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“みるも”とは 

コンセプト 

「みるも」は、メガネ情報、店舗情報、ブランド情報を消費者をはじめとする 
すべてのインターネットユーザーに向けて発信する本格的な 
プラットフォーム型のインターネット情報サイトです。 
「みるも」では、ビジョンケアに関わる“真面目な”情報を、消費者となる 
インターネットユーザーに発信していくコンセプトを持っています。 

掲載店舗数 

「メガネの皆が知らない世界を世の中に伝えます」 

国内眼鏡店の約半数以上が、「みるも」掲載店舗 
2012年4月の開設から9年で、掲載店舗数は7,000店を越えました。 
ユーザーのみならず、メガネ業界の方々も、“みるも”を活用して、 
メガネの知識と情報を得ようとしている人が数多くいらっしゃいます。 

      掲載店の推移 DATA 

1日訪問者数（ユニークユーザー数） 

100,000 ～ 130,000 UU 

月間ページビュー数（milumo.jp配下ページの総数） 

1,500,000 PV 
（2020年7月時点での集計） 
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メガネに関する様々な観点から、みるも独自の視点で消費者へ「メガネ」を啓蒙する、ためになる＆楽しい情報を発信中です！ 

◎みるもコラム 
メガネにまつわる日常の事柄をメガネを
愛するライターによる独特の観点から表
現したコラム集 

◎みるも購入ガイド 
正解に辿り着くのがなかなか難しいメガ
ネ選び。ここだけは抑えておきたいポイ
ントをまとめています。 

◎メガネの通販ってどうなの？ 

ついにメガネをインターネットで買える時代が
やってきた！？マジメなメガネの通販のお話。 

◎レンズについてページ 

店員に任せきりにしがちなメガネレンズ
について、必要最小限の選び方のポイン
トなどをチェック。 

◎みるもマイスター 
メガネの気になるコトを、その道のプロ
に聞いてみました。皆さんの悩みや疑問
を解消するひとつの参考に！ 

◎みるもサングラス特集 ◎みるもラグジュアリー ◎みるもセレクト 
度付きサングラスを作る上でのポイント
を指南します。サングラスの基本的な知
識や情報も紹介します。 

高級感溢れるフレームや、完全ハンドメ
イドの希少な商品など、価格重視とは対
局にある逸品を紹介 

フレームやレンズ以外のメガネ関連商品
を紹介します。ケース、クリーナー、
チェーン、メガネ拭き等 

“みるも”情報コンテンツ 
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“みるも”の広告メニューについて 

貴社サイトへの誘導 
認知促進・ブランディングに最適 

① バナー広告 

各ページに掲載されたテキストやイメージ画像から 
ご指定のサイトやページにダイレクトに誘導・送客 
します。バナー作成も弊社で承っております。 

みるもの編集力で、 
深く全国のメガネユーザーに訴求 

② タイアップ広告 
みるもの記事として貴社商品・サービスを紹介する 
タイアップ広告です。 
記事を読むことに慣れたユーザー向けに記事広告を 
展開することで、紹介商材の理解促進・興味喚起を 
図り、利用（購買）意欲を高めます。 

みるもは、1日の閲覧訪問者数が10万人を超えるメガネ業界では国内最大級のメディアサイトです。 
読みやすい記事、読まれやすい記事で、貴社商品・サービスをユーザーの「感じる」に響かせ、リアルな「行動」を促します。 
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ユーザーナビゲーション全体イメージ 

みるも 

タイアップ 

ページ 
 

「クライアント様の 

PRページを弊社が 

製作致します」 

 

クライアント様 

ご指定URL 

 

 
プロモーションサイト 

もしくは 

コンバージョン希望 

効果物 

※誘導枠の体裁は可変となります。掲載位置、デザイン等、予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。 

導線掲載位置（通常） 

みるもTOP ショップページ 商品ページ 各種コンテンツ 

オプション 
※いずれも別途料金 

milumo Biz ナレッジボード 

みるも内の関連する様々なページに 
導線を設置。 
ユーザーをタイアップページへ誘導いたします。 

誘導枠 

誘導枠 

誘導枠 

誘導枠 

誘導枠 

誘導枠 

誘導枠 誘導枠 
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定型フォーム、フリーフォーム、どちらでも作成が可能です！ 

メガネに関する様々なキーワードに強いサイト“みるも”では、他の商材と紛れずメガネに特化をしたサイトで、メガネに興味
を持っていただくための情報webサイトです。タイアップ広告では、見られやすい、読まれやすいページ作りで、全国のメガ
ネユーザーに興味を持って、利用（購買）意欲を高めております。 

定型フォームプラン 

● 決まったレイアウトを使用しますので、制作期間は早くて3週間で
掲載スタート可能！ 

● 貴社がピックアップしたい商品、サービスについて、弊社専属
ディレクターが、取材をいたします。 
カメラマンも、弊社の方で用意をいたします。 

● ページ数は、A4 × 1～4ページまでお受けいたします。 

フリーフォームプラン 

● 目的に合わせて自由にレイアウトできます。 

● ページ内に動画も掲載可能。 

● アクションフォーム（資料請求・お問合せフォーム・ 
   アンケート）等のページを設置する事が可能です。 

取材内容 

画像 

タイアッププラン 
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＜株式会社アイメトリクス・ジャパン様＞ ＜東海光学株式会社様＞ ＜カールツァイス㈱様 × ㈱金鳳堂様＞ 
【眼鏡フレーム会社】 【眼鏡レンズ会社】 【眼鏡レンズ会社＆小売チェーン会社】 

他社様ご掲出実績 
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https://www.milumo.jp/simages/eyemetrics02/index.html https://www.milumo.jp/simages/milumo_tokai/contents01.html https://www.milumo.jp/simages/kimpo-do/contents01.html 



「みるも」タイアップ系商品ご発注後は、おおよそ下記のようなスケジュールとなります。 
それぞれ個別のケースに合わせて異なる場合がございますので、詳細なスケジュールにつきましては
別途営業担当までご確認ください。 
※広告商品によってもスケジュールが異なる場合がございますのでご注意ください。 

約４０営業日前 

掲載開始日 

◆お打ち合わせ 
約40営業日ほど前にクライアント様ご担当者様ご同席の上、お打ち合わせを行います。 
本案件の内容や方向性、企画など打ち合わせします。 

◆取材 
お打ち合せの内容に基づき、弊社ライター、パートナー会社担当者により、クライアント様企業の商品・サービ
スについての取材を行います。 

◆ページ作成 
お打ち合わせ・取材に基づき、撮影、画像加工、ページデザイン、ライティングなどを行います。 

◆ページ内容・体裁のご確認 
作成ページをクライアント様にご確認いただきます。 
修正などがあれば、2～3回程度やり取りをさせていただきます。 

◆掲載開始 
掲載開始日の午前から順次ページをアップいたします。 

制作進行スケジュールについて 
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二次利用可能 
  

「みるも」へのご掲載終了後、御社コンテンツを二次利用可能です。 
その場合は、別途料金が発生いたします。 
※二次利用いただけない場合もございますので、事前に必ずお問い合わせください。 

その他事項 
  

※料金については導線の設計により変動いたします。弊社担当営業までお見積もり依頼をお願いいたします。 
※制作費にはみるも内でおこなう簡単な商品撮影を含みます。ただし、カメラマンによる撮影、スタジオ撮影、遠方取材・ 
ロケーション撮影、モデル・人物撮影、シーンに合わせたイメージ撮影、商品提案法考案・調理撮影、撮影 技術を要する 
物品撮影、などには通常の制作料金のほかに、別途料金が発生します。詳しくは弊社担当営業までお問い合わせください。 

「みるも」タイアップをご希望の際は、弊社営業担当へご相談ください。 
広告のボリュームや、制作工数により料金は変動いたします。 

◆下記に関するご要件をお知らせください 

・広告対象の御社サービス・商品情報 
・広告ご予算 
・実施時期、期間 
・プロモーション実施の目的や希望される効果 
・タイアップのイメージ（素材があれば） 
・関連するページ、URL 

 

◆弊社よりご案内する内容 

・タイアッププランのご提案 
・必要素材等の情報 
・実施費用の御見積 
 

◆その他特記事項 

料金・仕様 
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料金 ￥150,000 

対象 １HTML 

料金 ￥100,000 
期間 掲載期間中有効 

料金 ￥150,000 

対象 １案件につき 

コンテンツの二次利用 

「みるも」のタイアップ記事を、クライアント様ホームページの
コンテンツ等に二次利用いただけます。 

オリジナルアンケートの追加 

タイアップページ内に資料請求フォームやプレゼント応募フォーム 
などを設置することが可能です。 
プロフィール＋5問まで。 
※プロフィール内容（選択可） 
名前、フリガナ、郵便番号、住所、電話番号、E-mail、性別、年齢 

ナビゲート追加オプション 

タイアップページへの誘導線を、みるも姉妹サイトである、「milumo 
Biz」と「ナレッジボード」へバナーを貼り付け、誘導を促します。 

【milumo biz】 【ナレッジボード】 

誘導枠 

誘導枠 

＊ 両方誘導枠を使ったお値段です。 

○ 上記のお値段は、全て税抜の金額でございます。 

【オプション商品】 二次利用・ナビゲーション追加 
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現在タイアップご契約者様へ 

無償で提供中 

現在タイアップご契約者様へ 

無償で提供中 
現在タイアップご契約者様へ 

無償で提供中 



広告掲載基準 

広告掲載の可否決定権は、ＷＥＢサイト運営会社である株式会社ＦａｓＴ（以下「当社」）が有しています。掲載を承認もしくは拒否した広告について、当社はその理
由を説明する義務を負いません。申し込み、掲載された広告の責任はすべて広告主が負うものとします。 

以下の内容の広告掲載はお断りしています 

※上記以外にも当社の個別判断で掲載をお断りさせていただく場合がありますので予めご了承ください。 

・責任の所在が不明確なもの。 
・国際条約・国内法規に違反もしくはその恐れのあるもの、および違反を助長もしくはその恐れのあるもの。 
・暴力、残虐を肯定、賛美したり、猟奇性、わいせつ性が著しく、公序良俗に反するもので風紀を乱したり、犯罪を誘発する恐れのあるもの。 
・投機、射幸心を煽る内容・表現のもの。 
・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。 
・内外の国家、民族などの尊厳を傷つける恐れのあるもの。 
・銃火器・刀剣類・違法薬物の販売に関わるもの。 
・年齢制限の利用者制限表記義務違反をしているもの。 
・医療、医薬品、化粧品、健康食品などについては、薬事法の定めを遵守していないもの。 
・広告表示内容とリンク先の内容が著しく異なるもの。 
・他を中傷したり、名誉を毀損もしくはプライバシーを侵害するもの。 
・当社を中傷するもの及び当社の社会的評価を損なう恐れのある表現をしたもの。また、「みるも」サイト内のコンテンツ等を不当に否定したり中傷したりするもの。 
・当社および「みるも」が広告主または広告の内容と恰も関係があるかのごとく誤解を与えるもの。 
・「みるも」と競合する会社、サービスの広告。 
・過去に広告掲載でユーザーからクレームを招いたことがあるもの。 
・氏名、写真、雑話及び商標、著作物などを無断で使用したもの。 
・虚偽または不正確な表示により、他よりも優良、有利であると誤認させる表示。 
・実際に販売する意志のないものをおとりとして広告するもの。 
・自己の優位を強調するため事実に反する適切でない比較をしたり、また他を中傷する表示。 
・その他内容、表現から当社が不適当と判断するもの。 

その他、以下の内容も考慮します。
・最大・最高等の表現 最大・最高その他これに類する表現を用いるときは、客観的な具体的事実に基づいたものに限り掲載を認める。また当社が必要とした場合はリンク先に

データ、出典、調査機関名を明示しなければならない。
・意見広告 組織実態が確実であり、然るべき社会的評価を受けている団体・複数の企業・有志連合等が広告主で、内容が妥当であると判断したものに限り掲載を

認める。
・比較広告 比較広告に関しては、主張する内容が第三者の調査等で客観的に実証されており、その実証された数値や事実が正確かつ適正に引用され、その比較

方法が公正であった場合、掲載を認める。
・懸賞及び景品類提供 懸賞及び景品類提供の広告は、内容等について景品表示法、独占禁止法、公正取引委員会告示を基に必ず事前審査を行い、掲載可否判断を行なう。
・クーポン付き広告 バナー等の広告からリンク先の特定のページをアウトプットしたものをクーポン券として扱う場合、クーポン券内に下記の表記をすること。

①有効期限②対象商品（または役務）③メーカーまたは実施店舗名④割引率または割引額、無料の場合はその旨⑤数量、重量、形等⑥その他、必要事項

“みるも”WEBサイト広告掲載基準 
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本資料の有効期間 

・この資料は最新版の資料がリリースされるまで有効です。 

入稿締切日 

・広告原稿の入稿及び差し替えについては、広告掲載開始５営業日前の１８時とさせていただきます。なお、年末年始、大型連休などの期間は、事前に告知した上で
入稿締切日を繰り上げさせて頂く場合があります。 

掲載について 

・土日、祝日の差し替えは不可となります。 

競合調整 

・行なっておりません。 

広告表現の規制 

キャンセル規定 

・正式申し込み（仮押さえは含みません）後のキャンセルについては、

掲載開始日５営業日前～２営業日前で料金の５０％、掲載開始１営業日前以降で料金の１００％のキャンセル料金を申し受けます。

・広告主体者を明確にするため、バナー画像にロゴマークを使用するか、使用しない場合は画像もしくはテキスト部分に「提供：〇〇」など主体者を明記してください。
・ロゴマークは会社名、ブランド名、サービス名、商品名のいずれかにし、視認可能な大きさで、常時表示もしくはアニメーションの終了後の静止画面に表示してください。またブランド名、
　商品名などは商標登録された名称を使用してください。商標登録がない場合は必ず会社名なども明記してください。
・以下の表現を含んだ広告の掲載はお断りします。なお、これ以外にもユーザーからのクレームが懸念される場合は掲載をお断りすることや、広告表現の修正をお願いする場合がございます。

：ユーザーに不快感を抱かせる広告表現
１秒間に３回以上の高速点滅やアニメーションの単純ループ。コントラストの強い画面の反転表示
当社が判断したのマウスオーバー・マウスアウト・ポップアップに関連した表現やその他の操作概念の創出

：アラートマーク、機能しない検索窓などのギミック表現
：「みるも」コンテンツと混同する可能性のある広告表現
：フェイスマーク（顔文字）や絵文字であると認定される広告表現
：機種依存文字を利用した表現

「＝・☆・★・□・■・◇・◆・△・▲」などの記号は原則的に使用可能
：誇大表現のおそれのある広告表現
：法律で禁止されている行為を連想させる広告表現

注意事項 
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ご掲載・見積 お問合せはこちらまで 
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株式会社ＦａｓＴ 
営業部 担当：壷屋（つぼや） 

ＴＥＬ: 03-6404-6425   
Email : yousuke.tsuboya@fast-ltd.jp 


