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メディアガイド
2023年4月〜6月版

http://www.aetas.co.jp/
https://www.4gamer.net/
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日本最大級の
ゲーム情報サイト！

コンシューマ
ゲーム

SONY/Nintendo
Microsoft

ハードウェア
PC・スマホ本体

デバイス/自作パーツ
ゲーム開発技術 他

PCゲーム
MMO/MO/FPS/RTS

eスポーツ他

女性向け
ゲーム

イベント・舞台
声優情報
グッズ 他

スマートフォン
ゲーム

iOS/Android

アーケード
ゲーム

格闘/DTCG/リズム
レース 他

VR
対応ゲーム
ヘッドセット

イベント情報 他

アナログ
ゲーム
ボードゲーム

TRPG/TCG 他

国内外のあらゆるゲーム情報を随時発信しています

© COGNOSPHERE, All Rights Reserved.©コーエーテクモゲームス All rights reserved.
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5%17.2％

51.4%

21.3%

8.8%

1.3%

4Gamer.net公式SNSで情報展開中！

645,407 6,085 909,893

68.3万人 14.3万人 4.2万人

5%

スマホ版
3400万PV/月
390万UB/月

PC版
3100万PV/月
150万UB/月

サイト全体 6500万 PV/月
540万 UB/月

日本最大級のアクセス数を有する
総合ゲーム情報サイト

4Gamerの読者構成

性別

女性
23.4%

■10代
■20代
■30代
■40代
■50代以上

38.6%

年齢

1日のゲームプレイ時間

PCゲーム購入額/月 スマホ課金額/月

3時間以
上

35%

1時間未
満

16％

1～2時間
26％

2～3時間
22％

4Gamerの読者属性

■～1,000円
■ 1,001～5,000円
■ 5,001～10,000円
■ 10,001～30,000円
■ 30,001円～

3時間以上
37.0%

1時間未満
16.7％

1～2時間
25.8％

2～3時間
20.5％

26.9%

40.5%

16.0%

12.3%

4.3%

性別

女性
12.4%

男性
83.3%

ノンバイナリ
1.0%

無回答
3.3% 5.6%

20.4%

35.7%

28.5%

9.8%

年齢

CSゲーム購入額/月

10.7％

42.6%34.0%

11.3%

1.4%

※2023年3月現在

※4Gamer読者アンケートによる自社調べ（2022年12月実施）

https://www.youtube.com/c/%E3%83%9E%E3%83%95%E3%82%A3%E3%82%A2%E6%A2%B6%E7%94%B0%E3%81%A8%E4%B8%AD%E6%9D%91%E6%82%A0%E4%B8%80%E3%81%AE-%E3%82%8F%E3%81%97%E3%82%83%E3%81%8C%E3%81%AATV/featured
https://www.youtube.com/user/4gamersp
https://www.youtube.com/channel/UCpWBCGo4gEtrhMeB-IEwbdw
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4Gamer.netは総合ゲームメディアとしてPCゲーム，
コンシューマゲーム，スマホゲーム，ハードウェア製
品の情報を毎日多くの記事で読者に届けています。

PCゲーム

コンシューマゲーム

2022年記事本数 32,499本！
2023年4月以降は一本一本の記事により時間をかけて，
リリース以外の情報ソースからの有意義な情報なども含め，
一日約50～60本程度の記事をお届けします。

インタビュー プレイレポート 攻略記事

連載企画 製品レビュー 特集企画

新作情報 タイアップ記事 リリース情報

スマホゲーム

ハードウェア

世界5,000万以上ダウンロード
を超えるニュースアプリ「SmartNews」
その専用コンテンツチャンネル
「チャンネルプラス」に
ゲームメディアで初めてコンテンツを提供

ニュースアプリにもコンテンツ提供中！
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さらに…

バナー広告 配信広告 季節特集

インフィード広告 ポップアップ広告

ジャック広告 記事広告 動画広告

定番のバナー広告や，メディアだからこそ作れる優質
な記事広告，動き重視の動画広告，そしてとにかくイ
ンパクトが大きく，大作感を演出できるジャック広告
など，あらゆるニーズに合わせてご提案します。

既存のメニューのほか，
タイトルに適したカスタマイズ広告も，
ご要望に応じて開発いたします。
「一度限り」「御社だけの」「バズれる」特殊広告も
随時ご相談ください。

バンダイナムコオンライン様
【PR】チャート式・おすすめガンダムゲーム診断

Tencent Games様
【PR】コード:ドラゴンブラッド presents「RPG主人公診断」（左）
プレミアムジャック（右）
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ゲームへの期待感を高め，読者を事前登録へと促す【記事広告】（ゲーム紹介/先行プレイレポートなど）
記事への誘導広告【インフィード広告】【トップバナー】

CBT/OBT時期

先行プレイレポートや，ファーストインプレッションなどの記事広告で読者に認知させます。
そして対象記事が常に読者の目に留まるように，記事誘導の設置をおすすめします。

誘導広告にてタイトル訴求＆記事誘導記事コンテンツでゲームの魅力をしっかりアピール

■SPトップバナー
・掲載期間：2週間（3枠ローテーション）
・想定imp ：110万imp/2週間
・掲載面 ：スマホ版トップページ

スマホ版記事ページ
・サイズ：600×90px 80KB以下 jpg/png

■スマホ版トップページ
タイムライン1段目

・掲載期間：1週間（1社固定）
・想定imp：16万imp 
・掲載面：スマホ版トップページ

価格：¥1,800,000 - （税抜）

■【PR】おまかせタイアップ記事
ご用意いただいた資料・ゲーム内画
像・素材・ヒアリングシートを元に，
編集部が記事を作成するプランです。
記事内容は編集部にお任せとなります。

価格：¥600,000 - （税抜）

■【PR】タイアップ企画記事
開発者インタビューや取材レポート，
攻略企画，ハードウェア詳細レビュー
など，編集部が貴社のニーズに沿った
企画記事を制作します。
事前に編集部同席でオリエンを実施し，
直接ニーズを聞いて記事の企画内容を
決めていきます。

※記事への誘導枠としてPC面かSP面の
バナーのどちらかを選択できます。

ご予算目安：￥1,000,000〜￥4,100,000 （税抜）

価格：¥500,000 - （税抜）

価格：¥1,200,000 - （税抜）

トップページ

記事ページ
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4Gamerトップページや，記事ページを貴社タイトルがジャック！
新作タイトルリリース前後など，最大級のインパクトで読者にアピールしたい場合にお勧めです。

きっちり新作の魅力を伝える
【PR】タイアップ企画記事

もぜひご活用下さい

CBT/OBT時期 【ジャック広告】登録開始，配信開始など最大限のブランディング施策に

価格：¥2,300,000 - （税抜）

■【スマホ】スマホトップジャック
・掲載期間 ：1週間（1社限定）
・想定imp ：16万/1週間
・掲載面 ：スマホ版トップページ

■付属バナー（1段目）
・掲載期間 ：1週間 （1社固定）
・想定imp ：160万/1週間
・掲載面 ：スマホ版トップページ

記事ページ

スマホ版記事ページスマホ版トップページ

■SPスーパーバナー
・掲載期間：2週間（3枠ローテーション）
・想定imp ：93万imp/2週間
・掲載面 ：スマホ版記事ページ
・サイズ : 640×320px，150KB以内

価格：¥1,500,000 - （税抜）

同じ時期に，複数のパターン
クリエイティブを掲出することも可能です。

＆

掲出期間中に，クリエイティブの変更も可能です。
例）「リリース直前，今すぐ事前登録」
⇒ 「ついにリリース，今すぐダウンロード」など

よりリッチな展開に
静止画＋動画の２つを見せられる

スマホトップムービー

価格：¥3,000,000 - （税抜）
ご予算目安：￥2,000,000〜￥6,000,000（税抜）

PC版トップページ

価格：¥2,700,000 - （税抜）

■【PC】トップページロゴジャック
・掲載期間：2週間（1社限定）
・想定imp：48万imp 
・掲載面：総合トップページ

リリース時

価格：¥1,200,000 - （税抜）

付属バナーは掲載期間中，

全ての記事ページにも表示されます。

TOPページと記事ページ用に，
別のクリエイティブを設定可能です。

© COGNOSPHERE, All Rights Reserved.
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4Gamerにアクセスした読者に，全画面で貴社クリエイティブ，動画を表示。
圧倒的な存在感で最大級のインパクトを与えます。周年タイトルは，限定仕様のアニメーション付きで展開が可能です。

■【スマホ】スマホトップジャック
・掲載期間 ：1週間（1社限定）
・想定imp ：16万/1週間
・掲載面 ：スマホ版トップページ

■付属バナー（1段目）
・掲載期間 ：1週間 （1社固定）
・想定imp ：160万/1週間
・掲載面 ：スマホ版トップページ

記事ページ

ご予算目安：￥2,000,000〜￥9,000,000（税抜）

リリース後

周年限定の特別Ver.

スマホトップジャック

トップページへアクセスした瞬間，「Congratulations」の文字とともに

周年ロゴが迫ってくるアニメーションを表示。
その後トップジャックに切り替わる仕様で視覚的に楽しい広告です！

大型アップデート・コラボ

ティザー動画をインタースティシャル広告で

■【PC】全面動画（インタースティシャル）
・動画60秒まで（ファイルサイズ約10MB 横640pix固定）
・掲載期間：1週間 想定imp：34万imp
※24時間のフリークエンシーコントロールあり
※aviファイル・mp4ファイルをご入稿下さい。
・付属バナー：【PC】サイドトップボタン 1週間，想定imp：27万imp 価格：¥4,700,000 - （税抜）

インタースティシャル広告【全面動画】【スクリーンジャック】や【スマホトップジャック（周年特別Ver.）】で
リリース後はアップデートやコラボ，周年という時期に再度集客のチャンスを掴みます。

■【PC】チャームバナー
（サイドトップボタン エクストラ

チャーム付きジャック)

・掲載期間：2週間（1社限定）
・想定imp：159万/2週間
・掲載面：総合トップページ

記事ページ

価格：¥2,000,000 -（税抜）

価格：¥2,300,000 -（税抜）
■【PC】スクリーンジャック
（インタースティシャル）

・掲載期間：1週間 ・想定imp：34万imp
※24時間のフリークエンシーコントロールあり

・【PC】サイドトップボタン 1週間付属
想定imp：27万imp

価格：¥3,500,000 - （税抜）

自動再生！

5秒固定！
動くチャームが特徴的な

視覚効果のある広告枠

コラボ先IPキャラを活用した

ユニークな事例も！
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CBT/OBT時期 配信開始告知，認知度・トレンド感アップに【通知アド】
短期間の固定露出に【トップバナー】【SPスーパーバナー】のジャックプラン

短期集中アピール

■【SP・PC】通知アド
・掲載期間：3日間（1社限定）
・想定imp ：78万imp/3日間
・掲載面 ：PC版総合トップページ・記事ページ

スマホ版記事ページ

【通知アド】はPC版とスマホ版の両方に掲載され，事前登録開始，配信開始，募集開始など，タイトルステータスの“告知”に特化したメニュー
です。ポップアップするため，読者からの反応も高く遷移率も高め！

PC＆スマホ両方に表示されるメニュー
動きがあり目に付きやすく「配信開始」などの
告知に最適なメニュー！

PC版

スマホ版

価格：¥350,000 - （税抜） ご予算目安：￥350,000〜￥3,100,000（税抜）

■SPトップバナー
（3枠買切り）

・掲載期間：1週間
・想定imp ：165万imp/1週間
・掲載面 ：スマホ版トップページ

スマホ版記事ページ
・サイズ：600×90px 80KB以下 jpg/png

価格：¥750,000 - （税抜）

■SPスーパーバナー
ジャックプラン(3枠買切り)

・掲載期間：1週間
・想定imp ：140万imp/1週間
・掲載面 ：スマホ版記事ページ
・サイズ : 640×320px，150KB以内

価格：¥2,000,000 - （税抜）

短い期間に
目立つ位置を独占する

バナージャック

記事ページ

トップページ
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特設サイト

イベント特集 4Gamer女子部（仮）

業界向け情報サイトGIJE

セガ特設サイト

大型イベントの取材記事は，特設サイトで毎年おまとめ。
最新情報に飢えているプレイヤーの集う場所

女子向けゲームの記事は可愛いらしいデザインの
「4Gamer女子部（仮）」でおまとめ。
TwitterなどのSNSでバズる記事続出！

4Gamer.netの中に専用ページを設けて，準公式サ
イトのような「サテライトサイト」も運営！

・大型ゲームイベントなどに注目するゲーマーに
・女子の心を掴む，声優・イケメン・2.5次元の情報
・プレイヤーための，長期的に読まれる特設サイト
定期的な情報更新やゲームウォークスルーをおまとめ

イベント・テーマ・各ジャンルなどに特化した特設
サイトを設置することで，より細分化した読者をター
ゲットにすることができます。
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広告ご相談／訴求事例

GIJEでは，
ゲーム業界関係者向けの情報を掲載している特性から，
BtoB向け訴求のご相談を多くいただいております。

特にサービス・製品の紹介や，人材募集などに
【PR】タイアップ企画記事を
ご希望いただくケースが多いです。

サービス紹介
キーマン

インタビュー
開発ツール
製品紹介

人材募集 セミナー告知 セミナーレポート

ゲーム業界で働く人，ゲーム業界を目指す人のための
情報サイトです。ゲーム業界の動向や最新のトレンド，
ゲーム開発者向けの情報をお届けしています。

2016年4月にオープン。「Eurogamer.net」などを運営する
イギリスのGamer Network社との協業によるものです。

PC版トップページ

詳しくは営業担当までご相談ください。

http://www.eurogamer.net/
https://www.gamer-network.net/
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嗜好品製品レビュー生活雑貨

人材募集 食品 サービス紹介

ゲーミンググッズイベント告知ToB訴求

ゲームに限らず，趣味に使う金額が多い傾向がある
4Gamer読者をターゲットに，様々な訴求を対応させ
ていただいております。
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オリジナル番組『RADIO 4Gamer Tap (仮)』※隔週火曜日
文化放送「超A&G＋」とYouTube「4GamerSP」にて生配信中！

出演は人気声優の岡本信彦氏とライターのマフィア梶田氏

株式会社ムービックと共同で運営企画している動画番組
『 マフィア梶田と中村悠一の「わしゃがなTV」』

4Gamer SP

4Gamer.net企画協力の超人気番組 4Gamer.netオリジナルチャンネル

「わしゃがなTV」

チャンネル登録者数 68.3万人 突破！ チャンネル登録者数14.3万人！

4Gamer.netが運営する
YouTubeチャンネル

東京ゲームショウでの特別配信や
ゲーム紹介番組など様々なな企画

番組を配信中！

※2023年3月現在

動画配信プロモ―ションプランもございますので詳細はお問い合わせください

「わしゃがなTV」案件のお問い合わせ：wasyaganatv@4gamer.net
4Gamer動画案件のお問い合わせ：4gamer-mov@4gamer.net

mailto:wasyaganatv@4gamer.net
mailto:4gamer-mov@4gamer.net
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クラシックオーケストラからバンドライブまで幅広くゲーム音楽の魅力を伝えています

ライブ制作・広告プロモ―ションプランもございますので詳細はお問い合わせください
音楽案件のお問い合わせ：music@4gamer.net



2005年12月1日

Aetas株式会社 （Aetas, Inc.）

資本金 89,840,000円

〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町8-5 KITOKI 7F

代表取締役社長 岡田和久

会社名

住所

設立

広告出稿についてのご質問や空き状況の確認などは Aetas株式会社 営業担当 までご連絡下さい
メールのタイトルの冒頭に ■問合せ■ や ■申込み■ と付けていただけるようお願い致します

部署代表 ： ad-info@4gamer.net

https://www.4gamer.net/
mailto:ad-info@4gamer.net
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