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Garbagenews.comサイト紹介

Japan Game News Network(JGNN)
お問い合わせ・入稿用メールアドレス：

fuwa@jgnn.com
担当(統括担当)不破雷蔵
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Garbagenews.com概要紹介

・ページユニークユーザー数:50万人/月
・ページビュー数:80万imp/月

性別

サイトデータ

Garbagenews.comGarbagenews.comは株式投資、ゲーム業界、時節ネは株式投資、ゲーム業界、時節ネ
タを中心に、様々な他愛もない情報タを中心に、様々な他愛もない情報((GarbagenewsGarbagenews))をを
管理人などの独断専行を交えてお知らせするサイトです。管理人などの独断専行を交えてお知らせするサイトです。

使用ドメインは使用ドメインはwww.gamenews.ne.jpwww.gamenews.ne.jp。試験運用も含。試験運用も含
めたスタートはめたスタートは20052005年年99月月2727日です。日です。
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※詳細は http://www.gamenews.ne.jp/archives/2007/07/post_2509.html をご覧下さい
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2005年 9月27日 試験運用スタート
10月11日 正式運用スタート
12月30日 英語版公開

2006年 1月14日 表示文字フォント形式変更、
閲覧者自身による文字サイズ変更
機能搭載開始

2月19日 GooglePageRank 3を確認
4月 累計アクセス数100万ページビュー突破
6月6日 サーバ移転(容量を1GBに増強)

10月3日 サーバ容量増強(1GB→1.5GB)
10月5日 GooglePageRank 4を確認
11月21日 トップサイドバーに一言掲示板設置
12月5日 サーバ容量増強(1.5GB→2.5GB)
12月28日 SSIパーツ導入による再構築高速化
12月 累計アクセス数300万ページビュー突破

2007年3月3日 運用レポート一覧掲載開始
3月24日 リンク集ページ掲載開始
4月15日 シンプルタイプトップページ掲載開始
4月 累計アクセス数500万ページビュー突破
6月 月間ページビュー数初の50万突破
9月 掲載記事がヤフーニュースに紹介(以後多数)

2008年4月23日 メルマガ(携帯投資格言)サービススタート
5月1日 GooglePageRank 5を確認
5月10日 携帯版新方式でスタート

2008年12月 携帯版のページビューが月間10万突破

サイト履歴 メディア関係

・2006年 3月15日
北海道文化放送の「のりゆきのトークDE北海道」で「ケー
タイの使いすぎには要注意？！反復運動過多損傷(RSI)が
急増」の記事などが紹介される。
・2006年 9月頃
「Gyao」にて「情報ねずみ講」関連の放送で参考サイトとし
て紹介。
・2006年10月10日
ネットランナー10月号に「情報ねずみ講」関連記事掲載。
・2006年11月8日
「ベスト・オブ・常習者サイト2006」でニュースサイト部門の
「そのほかのニュースサイト」カテゴリー・銀賞を受賞。

「のりゆきのトークDE北海道」で記事が紹介された時
のもよう。
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■ゲーム……10.4％
インターネット・オンラインゲームを中心にゲーム界隈
の事情や最新ソフトの紹介、さらには関連業界との関
連性の解説なども行ないます。最近はゲームの総合エ
ンターテインメントツールとしての新しい使われ方(モバ
イルや『セカンドライフ』など)の記事が増えています。

■インターネット……12.5％
インターネット全般におけるニュースや情報、さらには
調査結果の分析が中心です。

■株式……32.8％
株式投資に限らず、金融、経済全般にわたる「マネー
情報」を伝えています。他のジャンルでも何らかの形で
株式カテゴリーに含まれる場合が多く、またそのような
要素を持つ情報を重点的に抽出し記事にしています。
このサイトのメインテーマでもあります。

■モバイル……4.3％
携帯電話を中心とした「新しい情報ツール」としてのモ
バイルに関する情報記事です。社会構造に与える変化
についても言及しています。

■時節……44.6％
政治、社会、教育問題、外交など多種多様にわたる諸
情報を取り扱っています。上場企業に関する情報が
入っていれば、その方面からの解説なども行なわれて
います。

■特集……4.5％
特に時間をかけて調査した独自記事などが対象です。

■コラム……4.1％
特集記事の中でも、記事執筆者の考えが強く反映され
ています。

■写真紹介……1.0％
写真を中心に、話題の商品や出来事を紹介していきま
す。

記事属性

※ギャンブル、アダルト、非合法的なものをはじめとした反社会的、倫理に反す
ると判断されたものは当サイトでは取り扱っておりません。
※重複カテゴリはその都度加算していますので、総計は100％を超えます。

各記事はカテゴリー別に分類されています。それぞれの各記事はカテゴリー別に分類されています。それぞれの
記事が重複する領域を取り扱う場合が多々あります。記事が重複する領域を取り扱う場合が多々あります。
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主要各ページ紹介

簡易版と通常版の2種類の形態があります。双方合わ
せてインプレッション数は約3万imp/月、ユニーク
ユーザー数は2万人/月。定期的に巡回している「常連
ユーザー」がメインとなります。当サイトの属性に合
致する読者へのリーチに適しています。

主要ページは「トップページ」と「個別ページ」の主要ページは「トップページ」と「個別ページ」の22種類に種類に
大別されます。後者には「カテゴリー別」「月別」のページ大別されます。後者には「カテゴリー別」「月別」のページ
も含まれます。も含まれます。

トップページ

通常

簡易版
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個別ページ

各自の記事ページです。検索エンジンや他サイトから
直接個別ページに来訪するユーザーがメインで、目的
意識を強く持ち、サイト属性にマッチした読者への
リーチ効果が高いと想定されます。各カテゴリーペー
ジ、月別ページも含め、インプレッション数は約80
万強imp/月、ユニークユーザー数は50万強人/月です。

お問い合わせ下さいお問い合わせ下さいお問い合わせ下さい掲載料金

5営業日まで5営業日前まで5営業日前まで
入稿締切(17
時まで)

無し1か月2回まで1か月2回まで差し替え

毎月1日毎月1日毎月1日掲載開始日

-不可不可ALTテキスト

-不可不可クリッカブル

-可可ループ

-可可アニメGIF

-GIF:15KB以下GIF:15KB以下形式・容量

全角30文字以内
160×160pix
(天地は縮小可)

234×60pix
サイズ(天地
×左右)

一か月単位一か月単位一か月単位掲載期間

期間保証期間保証期間保証掲載形態

貼り付け貼り付け貼り付け掲載形式

トップページ
トップページ、個別
ページ

トップページ、個別
ページ

掲載場所

2枠1枠1枠掲載枠

テキスト広告(TOP-T1)
ページサイドバナー

(TOP-G2)
ページ右上部バナー

(TOP-G1)

広告について
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広告仕様

1.入稿日： 配信予定日の5営業日前の17：00まで
※動作確認が必要であるため、お早めに入稿してくだ
さい。
2.原稿仕様
・文字数：各メニューをご参照ください。
・禁止文字：

半角カナ(シングルバイト文字)
機種依存文字
システムの制限により利用できない文字
（全角） ～ － ¢£＆ ゛ ‖
（半角） 。「」、・

3.リンク先：1リンク(複数のリンク先は指定できませ
ん)
4.入稿時に必要なもの
【記載内容】
・掲載場所・配信日・クライアント名
・原稿・リンク先URL
【添付ファイル】
・原稿テキストファイル(拡張子txt)

テキスト広告

GIF広告

1.入稿日： 配信予定日の5営業日前の17：00まで
※動作確認が必要であるため、お早めに入稿してくだ
さい。
2.原稿仕様
・サイズ：各メニューをご参照ください。
3.リンク先：1リンク(複数のリンク先は指定できませ
ん)
4.入稿時に必要なもの
【記載内容】
・掲載場所・配信日・クライアント名
・原稿・リンク先URL
【添付ファイル】
・原稿GIFファイル（拡張子GIF）
5.その他
バナーク内には社名またはサービス名(商品名)の表記
をお願いします。



Garbagenews.com 9

広告のお申し込み

●お申し込みは、広告スペース、空枠・掲載可否等の
確認後、メールにてご連絡ください。
●申込みの際は下記の内容を記載願います。
・申し込み媒体枠(枠数) ・広告主・広告内容・リンク
先URL ・金額・掲載期間・備考

お申し込み

お申し込みの広告についての掲載可否の決定権は当サ
イト及びJGNNに属します。また、以下の項目に該当
すると思われる場合は、掲載をお断りすることがござ
いますので予めご了承ください。

・法律、条例、条約に違反、もしくはその恐れがある場合
・猥褻性が高い写真、イラスト及び表現の入った広告
・医療、医薬品、化粧品において、効能、効果および性能等を厚生労働
省が承認する範囲を逸脱する広告
・経済の安全性、信頼性を損なう恐れのある広告
・宗教の勢力拡大および布教活動目的の広告
・人権侵害の恐れのある広告
・他の著作物の著作権及び著作者人格権を侵害する場合
・当サイト及びJGNNの競合他サイトなどに該当する場合
・事業内容が当サイト及びJGNNの事業と競合する場合
・消費者金融業
・美容・整形業
・政治関係全版
・広告主の所在や商品責任が明確でない場合
・その他当サイトまたはJGNNが不適切と判断した場合

(まぎらわしいビジュアルなど、
広告自身の表現上の問題も含みます)

・現行使用システム以外の成功報酬型広告、ステルスマーケティング
・有料セミナーの勧誘(特定事例を除く)
※広告料金、メニューに関しては、予告なしに変更する場合がございま
すのでご了承ください。

●掲載広告のお申し込みにあたり、事前に必ず掲載希
望の広告枠の空き状況をご確認願います。

枠確認

お問い合わせ・入稿用メールアドレス：
fuwa@jgnn.com

担当(統括担当)不破雷蔵

お問い合わせ・入稿用メールアドレス：
fuwa@jgnn.com

担当(統括担当)不破雷蔵

掲載基準

免責

広告内容及びリンク先のサイト内全ての情報について
の第三者からの苦情及び損害賠償請求、その他の要求
があった場合は、全て広告申込者において解決し当方
は一切の責任を負いません。
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●正式受注後にキャンセルする場合には別途キャンセ
ル料金が発生しますのでご了承ください。

・掲載予定日より14営業日前までにキャンセルを行
なった場合

……予定されていた広告掲載料金の25％
・掲載予定日より13営業日前から6営業日前までに
キャンセルを行なった場合

……予定されていた広告掲載料金の50％
・掲載予定日の5営業日前以降にキャンセルを行った
場合

……予定されていた広告掲載料金全額

キャンセル料

●当方では現状において、掲載後のレポートは発行し
ておりません。あらかじめご了承下さい。

掲載結果

お問い合わせ・入稿用メールアドレス：
fuwa@jgnn.com

担当(統括担当)不破雷蔵

お問い合わせ・入稿用メールアドレス：
fuwa@jgnn.com

担当(統括担当)不破雷蔵

以上、よろしくお願いします。

Garbagenews.com以外のサイト

Garbagenews.comには、同ドメイン下部にそれぞ
れのジャンルに特化した兄弟サイトがいくつか存在し
ます。詳細は

http://www.gamenews.ne.jp/archives/2007/01/post_2039.html

から最新のアクセスレポートにあるサイト説明をご覧
下さい。
例:Garbagenews携帯版
( http://www.gamenews.ne.jp/m/ )

本家サイトの携帯電話閲覧用バージョン。
月間ページビュー10万pv以上


