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あなたの「おもしろい」「プレイしたい」
PCオンラインゲームが見つかるサイト！

お問い合わせ先 ：ad@gaming-city.com

プレスリリース送付先 ：info@gaming-city.com

「OnlineGameZOOM」広告媒体資料 2022年1-3月



「オンラインゲームZOOM」について

オンラインゲームZOOMとは、オンラインゲームを探しているユーザーが

毎月25万人以上来訪する業界トップクラスのメディアサービス

■運営開始日： 2009年

■主なコンテンツ：

海外・国内の最新ゲーム紹介

人気ゲームランキング

作品詳細の紹介コンテンツ

ゲームニュースリリースコンテンツ

ゲームレビューコンテンツ など

gaming-city.com

国内外の最新作・人気作など、ゲームの魅力や情報を2000タイトル以上紹介しており、

面白いオンラインゲームを探しているユーザーがゲームを見つけることができるWEBメディア

2021年8月 2021年9月

PV 579,461 534,554

UU 294,744 271,605

18～24歳 31%

25～34歳 39%

35～44歳 22%

45～54歳 5%

55～64歳 2%

65歳以上 1%

■年齢比率

男性 78%

女性 22%

desktop 43%

mobile 53%

tablet 4%

■性別比率■閲覧デバイス比率

※2019年8月Googleｱﾅﾘﾃｨｸｽﾃﾞｰﾀ

■直近のPV・UU



広告枠一覧 （料金・想定imp・入稿素材） 2022年1-3月

広告番号 メニュー名 掲載位置 デバイス 掲載期間 掲載枠 月間imp 掲載料/月
(グロス・税

抜）

imp単価 実績CTR 想定CL 想定CPC 入稿素材

1 サイトジャック(PC) 全ページ PC 1ヵ月 1枠 250,000 ¥280,000 ¥1.1 1.0% 2,522 ¥111

【上】横1200×縦35px（300KB以下）
【左】横600×縦1000px（500KB以下）
【右】横600×縦1000px（500KB以下）
※jpeg／アニメーション不可

2 サイトジャック(スマホ) 全ページ スマホ 1ヵ月 1枠 200,000 ¥160,000 ¥0.8 0.6% 1,233 ¥130

【上】横640×縦150px（300KB以下）
【下】横640×縦90px（300KB以下）
※jpeg/アニメーション可/動画不可

3 クローズアップ（1段目）
・TOPページ
・カテゴリ「人気枠」

PC・スマホ

1ヵ月 3枠

15,000 ¥200,000 ¥13.3 5.0% 750 ¥267
①バナー：横836×縦470px
※500KB以下／jpeg形式／アニメーション不可
※動画可能

②バナー横260×縦150
※100KB以下／jpeg形式／アニメーション不可

③テキスト：半角130文字以内

4 クローズアップ（2段目）
・TOPページ
・カテゴリ「人気枠」

PC・スマホ 15,000 ¥200,000 ¥13.3 5.0% 750 ¥267

5 クローズアップ（3段目）
・TOPページ
・カテゴリ「人気枠」

PC・スマホ 15,000 ¥200,000 ¥13.3 5.0% 750 ¥267

6
カテゴリーピックアップ
（MMORPG）

MMORPGページ
PC・スマホ

1ヵ月 1枠 50,000 ¥240,000 ¥4.8 2.0% 1,000 ¥240
①バナー：横510×縦287px （500KB以下）
※gif、jpg形式／アニメーション不可
※動画可能

②テキスト：半角200文字以内

7
カテゴリーピックアップ
（FPS）

FPSページ
PC・スマホ

1ヵ月 1枠 40,000 ¥160,000 ¥4.0 2.0% 800 ¥200

8
カテゴリーピックアップ
（新作・βテスト）

新作・βテストページ
PC・スマホ

1ヵ月 1枠 8,000 ¥140,000 ¥17.5 2.0% 160 ¥875

9
カテゴリーピックアップ
（その他ジャンル）

・総合ランキング
・ブラウザゲーム
・アクション
・シミュレーション
・アバターゲーム
・スポーツゲーム
・RTS/MOBA
・ TCG/カードゲーム
・テーブルゲーム/オンライン
麻雀
・パズル/クイズ/その他

PC・スマホ

1ヵ月 1枠 100,000 ¥450,000 ¥4.5 2.0% 2,000 ¥225

10 ピックアップ（1段目） 全ページ PC・スマホ 1ヵ月 1枠 450,000 ¥140,000 ¥0.3 0.1%
450 ¥311

①バナー：横450×縦338px（300KB以下）
※jpg/アニメーション不可/動画不可
②テキスト：半角110文字以内

11 ピックアップ（2段目） 全ページ PC・スマホ 1ヵ月 1枠 450,000 ¥80,000 ¥0.2 0.1%
360 ¥222

12 ピックアップ（3段目） 全ページ PC・スマホ 1ヵ月 1枠 450,000 ¥60,000 ¥0.1 0.1%
315 ¥190

13 サイドパネル（下） 全ページ PC・スマホ 1ヵ月 1枠 450,000 ¥40,000 ¥0.1 0.1%

450 ¥89

バナー：横300×縦600px
※200KB以下／アニメーション可

14 TOPリリース枠2週間固定
（上位）
＋記事作成

TOPページ
ニュースページ

PC・スマホ 1週間 1件 ¥150,000

© Kizuki All Rights Reserved.※「クローズアップ枠」の想定impは「TOPページ」のPVのみです。「カテゴリーページ」のPVは含まれておりません。
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デスクトップデバイスで閲覧しているユーザーを対象に、ZOOMをサイトジャックできる広告枠で、
非常に目立ちインパクトがあります。新規タイトルやアップデートを認知させるのに適した広告枠
です。

左 右

上

サイトジャック（PC） ※desktopユーザーに訴求できます

広告番号 1

メニュー名 サイトジャック（PC）

デバイス
デスクトップの
デバイス閲覧ユーザー

掲載位置 全ページ

掲載期間 1ヵ月

掲載枠 1枠

月間imp 25万imp

CTR 0.8%～1%

掲載料/月
(グロス・税抜）

28万円

画像サイズ
容量制限

【上】横1200×縦35px（300KB以下）
【左】横600×縦1000px（500KB以下）
【右】横600×縦1000px（500KB以下）
※gif、jpg形式
※アニメーション不可

テキスト

動画 動画→×

備考 ページ内のコンテンツ部分の幅：1200px

解像度 リーチ

「1920x1080」に合わせて作成した場合 53%

「1366x768」に合わせて作成した場合 87%

◆画像クリエイティブ

◆2020年8月実績
CTR：1.10%
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スマホやタブレットで閲覧している全ページに表示される広告枠で、非常に目立ちインパクトがあり
ます。新規タイトルや認知させるのに適した広告枠です。

サイトジャック（スマホ） ※モバイル、タブレット閲覧ユーザーに訴求可能

広告番号 2

メニュー名 サイトジャック（スマホ）

デバイス
モバイル、タブレットの
デバイス閲覧ユーザー

掲載位置 全ページ

掲載期間 1ヵ月

掲載枠 1枠

月間imp 20万imp

CTR 0.8%～1.4%

掲載料/月
(グロス・税抜）

16万円

画像サイズ
容量制限

【上】横640×縦150px（300KB以下）
【下】横640×縦90px（300KB以下）

※gif、jpg形式
※アニメーション可

ヘッダー枠：幅640×150px

フッダー枠：幅640×90px

ヘッダー

フッター

◆2020年8月実績
CTR：0.6%



TOPページ

３

４

５
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クローズアップ

広告番号 ３，４，５

メニュー名 クローズアップ

デバイス
desktop、mobile、tabletの
デバイス閲覧ユーザーに訴求可能

掲載場所 TOPページ

掲載期間 1ヵ月

掲載枠
3枠
動画枠はランダム表示になります。

想定imp/月 1枠あたり月15,000imp

CTR 3~5%

掲載料/月
(グロス・税抜）

③1段目：20万円
④2段目：20万円
⑤3段目：20万円

画像サイズ
容量制限

バナー
横836×縦470px （500KB以下）
※gif、jpg形式
※アニメーション不可

テキスト
ゲーム紹介文（半角130文字以内）

動画

動画→〇
YouTube
YouTubeLIVE
twitch

動画
もしくは
バナー

TOPページのファーストビューに表示されます。動画訴求も可能でインパクトもありながら費用対効
果も高い広告枠。

◆2020年8月実績
CTR：5.6%



※「クローズアップ枠」で動画訴求が可能になりました

「動画」または「バナー」での訴求が可能です。

◆バナー素材は、
横836×縦470px（500KB以下）

◆動画は、
※自動再生設定、再生時はミュート設定。

※Youtube、Youtube LIVE、twitch 対応。
または、動画データを頂きZOOMのYoutubeアカウントにアップロードしての配信も可能。

▼動画の場合 ▼バナーの場合
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動画
もしくは
バナー

カテゴリーピックアップ

広告番号 6,7,8,9

メニュー名 カテゴリーピックアップ

デバイス
desktop、mobile,tabletデバイス閲覧ユーザーに
訴求可能

掲載場所 各カテゴリーページ

掲載枠 1枠

掲載期間 1か月

想定imp
掲載料金

⑥MMORPG 24万円
⑦FPS 16万円
⑧新作 14万円
⑨その他 45万円

実績CTR 2.00%

動画
・YouTube
・YouTube Live

画像サイズ
容量制限

バナー
横510×縦287px
※500KB以下
※gif、jpg形式
※アニメーション不可

テキスト文字数 半角200文字以内

「MMORPG」「FPS」「新作」「総合ランキング」などゲームを探しているユーザーにとっての
“入口”で、動画での訴求が可能な広告枠で、インパクト及び費用対効果が高い広告枠です。

カテゴリーページ

⑥MMORPG

⑦FPS

⑧新作

⑨その他
・ブラウザゲーム
・総合ランキング
・アクション
・シミュレーション
・アバターゲーム
・スポーツゲーム
・RTS/MOBA
・ TCG/カードゲーム
・テーブルゲーム/オンライン麻雀
・パズル/クイズ/その他

◆2020年8月実績
CTR：2.4%



※「カテゴリーピックアップ」で動画訴求が可能になりました

◆バナーの仕様

・横510×縦287px
・500KB以下
・アニメーション不可

「動画」または「バナー」での訴求が可能です。

◆動画の仕様

「Youtube」のコードを頂くことで配信可能。
https://www.youtube.com/watch?v=KWKMeQRJ1Gs
の場合、コードは「 KWKMeQRJ1Gs」

※自動再生設定、再生時はミュート設定。

※「YoutubeLIVE」,「twitch」での配信、または、動画データを納品
頂いてZOOMの
Youtubeアカウントにアップロードしての配信も可能。

https://www.youtube.com/watch?v=KWKMeQRJ1Gs


10

11

12
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ピックアップ（全ページ）

広告番号 10,11,12

メニュー名 ピックアップ

デバイス
desktop、mobile,tabletデバイス閲覧ユー
ザーに訴求可能

掲載位置 全ページ

掲載期間 1ヵ月

掲載枠 1枠

月間imp 45万imp

掲載料/月
(グロス・税抜）

⑩1段目：14万円
⑪2段目：8万円
⑫3段目：6万円

実績CTR 0.10%

想定CL 600ｸﾘｯｸ

画像サイズ
容量制限

横450×縦338px（300KB以下）
※gif、jpg形式
※アニメーション不可

テキスト 半角110文字以内

動画 動画→×

備考

全ページ掲載で多くのユーザーに訴求が可能です。費用効果の高い価格設定になっております。

◆2020年8月実績
CTR：0.1%
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◆記事作成に関して

特集内容：

2,000文字以上の特集記事を作成致します。

記事作成にあたりご用意頂くもの：

・リリース内容

・ゲームタイトル概要資料

・SSやキャラ・ロゴ素材

注意事項：

※特集記事作成の入稿期限は【7営業日前まで】となり

ます。

※記事の修正依頼は2回までとさせて頂きます。

※掲載完了レポートの提出はございませんのでご注意

下さい。

TOPページリリース枠（上位）2週間固定＋記事作成

リリース情報をTOPページで訴求可能です。新作情報やアップデート情報の訴求が可能です。

TOPページのリリース枠

13

記事作成例

https://www.gaming-
city.com/articles/2017103001

広告番号 14

メニュー名

①TOPページのリリース枠の
上位の枠で1ヵ月間固定

②記事作成
2000文字以上

デバイス
desktop、mobile,tabletデバイス
閲覧ユーザーに訴求可能

掲載位置
TOPページ
ニュースページ

掲載期間 2週間

掲載枠 1件

想定PV 3000PV/月

掲載料/月
(グロス・税抜）

15万円

https://www.gaming-city.com/articles/2017103001


お申込・入稿にあたって

お申込・入稿は、下記フォーマットに必要事項を記入の上、メールにてご入稿ください。
画像、テキスト素材は添付もしくはDLリンクをご用意いただき、詳細はメールにご記載ください。

© Kizuki All Rights Reserved.

【お申込・入稿先メールアドレス】ad@gaming-city.com

◆入稿期日
通常メニュー素材入稿は掲載開始日の３営業日前まで。
※素材差し替えも同様。

◆掲載開始時間について
広告掲載は、
開始日の0:00に開始し、終了日の23:59で終了致します。

◆掲載レポートについて
掲載終了後、日別のimp数、クリック数、CTRをご提出致しま
す。
※１枠に複数のURL設定箇所がある場合も、まとめて１計測
となります。

◆価格改定について
価格改定をした際にお申込み期間が月をまたぐ場合は、改訂
前と改定後の価格をそれぞれ日割り計算とさせて頂きます。

◆代理店手数料について
代理店手数料に関しては一律で20%になります。

--------------------------------------------------------

件名は以下内容を記入ください
【申込】タイトル名／掲載枠名／掲載期間
--------------------------------------------------------

本文：

掲載メニュー：サイトジャック（PC）

掲載タイトル：●●●●

掲載期間：2019/8/1(0:00)～2019/8/31(23:59)

掲載料金（グロス・税別）：400,000円

リンク先URL：http://～

お支払い：掲載開始月締め翌月末払い

＜お申込、入稿メールフォーマット＞

mailto:ad@gaming-city.com


掲載基準

株式会社キヅキ取り扱いサイトにお申し込みいただいた広告掲載の可否決定は、株式会社キヅキの当該サイトに属します。

以下に該当されると判断される広告、およびウェブサイト・サービスは、掲載致しかねますのでご了承ください。

・広告の責任所在が明確でないもの

・法律（不当景品類および不当表示防止法・不当競争防止法・各種業法含む）、政令、省令、条例、公正取引規約に違反または違反する恐れのあるもの。

・社会秩序を乱す次のような表現あるいはコンテンツ。

・暴力、とばく、麻薬、売春などの行為を肯定・美化するもの。

・醜悪、残虐、猟奇的で不快感を与える恐れのあるもの。

・性に関する表現で、著しく猥褻性の高いもの、その他風紀を乱したり、犯罪を誘発する恐れのあるもの。

・公序良俗に反しているもの、その他法律に反しているもの。

・本サイトの運営を妨げるもの

・投機、射幸心を著しくあおるもの。

・医療、医薬品、化粧品において、効果・効能などが厚生省の承認する範囲を逸脱するもの。

・非科学的または迷信に類するもので、ユーザーを迷わせたり、不安を与える恐れのあるもの。

・氏名、写真、談話および商標、著作権などを無断で利用したもの。

・内外の国家、民族などの尊厳を傷つける恐れのあるもの。

・詐欺的なもの、いわゆる不良商法とみなされるもの。

・ユーザーの許諾を得ずして、個人情報を取得するもの。

・たばこ・宗教・政治以上のほか、弊社掲載基準で不可となった業種・サービスを広告、コンテンツとして掲載するサイト・サービスや株式会社キヅキ当該サイ

トが不適当だと判断したもの。

（※ 掲載可費基準に準拠して判定させて頂きます）

※なおご入稿後、編成部の考査を要します。

以上の形式に沿っていないものや不適当な表現がある場合、こちらで表記を修正もしくは掲載を停止させて頂く場合がございます。

あらかじめご了承ください。

本資料に記載されている内容は予告なしに変更されることがあります。
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