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リアル広告
（幕張メッセ）
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データ入稿時のご注意

https://nkbp.jp/3rWvZp6
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オンライン広告
（公式ウェブサイト／Twitter）
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・掲載面 PC・SPのトップページのみ

・募集口数 10口

・表示形式 【PC】2枠のローテーション表示
【SP】2枠のローテーション表示

・掲載期間 2022年7月6日～12月20日（予定）

・保証形態 期間保証

・入稿サイズ 【画像】左右520×天地100ピクセル

※料金、枠数、仕様等は、予告なく変更する場合がございます。
※料金には別途消費税がかかります。
※ゲーム関連企業以外でも出稿いただけます。

PC表示

*画面はいずれもイメージです

SP表示

オンライン広告①

ローテ―ションバナー

料金：1枠 600,000円（税別）

一般企業可
申込締切日：6月10日（金）
入稿締切日：6月27日（月）
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・掲載面 PC・SPのトップページのみ

・募集口数 10口

・表示形式 【PC】3枠のローテーション表示
【SP】2枠のローテーション表示

・掲載期間 2022年7月6日～12月20日（予定）

・保証形態 期間保証

・入稿サイズ 【画像】左右300×天地250ピクセル

※料金、枠数、仕様等は、予告なく変更する場合がございます。
※料金には別途消費税がかかります。
※ゲーム関連企業以外でも出稿いただけます。

オンライン広告②

レクタングルバナー

料金：1枠 500,000円（税別）

PC表示

*画面はいずれもイメージです

SP表示

一般企業可
申込締切日：6月10日（金）
入稿締切日：6月27日（月）
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・掲載面 PC・SPのトップページのみ

・募集口数 1口

・表示形式
最大640×360表示領域内で、16:9の比率で表示（4:3は非対応）。
最長30秒間の動画再生後、事務局規定のデザインが自動的に表示されます。

・掲載期間 2022年7月6日～12月20日（予定）

・保証形態 期間保証

・ファイル形式 MP4（推奨）、またはMOV
・容量 ４MBまで（推奨）

※容量が4MB以上となる場合は、お問い合わせください。

※料金、枠数、仕様等は、予告なく変更する場合がございます。
※料金には別途消費税がかかります。
※ゲーム関連企業以外でも出稿いただけます。
※弊社規定により、フリークエンシーコントロールを実施する場合がございます。
※音声は、動画広告内にあるスピーカーボタンをクリックした時のみ流れます。
※動画の内容によっては掲載をお断りする場合があります。
※再生終了後画面は事務局規定のデザインが自動的に表示されます。

掲載箇所までスクロールすると動画が再生される動画広告です。マウスオーバーまたはクリックするこ
とで、音声の再生も可能です。

オンライン広告③

VIDEO AD
▶

16：9 VIDEO AD
▶

16：9

VIDEO AD

16:9
VIDEO AD

16:9

詳しくはこちら もう一度見る

再生終了後

・動画再生中
クリックにより誘導先へ遷移
・動画再生後
裁量30秒間の動画再生後、弊社規定の
デザインが自動的に表示されます。

・音声はデフォルトOFF

動画広告

料金：1枠 1,000,000円（税別）

PC表示

SP表示

一般企業可
申込締切日：6月10日（金）
入稿締切日：6月20日（月）
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・掲載面 PC・SPのトップページのみ
・募集口数 5口
・表示形式 ローテーション表示
・掲載期間 2022年7月6日～12月20日（予定）

・保証形態 期間保証

・入稿サイズ
【PC】画像：左右100×天地100ピクセル（50KB以内）※文字要素の記載不可

見出しテキスト：全角30文字以内（改行指定不可）
本文テキスト：全角45文字以内（改行指定不可）

【SP】画像：左右60×天地60ピクセル（50KB以内）※文字要素の記載不可

見出しテキスト：全角30文字以内（改行指定不可）

※料金には別途消費税がかかります。
※料金、枠数、仕様等は、予告なく変更する場合がございます。
※ゲーム関連企業以外でも出稿いただけます。

オンライン広告④

TGS Selection（画像＋テキスト）

料金：1枠 200,000円（税別）

*画面はいずれもイメージです

●掲載イメージ
画像とテキストをセットで表示いたします。

TGS Selection
テキストテキストテキストテキストテキ
ストテキストテキスト

出展社名●●●●

画像

一般企業可
申込締切日：6月10日（金）
入稿締切日：6月27日（月）
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・掲載面 オンライン展示会場

・募集口数 4口

・表示形式 【PC、SPともに】4枠のローテーション表示

・掲載期間 2022年7月6日～12月20日（予定）

・保証形態 期間保証

・入稿サイズ
【PC】左右305×天地210ピクセル（50KB以内）
【SP】左右200×天地140ピクセル（50KB以内）

※料金、枠数、仕様等は、予告なく変更する場合がございます。
※料金には別途消費税がかかります。

オンライン広告⑤

オンライン展示会場 バナー

料金：1枠 200,000円（税別）

*画面はいずれもイメージです

PC表示

SP表示

申込締切日：6月10日（金）
入稿締切日：6月27日（月）
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■申込受付は先着順です。お申し込みの前に事務局まで空枠の状況をご確認ください。

■掲載内容は事前に確認させていただきます。

■広告出稿を希望する出展社・団体は「東京ゲームショウ2022 展示会出展規約」にご同意のうえ、

お申し込みをお願いします。詳しくはお問い合わせください。

■バナー広告は期間保証です。クリック保証やimp保証はしておりません。

■入稿は掲載開始の7営業日前までにお願いいたします。

オンライン広告③「動画広告」は12営業日前までにお願いします。

表示/動作確認が必要になるため、期限厳守にご協力ください。

※広告の掲載開始時刻は、掲載開始日の午前0時となっております。万一表示の不具合等があった場合、

営業時間内の対応となります。この間の広告掲載の不備につきましては、免責とさせていただきます。

■入稿方法
[必要な原稿ファイル]

①GIF、JPEG、PNGファイルのいずれか
②リンク先URL（1箇所）
③【TGS Selectionのみ】 テキストエディタで作成した原稿ファイル

以上をメール添付のうえ、 tgs-ope@nikkeibp.co.jp までご入稿ください。
メールのタイトルの冒頭に [入稿] と付けていただけますようお願いいたします。

お申込み時のご注意（オンライン広告）

オンライン広告 注意点①
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原稿制作時のご注意（オンライン広告）

バナー原稿、画像ファイル
・原稿のクリエイティブは、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
（cesa.or.jp/guideline/ethics.html） に沿ってください。
・リンク先のサイト（ランディングページ）は必ず掲載開始日の前日までに公開してください。
・広告原稿がサイト内のデザイン（題字、ナビゲーション、リンクボタン等）と酷似しているなど、
ユーザーの誤解を招く可能性があると思われる場合は修正をお願いすることがあります。

・背景が白地の場合は、原則として外枠線を付けてください。
広告原稿とサイトコンテンツの境界が不明瞭な場合は、 修正をお願いすることがあります。

テキスト原稿
・テキスト原稿には使用禁止文字がありますので
ご注意ください。
●機種依存文字（①・㈱など）、一部の半角記号

および以下の記号
☆★○●◎◇◆□■△▲▽▼♂♀♪

※記号は使用可能文字の中からお選びください。
詳細は右記をご確認ください。

オンライン広告 注意点②
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公式出展社番組 Twitterブーストプランのご案内①

東京ゲームショウTwitter公式アカウントから配信される公式出展社番組について、ライブ視聴数を増やすためのブースト
プランを、Twitter Japanの協力の下、ご用意いたしました。出展社のプロモーションプランに応じたターゲットユーザーに対し
て、公式出展社番組を広くプロモーションすることが可能です。ぜひ、ご活用ください。

公式出展社番組をTwitterでプロモーション！

協賛料 ※代理店手数料を含む

300万円（税別）

配信アカウント ：東京ゲームショウ公式アカウント（＠tokyo_game_show）

もしくは広告主アカウント

コンテンツ ：公式出展社番組

アドフォーマット ：プロモライブビデオ

プロモーション対象 ：1番組 （公式出展社番組のライブ配信）

配信タイミング ：公式出展社番組の配信枠

※公式出展社番組（ライブ配信）をプロモートするためのプランです。

※ご協賛いただけるのは、番組出展（公式出展社番組）の出展社です。

※下記の協賛料は最低出稿金額です。ご予算に合わせて柔軟に対応可能です。

本プランは、Twitter広告の認定代理店を通して、お申し込みください。

【ブーストプランの概要】 ※2022年6月6日現在
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公式出展社番組 Twitterブーストプランのご案内②

注意事項：出展社向け

①発注後のキャンセルは原則として受け付けておりません。
②掲載期間は、原則3カ月以内となります。3カ月以上の期間で配信予定のものに関しましては、別途ご相談ください。
③スポンサーシップで制作していないクリエイティブを同じキャンペーン内では活用いただけません。
④申込期限に関しては、代理店のルールに準拠いたします。
⑤本プランに関してのお問い合わせは、Twitter社（業種担当 or 代理店担当）までご連絡ください。

注意事項：代理店向け

①以下の広告商品は、本プランの適応対象外となります。
A：プロモアカウント B： アンプリファイプレロール（ IVA） C：ファーストビュー D：プロモトレンド、 E：スポットライト

②本プランの発注時に、正しいパッケージ名称をご記載ください。
③本プランでは、リーチ＆フリークエンシーの活用ができません。
④IO （※） は、原則として満額消化となります。
⑤第三者ツイートをプロモーションする際には、「#PR 」を本文中にご記載ください。
⑥TAP （※）への配信は、活用できません。管理画面を設定する際に、必ず TAP のチェックボックスから外してください。
⑦TBM（※） 経由あるいは TAP への配信が誤って行われた場合には、 Twitter 社へお支払いいただく配信料金とは別に、

追加で誤配信分の補填を代理店から直接東京ゲームショウ事務局へお支払いいただくためご注意ください。

※IO ：広告掲載申請（Twitter 広告の発注時に案件ごとに付与される番号）
※TAP TwitterAudiencePlatform（Twitter の持つ他のアプリを含むネットワーク広告の総称）
※TBM TwitterBusinessManager （代理店が利用する Twitter 広告の発注管理ツール）
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特別協賛プログラム

一般企業可
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TGS2022では、広く一般企業（ゲーム関連企業以外）の協賛プログラムを募集します。
特別協賛プログラムは、カテゴリーごとに競合を排除いたします。
そのほか、ご希望に合わせてメニューをカスタマイズすることができますので事務局にお問い合わせください。

メニュー①
TGS2022に ロゴ（大）掲出
下記に特別協賛社としてロゴを掲載します。
・ 公式ウェブサイト
・ リアル会場内フロアマップ（予定）
・ 会場配布 公式ガイドブック（予定）

<公式ウェブサイト>
トップページに、特別協賛社としてロゴを掲載します。

・掲載期間 2022年7月6日～12月20日（予定）

・掲載面 PC・SPのトップページのみ

・保証形態 期間保証

・掲載順 50音順

※料金には別途消費税がかかります。
※料金、枠数、仕様等は、予告なく変更する場合があります。
※ゲーム関連企業以外でも出稿いただけます。

特別協賛プログラムのご案内 一般企業可

特別協賛プログラム

1口 8,000,000円（税別）

メニュー②
公式主催者番組内背景にロゴ表示

主催者番組内に掲出するバッグボードに
ロゴを掲載します。
・オープニング番組／エンディング番組
・公式主催者番組（2本）

※右写真の黄色部分にロゴが入ります。
（複数社のロゴを掲載する可能性があります）

メニュー③
リアル出展スペースを提供

リアル出展スペース（8小間相当）を提供

幕張メッセ 展示エリア内に、8小間相当の出展スペースを提供します。

PC表示

SP表示
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主催者セッション 動画広告

一般企業可
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9/16（金）に開催する主催者セッションの開始前、および自社セッション（R1）の開始前に動画広告を配信できます。

主催者セッション 動画広告のご案内

協賛料

20万円（税別）
※募集枠数：最大3枠

【主催者セッション 動画広告の概要】

●幕張メッセ内スポンサーシップセッション リアル会場およびオンライン視聴者に向けて、動画広告が流せるプランです。

●計2カ所の主催者セッションの開始前に30秒以内の動画広告が流せます。

また、アーカイブ配信の際も、主催者セッションの開始前に動画広告が流れます。

●R1のスポンサーシップセッションの協賛社は、自社セッションの前にも流せますので合計3カ所で流すことが可能です。

●動画広告データを完全パッケージで8月31日（水）までに事務局にご納品（データ形式：MP4）ください。

＜お申し込みにあたって＞
お申し込みの前に事務局にご連絡いただき、空き枠の有無をご確認ください。
※本企画への参加はリアル会場の出展社およびオンライン出展社に限定させていただきます。
※複数社のお申し込みがあった場合、動画広告の配信順は、申込受付順といたします。

詳しくは別資料の、
【TGSフォーラム スポンサーシップセッションのご案内】をご確認ください。

レギュラー
120人規模

ショート
60人規模

10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時

主催者セッション R1 R2

S1 S2 S3主催者セッション

R3

S4
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日経BP 東京ゲームショウ事務局

〒105-8308 東京都港区虎ノ門4-3-12
E-mail ：tgs-ope@nikkeibp.co.jp

お申し込み・お問い合わせ先

https://tgs.cesa.or.jp/

https://tgs.cesa.or.jp/


 申込会社名：

 ＜請求書送付先＞会社名：  部署名：  担当者名：

 住所：〒

 TEL：  E-mail：

No. アイテム 購入単位（1口） 金額（税別） 申込口数 計（税別）

1  海浜幕張駅前フラッグ 10本／1口 ¥1,800,000

2  国際大通り周辺フラッグA 10本／1口 ¥500,000

3  国際大通り周辺フラッグB 12本／1口 ¥550,000

4  メッセ大通り周辺フラッグ 35本／1口 ¥3,800,000

5  駅前シェルターバナー 4枚（両面） ¥1,650,000

6  駅前柱巻きバナー 4本／1口 ¥650,000

7  プレナ横歩道橋上部バナー 1面／1口 ¥200,000

8  歩道橋手すりバナーA 16面／1口 ¥1,600,000

9  歩道橋手すりバナーB 14面／1口 ¥1,400,000

10  ロの字型歩道橋バナー【駅側】／【メッセ側】 1枚（両面）／1口
【駅側】\650,000

【メッセ側】\700,000

11a  アーケードバナー＜WBG側＞ 4本／1口 ¥750,000

11b  アーケードバナー＜国際会議場側＞ 4本／1口 ¥900,000

12a  弓形バナー＜国際会議場前＞ 8基／1口 ¥1,000,000

12b  弓形バナー＜中央プラザ＞ 3基／1口 ¥600,000

13  フロアマップ横バナー＜国際会議場＞ 2面／1口 ¥1,200,000

14  国際会議場横 柱巻きバナー 12面／1口 ¥2,000,000

15a  プラザビルボード・バナー【大】／【小】 1面／１口
【大】\900,000
【小】\550,000

15b  プラザビルボード 裏面バナー 1面／1口 ¥850,000

16  らせん階段バナー 1枚／1口 ¥1,300,000

17  エントランスキャノピー・バナー 1枚／1口 ¥1,300,000

18  キャノピー下 柱巻き広告 1本（4面）／1口 ¥500,000

19  中央プラザ イベントホール前バナー 1枚／1口 ¥300,000

20  イベントホール横 自立バナー 5面／1口 ¥2,500,000

21  入場ゲート・ウェルカムサイン 1面／1口 ¥1,000,000

22  1-8ホール外壁面 窓ガラス広告 1式／1口（16カ所に貼付） ¥900,000

23  エントランス 自立バナー 1面／1口 ¥550,000

24  中央モール・バナー 1枚（両面）／1口 ¥450,000

25  中央モール柱巻きサイン 2枚／1口 ¥400,000

26  中央エントランス・ウェルカムサイン
【A】1面／1口
【B】1面／1口
【C」2枚／1口

【A】\400,000
【B】\500,000／㎡～

【C】\400,000

27  中央モール・ガラス面サイン 1面／1口 ¥850,000

28  中央モール 自立バナー 1基／1口 ¥400,000

29  アドウォール 1台（4面）／1口 ¥400,000

30  入場口バナー 2枚／1口 ¥800,000

31  カタログ展示コーナー 1基／1口 ¥150,000

32  カーペットバナー 1式 ¥700,000

33  ビジネスミーティングエリア・スタンドバナー広告 2基／1口 ¥300,000

34  ビジネスミーティングエリア 吊り下げバナー 4枚／1口 ¥700,000

35  ビジネスミーティングエリア・ドリンク・スポンサー 1式／1口 ¥700,000

36  トイレステッカー広告 各ホール／1口 ¥600,000

37  2Fゲートロビーバナー 1枚／1口 ¥1,000,000

38  エスカレーターバナー（ガラス面） 28枚／1口 ¥800,000

39  階段下フロアシートバナー 1枚／1口 \50,000／㎡

40  1～8ホール 2Fバルコニーバナー 1枚／1口 ¥500,000

41  館内エリア表示バナー 1枚（両面）／1口 ¥550,000

メディア広告 A  IDストラップ広告 1式／1口 ¥5,000,000

①  ローテーションバナー 1枠 ¥600,000

②  レクタングルバナー 1枠 ¥500,000

③  動画広告 1枠 ¥1,000,000

④  TGS Selection（画像＋テキスト） 1枠 ¥200,000

⑤  オンライン展示会場 バナー 1枠 ¥200,000

特別協賛プログラム 1口 ¥8,000,000

小計

消費税（10％）

ご請求額（合計）

屋内
サイン

※こちらの申込書にご記入のうえ、PDFで
事務局 tgs-ope@nikkeibp.co.jp までメールをお送りください。TGS2022 広告・協賛申込書

●申込書を事務局が受理後、事務局から申込書を受理した旨お知らせいたします。
　 この時点で契約成立となります。
●契約成立後、事務局より請求書を発行いたしますので、記載された期日までに
　 指定の銀行口座までにお振り込みをお願いします。
●契約後のキャンセルは、申込金額全額を申し受けます。

屋外サイン

幕張特区
屋外サイン

オンライン広告
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