
スポンサープログラムのご案内 

日本ゲーム大賞U18部門 2019年度 

 主催：一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会(CESA) 



日本ゲーム大賞U18部門とは？ 
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日本ゲーム大賞「U18部門」は、次世代を担うゲームクリエイター発掘を目的として2018年度
に新設された、18歳以下の小中学生および高校生等を対象としたゲーム制作コンテストです。 
 
チーム（最大5名、1名でも可）で参加して頂き、制作したゲームと、そのプレゼンテーションによ
る審査を行います。予選大会を勝ち抜いたチームには東京ゲームショウ2019で行われる決勝
大会に参加頂きます。 
 
世界を驚かせ！未来のゲームクリエイターを応援します。 

18歳以下の若者が 
ゲーム開発に触れ 
成果を発表し、 

それを表彰する機会 



スケジュールと審査概要 
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2018年 
 12月 エントリー受付開始 

 作品制作期間 
 

2019年 
 3月29日（金）作品受付締切 

CESA会員企業所属のゲーム開発者によるプレイ映像の視聴と作品紹介コメントを審
査して、予選大会に参加するチームを選抜します。 

  
 6月 予選大会 

東京の会場にて、事前の作品の試遊審査結果と、各チームによるプレゼンテーションで
選考を行います。決勝大会に選抜されたチームは、アドバイスを元に作品のブラッシュ
アップを行って頂きます。 

  
 9月 決勝大会および表彰式 

東京ゲームショウ2019にて、ブラッシュアップされた作品は、作品の試遊審査結果と、
各チームによるプレゼンテーションで選考を行います。選考が済み次第、その場で結果
発表と表彰を行います。 



予選大会・決勝大会開催概要 
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予選大会 
作品の試遊審査および応募者のプレゼンテーションにより決勝大会へ進出する作品を決定します。 
日時：2019年6月 
場所：未定（東京都内を予定） 
 
決勝大会 
東京ゲームショウ来場者が見守る中、予選大会を勝ち抜いたチームの公開プレゼン審査を行い、表彰
式を行います。 
 
日時：2019年9月 
場所：東京ゲームショウ2019 
（幕張メッセ）イベントステージ 
 
 
    毎年9月幕張メッセで開催 
国内で発売されるビデオゲーム 
を展示体験できるイベント 
 
36か国・地域から 
600を超える企業・団体 
25万人以上が参加 

東京ゲームショウとは？ 



スポンサーメニューリスト 
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プラチナ 
300万円 

2枠 

ゴールド 
150万円 

3枠 

シルバー 
100万円 

4枠 
ブロンズ
50万円 

ロゴ 
10万円 

プロモーション映像上映（決勝大会・予選大会） 〇   

ウェブサイト バナー掲載 
掲載期間：開催期間中（～2019年10月末）を予定 

〇 
※タイプA 

〇 
※タイプB 

    

ノベルティ等の配布（決勝大会・予選大会） 〇 〇 〇   

パンフレット等の配布（決勝大会・予選大会） 〇 〇 〇 
※チラシのみ 

〇 
※チラシのみ 

スポンサー一覧投影（決勝大会・予選大会） 〇 〇 〇 〇 〇 

制作物等へのロゴ掲載 〇 〇 〇 〇 〇 

日本ゲーム大賞U18部門では、本賞にご賛同、ご協賛頂ける企業様及び団体を募らせて頂いております。 
今回は5種類のプランをご用意いたしました。ぜひご検討くださいますよう、お願い申し上げます。 
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各スポンサーメニューでの上映や配布物、掲載内容について
は、入会などの勧誘と受け取られるような画像や文言の使用
はお控えください。 
 
ご理解とご協力のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。 
 
※上映、配布する物は、CESA倫理規定・CERO倫理規定に準じたものに

限ります。 
※東京ゲームショウにおける配布の規定があります。配布の可否について

は、事務局にご確認ください。 
 

【お問い合わせ先】 
 日本ゲーム大賞U18部門 運営事務局 
（株式会社イマジカデジタルスケープメディア事業部内） 
 E-mail：u18@cesa.or.jp 

お願い 



ウェブサイト バナー掲載 

スポンサーメニュー 
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・U18部門のウェブサイトにバナー広告を掲載 
 ※タイプA、タイプBあり 

◆タイプA 
予定サイズ：300×250 
 
◆タイプB 
予定サイズ：300×100 
 
ファイル形式：jpeg,png,gif 
       ※アニメーション不可 
        （300KB以内） 

※掲載イメージ 

※掲載イメージ 

※タイプAは最大2口、タイプBは最大3口まで受け付けます。 
※広告サイズ、レイアウトは変更する場合があります。 
※入稿方法やスケジュールについては、運営事務局よりご案内 

◆タイプＡ ◆タイプＡ 

◆タイプＡ 

◆タイプＡ 

◆タイプＢ 

◆タイプＢ 

◆タイプＢ 
◆タイプＢ ◆タイプＢ ◆タイプＢ 



予選大会・決勝大会でのプロモーション映像上映 
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動画によるCM 枠（最大1分程度 開始前に上映） 

スポンサーメニュー 

ＣＭ 
最大1分 

ＣＭ 
最大1分 

※画像はイメージです 

※上映、配布する物は、CESA倫理規定・CERO倫理規定に準じたものに限ります。 



予選大会・決勝大会でのパンフ・ノベルティ等の配布 
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予選大会、決勝大会の一般来場者へパンフレットやノベルティなどの配布 
※ 各社様1アイテム 
※ シルバー、ブロンズはチラシのみ配布 
※ 上映、配布する物は、CESA倫理規定・CERO倫理規定に準じたものに限ります。 
※ 東京ゲームショウにおける配布の規定があります。配布の可否については、事務局にご確認ください。 
 

スポンサーメニュー 

※画像はイメージです 



制作物等へのロゴ掲載 
予選大会・決勝大会でのスポンサー一覧投影 
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Web、DM、ポスター、リリース等に協賛社として社名、ロゴを掲載 
※スポンサーランクに応じてサイズ、掲載順位は異なります 

スポンサーメニュー 

※画像はイメージです 



プラチナ（2枠） 
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予選大会・決勝大会でのプロモーション映像上映 
動画によるCM 枠（最大1分程度 開始前に上映） 
 
ウェブサイト バナー掲載（タイプA） 
U18部門のウェブサイトにバナー広告を掲載 
 
予選大会・決勝大会来場者へノベルティ等の配布 (1アイテム) 
 
予選大会・決勝大会来場者へパンフレット等の配布 (1アイテム) 
 
予選大会・決勝大会でのスポンサー一覧投影 
スポンサーランクに応じてサイズ、掲載順位は異なります 
 
制作物等へのロゴ掲載 
Web、DM、ポスター、リリース等に協賛社として社名、ロゴを掲載 
 
 

スポンサー金額

300万円 （税別） 

スポンサープラン 



ゴールド（3枠） 
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スポンサー金額

150万円 （税別） 

スポンサープラン 

 
ウェブサイト バナー掲載（タイプB） 
U18部門のウェブサイトにバナー広告を掲載 
 
予選大会・決勝大会来場者へノベルティ等の配布 (1アイテム) 
 
予選大会・決勝大会来場者へパンフレット等の配布 (1アイテム) 
 
予選大会・決勝大会でのスポンサー一覧投影 
スポンサーランクに応じてサイズ、掲載順位は異なります 
 
制作物等へのロゴ掲載 
Web、DM、ポスター、リリース等に協賛社として社名、ロゴを掲載 
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スポンサー金額 

100万円 （税別） 

スポンサープラン 

 
予選大会・決勝大会来場者へノベルティ等の配布 (1アイテム) 
 
予選大会・決勝大会来場者へチラシの配布 (1アイテム) 
 
予選大会・決勝大会でのスポンサー一覧投影 
スポンサーランクに応じてサイズ、掲載順位は異なります 
 
制作物等へのロゴ掲載 
Web、DM、ポスター、リリース等に協賛社として社名、ロゴを掲載 

シルバー（4枠） 
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スポンサー金額 

50万円 （税別） 

スポンサープラン 

 
予選大会・決勝大会来場者へチラシの配布 (1アイテム) 
 
予選大会・決勝大会でのスポンサー一覧投影 
スポンサーランクに応じてサイズ、掲載順位は異なります 
 
制作物等へのロゴ掲載 
Web、DM、ポスター、リリース等に協賛社として社名、ロゴを掲載 

ブロンズ（枠制限無し） 
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スポンサー金額 

10万円 （税別） 

スポンサープラン 

 
制作物等へのロゴ掲載 
Web、DM、ポスター、リリース等に協賛社として社名、ロゴを掲載 

ロゴ（枠制限無し） 



お申込みについて 
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1. お申し込み方法 
・「スポンサープログラム申込書」に必要事項をご記入のうえ、E-mail(u18@cesa.or.jp)にて事務
局までお送りください。  
お申込み〆切：2019年4月26日（金） 
 
2. ご請求について 
・申込書を受理後、事務局より随時請求書を発行いたします。 
 
3. お支払期日 
・お支払い期日は請求月の翌月末となります。 
 ※お支払期日までにご入金の確認が出来ない場合、申込がキャンセルとなる場合がございます。 
 
4. お申込み後のキャンセル 
・申込後の解約は、お申し出の時期により協賛金から規定のキャンセル料を差し引いた金額を返金、 
入金前でしたら以下の規定キャンセル料を承ります。 
 
予選大会開催２カ月前まで 料金の30％ 
予選大会開催１カ月前まで 料金の50％ 
予選大会開催１カ月前以降 料金の100％ 
 
 【お問い合わせ先】 

 日本ゲーム大賞U18部門 運営事務局 
（株式会社イマジカデジタルスケープメディア事業部内） 
 E-mail：u18@cesa.or.jp 
 Tel:03-5459-6203（平日10:00-17:00） Fax:03-5459-6232 
 U18部門ウェブサイト https://u18.awards.cesa.or.jp/ 
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【お問い合わせ先】 
日本ゲーム大賞U18部門 運営事務局 

（株式会社イマジカデジタルスケープメディア事業部内） 
 E-mail：u18@cesa.or.jp 

 Tel:03-5459-6203（平日10:00-17:00） Fax:03-5459-6232 
 U18部門ウェブサイト https://u18.awards.cesa.or.jp/ 
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