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媒体概要

CGWORLD.jpとは
CG・映像業界に特化したプロの現場で活躍するクリエイターに役⽴つ情報を提供するサイトです。

キーワードは、「インタビュー」。
1998年創刊の国内唯⼀のCG・映像専⾨⽉刊誌「CGWORLD」で培った
業界ネットワークを駆使し、業界注⽬の話題やテーマについて、旬な⼈物に取材。
その⼈の⾔葉を通じて、読者に魅⼒的に分かりやすく伝えます。

■媒体概要
 ・URL：http://www.cgworld.jp/
 ・2010年７⽉29⽇オープン
 ・CGWORLD.JPアクセス数 ※2014年1⽉〜2015年3⽉

ユニークユーザー：10万〜15万⼈（⽉間）
PV：35万〜40万PV（⽉間）※最⾼⽉間PV：45万PV

 ・CGWORLD公式SNS ※2015年3⽉時点

 ・Facebook「いいね！」数：4,450⼈
 ・Twitterフォロワー数：8,193⼈

2011 2012 2013 2014

20万

2011年の公開以来毎年PV増で推移しております。
2015年2⽉よりリニューアルし記事本数を増やすこ
とでPV数が⼤幅に増加しました。

40万

2015



コンテンツ

インタビュー記事からスタジオデータベースまで、CG・映像業界の今を伝えます。

■充実のオリジナル記事
インタビュー：
注⽬の⼈物や、話題作のスタッフなど旬なテーマの⼈物取材記事
特集記事：
編集部の独⾃視点で深堀りするレポート記事
連載記事：
ソフトウェアのTipsや著名デザイナーのテクニックなどを複数回で解説

■データベース
スタジオデータベース：スタジオの企業情報や作品実績を掲載
スタジオニュース  ：スタジオ各社の近況を紹介
作品データベース  ：映像作品のスタッフ情報を掲載

■知識系コンテンツ
ブックス ：CG・映像制作に役⽴つ書籍を紹介
⽤語辞典 ：CG・映像業界に特化した⽤語辞典

■求⼈

■ニュース



読者属性

■現場での実務経験者が70％を占め、3DCGデザイナーを中⼼に、ディレクターやプロデュー
サーなど、コンテンツ制作の現場で活躍する⽅々が読者です。

■読者が⼿がける作品ジャンルは、アニメ、ゲームから、⽴体造形（フィギュアなど）まで多
岐にわたり、3DCGが活⽤されている現場を幅広くカバーしています。

■70％以上の読者が製品・サービスの導⼊選定に関与し、うち、30％近くが、承認・決済す
る⽴場にいます。

3DCG
デザイナー
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エンジニア系
13％

プロデューサー
ディレクター

12％

コンポジター
12％

その他
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実務経験者
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未経験
29％

経験者
⽐率

決済者
28％

導⼊に関与（提案）する⽴場
45％

関与していない
27％

⽴場

⼿がけているジャンル
アニメ：17％
広告（CM,VPなど）：16％
遊技機：16％
ゲーム：11％
WEB/モバイル：10％
※モバイル向けゲーム含む

建築/⼯業デザイン：8％
ポストプロダクション：6％
番組制作：6％
⽴体造形：4％
※フィギュアなど

映画：2％
その他：4％



バナー広告

メニュー サイズ
（左右*上下）

ローテー
ション

スマホ
表⽰

想定表⽰回数
/4週間

価格

スーパーバナーA 728*90 2 × 100,000 ¥300,000

レクタングルバナーA 300*250 3 〇 66,000 ¥250,000

スタンダードバナーA
（全3枠）

300*100 なし 〇 200,000 ¥200,000

テキスト広告A
（全3枠）

--- 未定 未定 未定 現在準備中

※上記は全て4週間の期間保証タイプのメニューです
※毎週⽔曜⽇更新
※空き枠状況は⽇々更新されますので弊社営業担当にお気軽にご連絡ください。

レクタングルA

スタンダードA

スーパーバナー A

テキスト広告A

■TOPページ上段メニュー

バナー広告のおすすめポイント
・メッセージをビジュアルで訴求できる
・枠のバリーションが多く、予算にあった広告出稿が可能
・トップページをはじめ、サイト内の全ページに掲載



バナー広告

メニュー サイズ
（左右*上下）

ローテー
ション

スマホ
表⽰

想定表⽰回数
/4週間

価格

スタンダードバナーC
（全2枠）

300*100 なし × 200,000 \100,000

レクタングルバナーB 300*250 2 × 100,000 \150,000

スタンダードバナーB
（全3枠）

300*100 なし × 200,000 \150,000

テキスト広告B
（全3枠）

--- 未定 未定 未定 現在準備中

スーパーバナーB 728*90 なし × 200,000 ¥120,000

※上記は全て4週間の期間保証タイプのメニューです
※毎週⽔曜⽇更新
※空き枠状況は⽇々更新されますので弊社営業担当にお気軽にご連絡ください。

レクタングルB

スタンダードB

スタンダードC

テキスト広告B

■TOPページ下段メニュー

スーパーバナーB



掲載までの流れ

STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5

空き枠の確認 お申し込み 広告⼊稿 広告審査 広告掲載開始

まずは、弊社営業担
当までお問い合わせ
ください。
空き枠の確認を⾏い
ます。

お申込書を発⾏致し
ますのでご返送くだ
さい。

⼊稿規定に沿ってバ
ナーの作成を⾏い
メールにて⼊稿くだ
さい。

ご⼊稿いただきまし
たバナーを弊社にて
審査致します。

広告審査完了後、掲
載開始⽇より掲載開
始となります。

12営業⽇前 7営業⽇前 6-1営業⽇前

貴社 貴社

13営業⽇前
以前



タイアップ広告

タイアップ記事広告のおすすめポイント
・編集部監修による記事制作
・記事形態にすることで、より深い理解を促すことができる
・契約期間後もアーカイブされるため、コストパフォーマンスが良い

■価格：
70万円
（内訳：掲載料：40万円、 記事制作費：30万円）
※記事制作費には、取材、執筆、撮影費が含まれます。
※遠⽅への取材（⾸都圏以外）に関しましては別途交通費（実費）がかかります

■掲載内容：
インタビュー記事（1ページ程度）
※テキスト：1,500字程度
※掲載画像点数：3〜8点
※インタビューの内容についてはお打ち合わせにてご提案させていただきます。

■誘導枠：
 スペシャルインタビュー（TOPページ）
 右カラムスペシャルコンテンツ枠（全ページ）

■想定PV数（⽉間）：
2,500PV程度（2014年1⽉〜12⽉平均）

■タイアップ例：
http://cgworld.jp/feature/review/boxx-technologies-
apexx4-201412.html



サテライトサイト

サテライトページおすすめポイント
・⾃社サイトに訪問しない、潜在層に⼗分な情報を提供できる
・⾃社に関するCG関連記事を⼀元的にストックできる
・読者に対し、定期的な情報発信の場を持てる

■価格：
初期費⽤：25万円
⽉額利⽤料：60万円×6ヶ⽉
（内訳：掲載料：30万円、 記事制作費：30万円）
※初期費⽤にはページデザイン費が含まれます
※⽉額利⽤料には、取材、執筆、撮影費が含まれます。
※遠⽅への取材（⾸都圏以外）に関しましては別途交通費（実費）がかかります

■内容：
貴社オリジナルページを制作し、ページ内を貴社のコンテンツで占有できます。
・インタビュー記事（1ページ程度）×6本
※テキスト：1,500字程度
※掲載画像点数：3〜8点
※インタビューの内容についてはお打ち合わせにてご提案させていただきます。
・貴社リリースの掲載
・バナー広告ジャック

■最低利⽤期間：
6か⽉

■誘導枠：
 右カラムサテライトページ誘導バナー枠（全ページ）

こちらのメニューは貴社オリジナルのサイトコンテンツを制作す
る広告メニューになりますので、詳しくは営業担当者よりご提案
させていただきます。お気軽にお問い合わせください。



広告規定

■バナー広告のお申込後にご⽤意いただくもの
・バナー広告クリエイティブ
 ファイル形式Jpeg形式、Gif形式
・リンク先のＵＲＬ
・ＡＬＴ属性

■バナー広告⼊稿規定
・バナーは、Jpeg形式、Ｇｉｆ形式とします（※Gifアニメ、Flashアニメ不可）
・上記形式のファイルを⼊稿してください。外部バナーの埋め込みは不可とします
・広告クリエイティブの周囲を１ｐｔの罫線で囲ってください。（罫線の⾊は⿊を推奨）
・ファイル容量は以下となります
スーパーバナー、レクタングルバナー：100KB以内。スタンダードバナー：50KB以内
・リンク先は⼀箇所のみとなります
・ＡＬＴ属性の内容は全⾓50⽂字（半⾓100⽂字）以内とし、漢字・ひらがな・カタカナ、英数字のみ使⽤可能とします
・バナーの内容及び、リンク先ページは掲載前に弊社にて審査するため、⼊稿時までに⽤意してください
・実際と⽐較し過剰な内容及び、虚偽の内容の掲載は不可とします。また、リンク先と⽐較し、過剰ないし記載の無い内容、およ
び虚偽の内容でリンク先へ誘引することも不可とします。
・掲載期間中にリンク先を削除したり、⼊稿規定に反する内容に変更することは原則不可とします
・ランダムなページへリダイレクトするなど再現性が確認できないリンク先は不可とします
・リンク先は広告掲載期間中、随時確認します
・掲載期間中のバナーの変更は、2回までとします。



免責事項・注意事項

■免責事項
・広告掲載および変更⽇は営業⽇とし、休⽇および祭⽇の対応はできかねます。
・バナーなどの広告クリエイティブ内に「No.1」「世界初」「当社だけ」などの最⼤級・絶対的表現を使⽤する場合は、表⽰の根
拠となる出典もしくは調査機関名を当該クリエイティブのリンク先へ明記下さい。
・ブラウザの仕様など、ユーザー環境によって想定通り表⽰されない場合があります。Internet Explorer 7以上、Firefox最新
バージョン、Google Chrome最新バージョン以外のブラウザをご利⽤の場合、⼀部、正しく動作しない可能性がございます。 
・掲載される内容は弊社にて掲載前にチェックしますが、本広告のご利⽤における事故・トラブルに関して、弊社では⼀切の責任
を負いかねます。

・広告掲載レポートは掲載終了後6営業⽇以降の作成となります。速報値レポートが必要な場合は別途費⽤で対応致します。

■仮押さえについて
・広告枠の仮押さえについては、ご連絡から１週間となります。１週間を過ぎた時点で、申し込みの意思表⽰がない場合は、⾃動
的に失効致します。

■申込みについて
・掲載の申し込みは、メールやファクスで、必要事項を記⼊した申込書を送信下さい。 弊社にてこの申込書を受領し、その旨をご
連絡させていただきます。この受領の連絡をもって、広告掲載の申込完了となります。
・  申し込み企業様が受領の連絡を受けた時から、申し込み企業様は本免責事項の全ての内容を承諾したものとみなします。

■キャンセルについて
・掲載申し込みの解約・変更は、弊社承諾が必要となります。解約・取り消しには下記のキャンセル料が発⽣致します。
掲載開始⽇の前⽇／当⽇ 100％、7⽇前 50％、14⽇前 25％
※キャンセル料の算出には、申し込み企業様からの解約・変更の意思表⽰が弊社に到着した⽇を使⽤します。 



お問い合わせ

サイトへの広告ご出稿のお問い合わせはこちらまで。

（株）ボーンデジタル マーケティング部
電話：03-5215-8663          メール：ad@cgworld.jp


