり今後の状況により変わる可能性がございます。

出展企業ロゴ

TGSヘッダー画像

展⽰スペース

物販エリア

1.

3.

4.

2.

コンテンツ
1. TGSヘッダー画像�

• 右上にトップページへのボタン�
2. 出展企業ロゴ�

3. 展⽰スペース�

• 画像を掲載できる枠�
4. 物販エリア�
5. エントリー出展企業共通ちチャンネルにて30分間ライブ配信枠

ライブストリーム�

番組表・タイムテーブル

TGSグローバルナビ

TGSフッター

30分間ライブ配信枠

エントリー出展企業共通チャンネル

5.



本資料において提案している施策は2021年6⽉4⽇（⾦）時点の計画であり、内容は変更する場合がございます。19

エントリー販促・集客
出展プラン

エントリー�
（社名のみ）

60万円（税別∕代理店マージン10%含む） 

出展料

※ページ構成・デザインは昨年実績を基にした2021年6⽉4⽇(⾦)時点の
計画であり今後の状況により変わる可能性がございます。

1. TGSマーケットに商品掲載

販促

1. Amazon特設サイトトップページに�

a. ロゴ表⽰（⼩）�
2. ティザーページ内に社名掲載（リンクなし）�

3. 出展企業⼀覧にリンクありロゴ掲載�

集客

エントリー�
出展企業�
バナー

Amazon特設会場トップページ

1a.

ティザーページ

2.
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早⾒表
出展プラン

プラチナ ゴールド エントリー 出品のみ
2,000万円 700万円 60万円 10万円

※税別/代理店マージン10%含む ※税別/代理店マージン10%含む ※税別/代理店マージン10%含む ※税別/代理店マージン設定無し�

上限�5�社 上限�15�社 上限�40�社 上限なし

コンテンツ

Amazon特設サイト内にメーカー特設ページ設置 フルカスタム テンプレート ロゴ・商品のみ� 商品のみ�

Amazon特設サイト内にてライブ配信 時間制限なし 時間制限なし 30分間� ×

メーカー特設ページ内に動画配信 ✔ ✔ × ×

メーカー特設ページ内からAmazon外のサイトへのリンク ✔ × × ×

Amazon特設サイト内のライブ配信にてタイマー式商品出現機能 ✔ ✔ × ×

TGSマーケットに商品掲載 ✔ ✔ ✔ ✔

販促
ターゲティングクーポン配布 ※クーポン原資は出展企業様負担 ✔ ✔ × ×

商品購⼊時に他商品で使えるクーポン配布 ※クーポン原資は出展企業様負担� ✔ × × ×

集客

Amazon特設サイトトップページにバナー設置 ※ランダム表⽰� ⼤ 中 ⼩ ×

出展企業⼀覧に社名・ロゴ掲載� リンクあり� リンクあり� リンクあり� 社名のみ

ティザーページ内に社名・ロゴ掲載� リンクあり� リンクあり� リンクなし� ×

Amazon特設サイトグローバルナビ内に社名掲載� リンクあり� × × ×

TGSマーケット（Amazon特設物販エリア）内バナー� ✔ × × ×

Amazonゲームストア内バナー� ✔ × × ×

Amazon内外広告出稿� 300万円分直誘導 × × ×

ティザー期間中ターゲティングメール ✔ × × ×

TGS開催期間中ターゲティングメール ✔ ✔ × ×

TGS終了後ターゲティングメール ✔ ✔ × ×

オプション�
※オプションについては、出展⾦額
内で実施調整中ですが、別途費⽤が

かかる可能性もあります

TGS関連商品購⼊者へのノベルティ配布 ※内容はレギュレーション/審査あり�� ✔ ✔ ✔ ×

TGS⾳楽企画参加＋Amazon�Musicプレイリスト配信（要調整）� ✔ ✔ × ×

TGS⾳楽ライブ配信中のCM露出（要調整）� ✔ × × ×

試遊コード配信時のリターゲティング施策（ターゲティングメール、クーポン配布等）� ✔ ✔ ✔ ×

Amazon特設会場出展プランは東京ゲームショウの「オンライン出展」もしくは�
「番組出展」のお申込みを受理された出展社が参加対象となります。�
詳しくはAppendixをご参照ください。
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バナー出展プラン
追加のご案内

利⽤条件

Amazonサイト上で商品を販売していないゲーム関連企業様

概要

出展社ページやTGSマーケット等を除く�
Amazon特設会場にお申込み企業様の�
リンクアウトページを設置します。�
掲載位置固定50％表⽰。�

掲載予定ページ：�

• Amazon特設会場トップページ�
• メインステージ�
• ⽇本ゲーム⼤賞�
• SOWN(インディー)�
• ⾳楽コンテンツ�
• VRコンテンツ�
• ファッションコンテンツ�
• ライブ配信番組表⼀覧�
• 出展企業⼀覧�

デスクトップバナー内にはQRコードを設置可能です。

500万円 (税別/代理店マージン10％含む)

価格

※広告誘導先は、任意に選択をいただくことが可能です。�
※広告配信期間については9/30-10/4のTGS2021期間で配信可能です�
※実施内容は変更となる場合があります

Amazon特設会場トップページ

リンクアウトページ�
(任意に選択をいただくことが可能です。)

上限8社

プラチナ出展企業バナー

TGSグローバルナビ

ライブストリーム�

タイマー式商品出現機能

ライブストリームカルーセル

ゴールド�
出展企業�
バナー

エントリー�
出展企業�
バナー

TGSマーケット

⽬⽟商品

TGSフッター

• メインステージ�
• ⽇本ゲーム⼤賞�
• SOWN(インディー)�
• ⾳楽コンテンツ�
• VRコンテンツ�
• ファッションコンテンツ�
• ライブ配信番組表⼀覧�
• 出展企業⼀覧�

デスクトップバナー内にはQRコードを設置可能です。



本資料において提案している施策は2021年6⽉4⽇（⾦）時点の計画であり、内容は変更する場合がございます。22

新規アカウント開設にあたって
出展プラン

Amazonのバイヤー（Vendor�Manager）とコンタクトいただき、Amazonでの取引を�
管理するベンダーセントラルというポータルサイトにて新規アカウント開設の⼿続きを
⾏います。�
バイヤーからアカウント開設の招待メールが届きますので、それに従い、取引基本契約
の締結、ブランド登録、Amazonからの振込先⼝座の登録、連絡先登録、返品∕返送先
住所登録を⾏っていただきます。�
アカウントが開設された後、商品登録を経て、Amazonでのビジネスが開始されます。

新規商品登録
ベンダーセントラルにアクセスいただき、ご案内に従って、商品登録や商品情報の登録
を⾏います。登録⽅法詳細は、ベンダーセントラル上でご案内しておりますので、そち
らをご参照ください。
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申込・実施スケジュール
出展プラン

6⽉18⽇（⾦）�
プラチナ・ゴールドプラン�
出展申込締切

申込期間 制作期間 ポストキャンペーン

9⽉30⽇�-�10⽉3⽇�
TGS2021�ONLINE�
開催期間

6⽉25⽇（⾦）�
エントリー・出品のみプラン�

出展申込締切

7⽉30⽇（⾦）�
プラチナ・ゴールドプラン�
⼊⾦締切�
※キャンセル料：出展料の100%�(申込締切翌⽇以降）

8⽉2⽇�
全出展企業共通�

クリエイティブアセット�
⼊稿期限

9⽉2⽇�
商品情報・Livestream配信プログラム�
⼊稿期限

8⽉中（要調整）�
TGS2021�ONLINE�
ティザー期間スタート

11⽉15⽇�
キャンペーンレポート

8⽉31⽇（⽕）�
エントリー・出品のみプラン�
⼊⾦締切�
※キャンセル料：出展料の100%�(申込締切翌⽇以降）

7⽉2⽇（⾦）�
バナー出展プラン�
出展申込締切
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よくある質問

東京ゲームショウの公式ホームページから�
ダウンロードしてください。

Amazon特設会場出展プランのご案内や申込書
の⼊⼿⽅法を教えてください。

1. TGSマーケットへの商品紐づけ（出品）とはどのような内容ですか？5.

東京ゲームショウAmazon特設サイト内のTGSマーケットへ⾃社商品
（Amazon登録済み商品）を掲載することです。

Amazon特設会場出展プランへの参加条件を�
教えてください。

2.

Amazon特設会場出展プランは東京ゲームショ
ウの「オンライン出展」もしくは「番組出展」
のお申込みを受理された出展社が参加対象とな
ります。�
詳しくはAppendixをご参照ください。

出展メニュー（プラン）の変更は可能ですか？�
また、申込キャンセルはできますか？

3.

プランの変更は申込締め切り前まで可能です。�
申込キャンセルは可能です。ただし申込締め切
り後は100%のキャンセル料⾦をいただきます。

出展費の⽀払期⽇の延⻑は可能ですか？4.

⽀払期⽇の延⻑はできかねます。

出展申込について 出展プランの内容について

出展プランの各社個別ページ作成はどこが制作するのでしょうか？6.

出展各社より制作に必要な素材の提供をいただき、�
Amazonで制作いたします。

出展プラン申し込み後のステップを教えてください。7.

お申し込み後、出展メニューに沿った画像・動画等の⼊稿素材をご提供
いただきます。（事前に⼊稿素材提供にあたってのガイドラインをお送
りします。）Amazonが制作した出展社ランディングページは確認・承認
のステップを踏んで制作をすすめていきます。

出展メニューにあるターゲティングメールの詳細について教えてください。8.

ゲームに興味のあるカスタマーに対してTGSマーケットの訴求を⾏います。
本メールではTGSマーケット全体の訴求を実施し、メールからのとび先の
ページにおいて各社商品を紹介する形になりますので、特定の商品に興味
のあるカスタマーという狭いターゲットに対して送る形にはなりません。

紐付け商品数の上限はありますか？9.

上限はありませんが、最適に表⽰される20アイテムを推奨しております。

商品の表⽰順について教えてください。10.

いただいた商品はすべて掲載されますが、Amazon独⾃のアルゴリズムで�
表⽰順を決定しているので各社とも順不同となります。

提供する各種素材の広告表現の規制について教えて下さい。11.

出展お申し込み後、ガイドラインを送付しますのでそちらを参照ください。
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東京ゲームショウ2021�オンライン 本施策 出展規約�

主催者である⼀般社団法⼈コンピュータエンターテインメント協会（以下、主催者）及び共催者である株式会社電通が有する電
通東京ゲームショウ事務局（以下、事務局）は、開催する「東京ゲームショウオンライン」�

（以下、本イベント）の全ての企画、実⾏と管理について責任を持ち、出展についても全ての裁量を持つこととします。�

第1条 趣旨�

本規約は、本イベントの趣旨に賛同する法⼈その他の団体が、本施策に出展する際の取扱について、必要な事項を定めるものと
します。出展者及び出展希望者は、事務局への出展申込書に署名することによって、本規約を承諾したものとみなします。�

第2条 出展の定義�

1.この規約における「出展」とは、本イベントのAmazon特設会場ページにおいて、出展者が主催者及び事務局に対して⾏う以下

の⾏為のこととします。�
（1）本イベント実施に要する資⾦の提供�

（2）本イベント実施に要する物品の提供�
（3）本イベントの広報⼜はＰＲの提供�

2.事務局は、本イベントのAmazon特設会場ページや広告等において、出展者名を掲載できるものとします。�

第3条 出展の申込期間と契約期間�

1.出展を希望する企業、団体等（以下、出展希望者）は、本イベントの⽬的を理解し、本規約の内容を承諾した上で、出展申込
みを⾏い、事務局が当該申込みを承諾することによって、事務局との間で出展契約が成⽴するものとします（以下、出展契約が

成⽴した企業、団体等を「出展者」といいます）。�

2.出展希望者は、事務局が申込の受理の可否を判断するために調査が必要と判断した場合には、事務局の指⽰に従い資料の提⽰
や調査等に協⼒するものとします。�

3.出展申込書提出の最終締切⽇はプラチナプラン及びゴールドプランは2021年6⽉18⽇（⾦）、エントリープランおよび出品の
みは2021年6⽉25⽇（⾦）とします。ただし、最終締切⽇前であっても、定員に達した場合には、申込を締切るものとします。な

お、各プランの最終締切⽇以降、出展枠に空きがある場合には申込を受ける場合があります。�

4.事務局は、出展者の決定についてその理由を⼀切公表しません。�
5.契約期間は、事務局が出展申込みを承諾した⽇から本出展プラン実施内容終了⽇までとします。�

6.事務局は、本イベントの運営上必要であると認めた場合は、契約期間を変更することができるものとします。この場合、出展
者は、その指⽰に従わなければならないものとします。�

第4条 出展依頼の対象者�
出展申込ができるのは、事務局の定める本イベントの趣旨に沿うゲームソフト、ゲーム製品、関連サービスを提供する企業等、

その他事務局が認めた企業等に限定され、事務局は出展ソフト、ゲーム製品、関連サービス等が、本イベントの趣旨に適するか
否かを判断する権利を有します。�

上記に規定する企業、団体等であっても、事務局が本イベントの⽬的に相応しくないと判断した場合、その他事務局が出展を認

めないのを相当とすると判断した場合には、出展をお断りする場合があります。�

第5条 オンライン出展物・販売物の制限�
1.本イベントのAmazon特設会場ページにおける出展物（販売物を含む）は、主催者の「コンピュータエンターテインメントソフ

トウェア倫理規定倫理規定」（以下「CESA倫理規定」という）に準じたものに限ります。CESA倫理規定に抵触するソフトに関

連した物品（キャラクターグッズ等）のオンライン販売も禁⽌します。CESA倫理規定については、ホームページ（https://
www.cesa.or.jp）をご参照ください。�

2.本イベントのAmazon特設会場ページにおける販売は、コンシューマ向けゲームソフト及び関連製品・サービスのプロモーショ
ンと、関連グッズの販売を原則とします。�

3.出展者が取り扱う商品以外のオンライン出展及び販売はできません。�

第6条 出展種別と料⾦�

出展種別と料⾦については、出展内容から換算した⾦額を照会し事務局が定めます。事務局は、規定する出展項⽬以外にも、必
要に応じて出展特典を追加、変更できるものとします。�

第7条 出展⾦の⽀払い�
1.出展者は、事務局が発⾏する請求書を受領後、請求書に記載された⽀払期限（原則として申込⽇より１ヶ⽉後とします）まで

に、請求書記載の出展料⾦を⼀括で、事務局の指定⾦融機関⼝座に現⾦で振り込まなくてはなりません。�
2.出展者が前項に規定する出展料⾦の⽀払いを遅延した場合は、年14.6％（365⽇の⽇割計算）の遅延損害を事務局に⽀払うもの

とします。�

3.⽀払期限については、事務局と出展者の協議により変更できるものとします。�

第8条 申込解約及び取消料�
出展者が本イベントの出展契約の解約を希望する場合、出展者の名称、代表者の署名⼜は記名及び捺印、担当者の⽒名・連絡

先、解約申込⽇時と解約理由を記載した書⾯による解約通知を送付するものとし、当該解約通知が事務局に到達することにより

本契約を解約することができるものとします。なお、各解約⽇による取消料は以下の通りとなります。�
【取消料】�

・プラチナプラン、ゴールドプラン：2021年7⽉30⽇（⾦）以降・・・出展料⾦の100%��
・エントリープラン、出品のみ：2021年8⽉31⽇（⽕）以降・・・出展料⾦の100%�
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第9条 出展申込の不受理等�
事務局は、出展申込者が以下のいずれかに該当すると認められる場合は、申込を受理しないものとし、申込者に対して、申込を

受理しない旨を通知するものとします。�
（1）特定の政治、思想、宗教等の活動を⽬的とした団体⼜は本イベントを特定の政治、思想、宗教等の活動に利⽤するおそれが

ある者�

（2）法令⼜は公序良俗に反する者�
（3）本イベントについて、品位を傷つけ、また正しい理解を妨げるおそれのある者�

（4）その他主催者⼜は事務局が不適当と判断する者�

第10条 禁⽌事項�

1.出展者は、本イベントに関して、以下の⾏為を⾏ってはなりません。また、本イベントに提供する広報⼜はＰＲ（以下、出展
者素材）の掲載・配信においては、事務局が提供する「出展要項」に従わなければなりません。�

（1）法令に違反する⾏為⼜は犯罪⾏為に関連する⾏為�
（2）主催者、事務局、本イベントの他の出展者、本イベントの参加ユーザー⼜はその他の第三者の知的財産権、肖像権、プライ

バシーの権利、名誉、その他の権利⼜は利益を侵害する⾏為（逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングのほ

か、かかる侵害⾏為を直接⼜は間接に惹起する⾏為を含みます。）�
（3）公序良俗に反する⾏為�

（4）以下に該当し、⼜は該当すると主催者⼜は事務局が判断する情報を送信すること�
・コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報 ・過度に暴⼒的⼜は残虐な表現を含む情

報 ・過度にわいせつな表現を含む情報 ・差別を助⻑する表現を含む情報�

・⾃殺、⾃傷⾏為を助⻑する表現を含む情報 ・薬物の不適切な利⽤を助⻑する表現を含む情報 ・反社会的な表現を含む情
報 ・他⼈に不快感を与える表現を含む情報�

（5）主催者⼜は事務局の通信設備、コンピュータ、その他の機器及びソフトウェアに不正にアクセスし、⼜は、その利⽤若しく
は運⽤に⽀障を与える⾏為⼜は与える恐れのある⾏為、その他本イベントの運営を妨害するおそれのある⾏為�

（6）その他、主催者⼜は事務局が不適切と判断する⾏為�

2.出展者が前項の⾏為を⾏い、またはそのおそれがあると主催者⼜は事務局が判断した場合、事務局は、出展者に対して出展者
素材の掲載・配信の中⽌・変更等の指⽰をすることができ、出展者は⾃らの責任と費⽤において、これに従うものとします。こ

の場合も、出展者から⽀払われた出展⾦・費⽤の返還は⾏わず、また、これによって⽣じた損害について主催者及び事務局は⼀
切責任を負わないものとします。�

第11条 出展者の責任�
1.出展者は、出展者⾃⾝の責任において本イベントに出展するものとし、本イベントに関して出展者が⾏った⾏為及びその結果

について⼀切の責任を負うものとします。�
2.出展者は、出展者素材について、⾃らが権利を有しており、第三者の権利を侵害していないことを主催者及び事務局に対し表明

し保証するものとします。�

3.出展者は、出展者素材の内容⼜は掲載・配信等に関してユーザーその他第三者とトラブル等が⽣じた場合、⾃らの責任と費⽤
において、これを解決するものとし、主催者及び事務局は⼀切の責任を負いません。�

4.本イベントへの出展のために必要な、コンピュータ、ソフトウェア、その他の機器、通信回線、その他の通信環境等の準備及
び維持は、出展者の費⽤と責任において⾏うものとします。出展者は、⾃⼰の利⽤環境に応じて、コンピュータウイルスの感染

の防⽌、不正アクセス及び情報漏洩の防⽌等のセキュリティ対策を⾃らの費⽤と責任において講じるものとします。�

5.出展者は、出展契約に関連して開⽰を受けた本イベント、主催者⼜は事務局に関する秘密情報について、善良なる管理者の注
意をもって管理し、秘密情報を出展契約の履⾏以外の⽬的で使⽤したり、第三者に漏洩・開⽰してはならないものとします。�

6.出展者は事務局の事前の書⾯による承諾なく、本規約ないし出展契約から⽣じる契約上の地位及び権利（番組配信枠やAmazon
特設会場ページ内の出展者紹介ページの全部⼜は⼀部を含むがこれに限られません）を第三者へ譲渡⼜は貸与等（譲渡料、貸与

料等の有無を問いません）することはできません。�

第12条 出展契約の解除等�

1.事務局は、出展者が次のいずれかに該当する場合は、何ら催告をすることなく出展契約を解除することができるものとしま
す。�

（1）⽀払い期限を徒過しても出展⾦の全部⼜は⼀部を⽀払わない場合�

（2）本規約に違反した場合�
（3）本イベント、主催者⼜は事務局の信⽤を失墜する⾏為を⾏った場合�

（4）主催者⼜は事務局の指⽰に従わない場合�
（5）その他事務局と出展者の信頼関係が著しく破壊されたと事務局が判断する場合�

2.前項により出展契約が解除された場合、出展者は、既に⽀払い済みの出展⾦の返還を受けることができず、また、主催者及び

事務局に対して損害賠償を⼀切請求できないものとします。�
3.出展者は、本規約に違反し、⼜は出展者の本イベントにおける⾏為に起因して、主催者⼜は事務局が直接的⼜は間接的に何ら

かの損害（弁護⼠費⽤の負担を含みます）を被った場合には、直ちにこれを賠償しなければなりません。�
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第13条 不可抗⼒等による本イベントの延期・中⽌�
下記に定める事由により、本イベントの開催が困難と判断された場合、主催者及び事務局は本イベントの延期・中⽌を決定する

ことができるものとします。中⽌の場合、出展⾦はキャンセル料など必要経費を差し引いたうえで、出展者に返⾦することとし
ます。出展者が下記の各事由に基づく本イベントの延期、会期変更⼜は中⽌によって損害を被った場合でも、主催者及び事務局

は出展者に対し、上記出展⾦の返⾦以外には何ら責任を負わないものとします。�

（1）本イベントに係るコンピュータ・システムの点検を緊急に⾏う必要がある場合�
（2）コンピュータ、通信回線等が事故により停⽌した場合�

（3）天災地変（地震、台⾵、暴⾵⾬、津波、洪⽔、地すべり、落雷、爆発、⽕災等を含む）�
（4）社会的混乱（戦争、テロ、敵対⾏為、内乱、暴動、市⺠騒擾等を含む）�

（5）公権⼒による⾏為（法令・規則の制定改廃、政府機関の介⼊、⾏政命令、通商禁⽌等を含む）�

（6）感染症・伝染病（各種細菌、各種ウィルス等を含む）の蔓延�
（7）資材・資源不⾜（電気・ガス・⽔道の供給停⽌、⽯油の不⾜、原材料・資材の不⾜等を含む）�

（8）労働争議（ストライキ、サボタージュ、ロックアウト等を含む）�
（9）重要取引先の債務不履⾏（運営会社の破産・破綻等を含む）�

（10）前各号の他、主催者及び事務局の責に帰すことのできない事由�

第14条免責�

1.主催者及び事務局は、本イベントのAmazon特設会場ページに関して事実上⼜は法律上の瑕疵（安全性、信頼性、正確性、完全
性、有効性、特定の⽬的への適合性、セキュリティなどに関する⽋陥、エラーやバグ、権利侵害などを含みます）がないことを

明⽰的にも黙⽰的にも保証しておりません。主催者及び事務局は、出展者に対して、かかる瑕疵を除去して本イベントを実施す

る義務を負いません。�
2.主催者及び事務局は、本イベントのAmazon特設会場ページからリンクされた第三者の運営するサイト（AmazonのECサイトを

含みます）に関していかなる保証もせず、当該リンク先で⽣じた損害やトラブル等に関し⼀切の責任を負いません。また、事務
局は、本イベントのAmazon特設会場ページからリンクされた本イベントの公式サイトに関していかなる保証もせず、本イベン

トの公式サイトで⽣じた損害やトラブル等に関し⼀切の責任を負いません。出展者は、それぞれのサイトに関連する利⽤規約を

ご確認の上、出展者⾃⾝のご判断でご利⽤ください。�
3.主催者及び事務局は、主催者⼜は事務局の債務不履⾏⼜は不法⾏為により出展者⼜は出展希望者に損害が⽣じた場合も、当該

出展者⼜は出展希望者から主催者⼜は事務局に⽀払われた出展⾦の額を超えて賠償する責任を負わず、また、付随的損害、間接
損害、特別損害、将来の損害及び逸失利益にかかる損害については賠償する責任を負わないものとします。�

第15条 個⼈情報の取扱�
1.出展者は、本イベントを通じて「個⼈情報」を取得する場合、個⼈情報保護法及び関連法令を遵守するものとします。特に

「個⼈情報」の第三者提供を⾏う場合は、必ず当該「個⼈情報」の本⼈からの同意を得るものとします。本イベントを通じて
「個⼈情報」の該当者（本⼈）との間で紛争などが⽣じた場合は、出展者の責任と費⽤において、これを解決するものとし、主

催者及び事務局は⼀切の責任を負わないものとします。�

2.事務局は、出展者の個⼈情報を利⽤し、本イベントの開催、運営にあたって必要な情報のやり取りができるものとします。事
務局における個⼈情報の取扱いについては、ホームページ（https://www.dentsu.co.jp/terms/privacy_policy.html）をご参照く

ださい。�

第16条 本規約の変更・追加等�

本規約に定めのない事項及びその解釈に疑義が⽣じた事項については、主催者・事務局、出展者双⽅とも誠意を持って解決を図
ることとします。両者間の協議にも関わらず解決しない場合には、出展者は最終的に主催者及び事務局の決定に従うものとしま

す。主催者及び事務局は必要があると判断した場合は、出展者に通知の上、本規約を改訂⼜は追補することができます。主催者
及び事務局は、本イベントの運営を円滑に実⾏するために、各種規定等の制定、修正を⾏うことができるものとします。�

第17条 紛争処理�
本規約に関する⼀切の紛争については、東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。�

2021年3⽉30⽇付�
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事務局問い合わせ窓⼝
TGS2021�ONLINE

E-mail

営業時間

tgs@dentsu-eo.co.jp

平⽇10:00〜18:00�

電通 東京ゲームショウ事務局



出展社限定 特別オプションプラン
TGS2021�ONLINE
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Amazon�DSP�
増量パッケージ

特別オプションプラン

プラチナ・ゴールド出展プランオプション

利⽤条件

プラチナまたはゴールド出展プランのお申込み

概要

出展プラン（プラチナ/ゴールドページ）をお申込みいた
だいた企業様へ向けた、追加誘導枠のオプションプラン
となります。通常より増量した広告配信を⾏っていただ
くことが可能です。

300万円 (150万円分のBonus配信付帯)�
500万円 (500万円分のBonus配信付帯)

価格

※本プランのお申込み先は電通/電通デジタル社となります。�

※広告誘導先は、任意に選択をいただくことが可能です。�
※運⽤型広告となるため、お預かり予算全てを配信できない場合がござ

います。その場合は配信量に応じた従量課⾦にてご請求させていただ
きます。�

※ご提供するBonusはAmazon.co.jp内広告在庫に限定されます。�
※広告配信期間については9/1-12/31任意の期間で配信可能です。ただ

し、12/31までにボーナス分の⾦額を消化できない場合の延⻑掲載はお
受けできません。�

※Bonusご提供は出稿⾦額に対する割合となりますので、配信⾦額が
ショートした場合はBonus配信のご提供も減少いたします。�

※実施内容は変更となる場合があります�

Amazon内外広告出稿�(Amazon�DSP)

Amazon内商品詳細ページ

出展社⾃社サイト・キャンペーンサイト

Amazon特設会場出展社ページ
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Amazon�DSP�
増量パッケージ

特別オプションプラン

エントリー出展プランオプション

利⽤条件

エントリー出展プランのお申込み

概要

エントリー出展プランをお申込みいただいた企業様へ
向けた、追加誘導枠のオプションプランとなります。
通常より増量した広告配信を⾏っていただくことが可
能です。

300万円 (150万円分のBonus配信付帯)

価格

※本プランのお申込み先は電通/電通デジタル社となります。�

※Amazon特設会場出展ページ訪問者のデータ利⽤は不可となります。�
※広告誘導先は、任意に選択をいただくことが可能です。�
※運⽤型広告となるため、お預かり予算全てを配信できない場合がござ

います。その場合は配信量に応じた従量課⾦にてご請求させていただ
きます。�

※ご提供するBonusはAmazon.co.jp内広告在庫に限定されます。�
※広告配信期間については9/1-12/31任意の期間で配信可能です。ただ

し、12/31までにボーナス分の⾦額を消化できない場合の延⻑掲載はお
受けできません。�

※Bonusご提供は出稿⾦額に対する割合となりますので、配信⾦額が
ショートした場合はBonus配信のご提供も減少いたします。�

※実施内容は変更となる場合があります�

Amazon内外広告出稿�(Amazon�DSP)

Amazon内商品詳細ページ

出展社⾃社サイト・キャンペーンサイト

Amazon特設会場出展社ページ
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DSPオプションプランご活⽤例
参考資料

①イベント来訪者へのリターゲティング

Amazon特設会場来訪者 出展社ページ来訪者

Amazon内商品詳細ページ
※任意の遷移先を設定可能

※⺟数の限られたターゲティングとなります
ので、ご予算の⼀部を配信いただく形にな
ります。�

※特設会場訪問者のデータは他企業様と共通
のデータとなります。

②商戦期に合わせた誘導強化

例：500万円オプションプランをご利⽤の場合

配信期間①�
TGS開催期間中、前後の誘導強化�
⇒500万円分のご予算を利⽤

配信期間②�
12⽉商戦期に合わせた誘導強化�
⇒ボーナス分500万円分のご予算を利⽤

ボーナス分の権利を持ち越し

※上記は配信例となります、ご要望に合わせ柔軟な設計が可能です。�
※エントリー出展オプションプランではご利⽤できません

※上記は配信例となります、ご要望に合わせ柔軟な設計が可能です。
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Twitchインフルエンサー�
配信特別パッケージ

特別オプションプラン

利⽤条件

• ８社限定（先決優先）�
• 上記⾦額分のTwitch広告枠をご購⼊いただきます�
• 制作費⽤やキャスティング料⾦はかからず、インフルエンサーによる�
プロモーション配信は無料で提供します。

概要
ゲームや雑談のライブ配信中にインフルエンサーが自分の
チャンネルで貴社の商品を実際に使ってコミュニティーにご
紹介。商品はゲームの場合、実際にプレイしてライブ配信。
配信途中に、Twitchが貴社のブランド名／社名のUsername
を用意、視聴者と配信者にサブスクを5万円分プレゼント。

500万円 (参考：通常最低出稿⾦額�710万円)

特別パッケージ料⾦

※本プランのお申込み先は電通/電通デジタル社となります。�

※実施⽇および広告配信期間は、9⽉1⽇より12⽉31⽇までの期間でご相
談可能です。�

※インフルエンサー（ストリーマー）は、オリエン後に候補をご提案�
させていただきます。�

※詳細は別紙セールスシートをご参照ください。�
※実施内容は変更となる場合があります�

4

7

1
2

3

5

6

8

ご注意：企画内容、ストリーマー数、ストリーマーの平均同時視聴者数によって料⾦が異なる。お申し込みから配信まで８週間かかる場合があります。�
ストリーマーの候補者リストはお申し込みの後に提供します。商品は貴社が提供して頂き、ストリーマーからの返品がないので、ご理解の程宜しくお願い致します。

インフルエンサー配信の基本展開�

1. 広告表⽰（FTCオーバーレイ）�

2. ライブ配信中にブランドロゴを表⽰�
3. ストリーマーのカスタムフレーム�

4. 配信画⾯に表⽰するカスタムイメージ�
（アニメ:３回ループまで、クリック不可）�

5. ライブ配信画⾯に「提供コンテンツ」と貴社のロゴ

を張り付ける�
6. ストリーマーのプロフィールページにクリック可能

のバナー掲載�
7. クリック可能のチャットメッセージ（10分に⼀回表

⽰）�

8. ストリーマーが⾃⾝のSNSで配信の告知を投稿し、           
視聴者をライブ配信に誘導する�

9. ライブ配信をTwitchのトップページに掲載。�
10.視聴者がチャンネルを訪れる際、               �

貴社の動画広告を100％のSOVで表⽰。
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＊オンライン出展についての詳細資料はTGS公式サイト
（�https://tgs.cesa.or.jp/�）よりご確認いただけます�

＊オンライン出展についてのお問合せについては、⽇経
BP東京ゲームショウ事務局�
（�tgs-ope@nikkeibp.co.jp�）までお願いいたします
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＊オンライン出展についての詳細資料はTGS公式サイト
（�https://tgs.cesa.or.jp/�）よりご確認いただけます�

＊オンライン出展についてのお問合せについては、⽇経
BP東京ゲームショウ事務局�
（�tgs-ope@nikkeibp.co.jp�）までお願いいたします
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＊公式出展番組についての詳細資料はTGS公式サイト�
（�https://tgs.cesa.or.jp/�）よりご確認いただけます�

＊公式出展番組についてのお問合せについては、⽇経BP
東京ゲームショウ事務局（�tgs-ope@nikkeibp.co.jp�）
までお願いいたします
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＊公式出展番組についての詳細資料はTGS公式サイト�
（�https://tgs.cesa.or.jp/�）よりご確認いただけます�

＊公式出展番組についてのお問合せについては、⽇経BP
東京ゲームショウ事務局（�tgs-ope@nikkeibp.co.jp�）
までお願いいたします



 TOKYO 
GAME 
SHOW
2021 ONLINE

See You There


