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ミイル 
食べることが好きな人たちが集まる、美しい写真に彩られたスマートフォンメディア 



ミイル　　　　とは？ 
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約1,000万枚の写真が集まる日本最大の飲食写真投稿型のメディアです 

投稿された写真枚数：約1,000万枚 
スマートフォンアプリDL数：100万件弱 
アプリ内Like数：約2億回 
1日の写真投稿数：約1万枚～1.5万枚 
1日の写真閲覧回数：約100万回 
1日の利用時間：平均33分・利用者4割は1時間以上利用 
1日の一人あたり平均起動回数：4.2回　 

2015年9月現在 



余暇時間に楽しむ 
（見て楽しむ・毎日の食の記録を残す・SNSとしても利用） 

ニーズが発生した時の利便性 

手
料
理 

外
　
食 

ミイルのポジション（食に関する各種メディアにおける位置付け） 

レシピサイト様 飲食店検索サイト様 
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ミイルのユーザー 

円グラフは2015年4月時点の 
ミイルユーザーのプロフィールより推計 

「食」は誰にでも関係するものであり「食のコミュニケーション」には人々を
幸せにする力があります。食に関する情報はもちろんのこと、日常的な様々な
情報に対しても敏感な女性を中心にダウンロードされたスマートフォンアプリ
です。綺麗な写真に囲まれ、楽しい・幸せな気持ちを実感されながら、記録・
閲覧・情報収集・コミュニケーションの目的で利用されているユーザー主導型
のメディアです。 
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女性が８割 既婚・未婚はほぼ半々 料理をされる方が大半 



ミイルの利用者からの声（アプリストアへのレビュー） 

App Store 
レビュー約3,000件　平均★4.5 

Google play 
レビュー約1,400件　平均★4.3 

・見ているだけで幸せ気分になるアプリです 
・見ているだけで楽しいです 
・いい刺激になって、ほぼ毎日見ています 
・色んな情報が入ってきて楽しい 
・画像が綺麗です 
・彩りや盛り付けも、参考になるお料理がいっぱい 
・食が大好きならこのアプリ 
・他の人の手料理に感心したり、刺激を受けたり 
・いろんな人達の食を知れて幸せです 
 
・美味しそうに加工できる機能が良いです 
・投稿すると、毎日の食事が楽しみになります 
・家族も笑顔！ミイルで仲間も増え、毎日楽しくクッキングしています 
・メニューを考える事から食器選びや盛り付け方まで色々工夫するようになりました！ 
・食べた物、美味しかった物を投稿して、食べたい！ボタンを押してもらえると励みになります 
 
・カレンダーにも写真が載るので、その日何を食べたかすぐわかるので便利です 
・自分の街の知らない美味しそうなお店に出会えるのも♪ 
・自分の行ったお店を記録していくのが楽しくなってきました 

App storeの検索ワード 
■料理　カメラ 
■料理　写真 
■料理　日記 
■食事　カメラ 
■食事　写真 
■料理　日記 

１位 
～3位 

検索結果 

2015年9月現在 
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ミイルの利用シーン 

2015年9月現在 
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普段使いのスマートフォンアプリとして朝一番からのアクセスも多く、 
ディナー後の「リラックスタイム」に最も多く利用されています。 
比較的時間に余裕のあるシーンに広告訴求を行うことができます。 
ミイルの時間帯別利用数推移 



広告メニュー 
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ミイルの活用例①（企画型 or 純広告型） 
メニュー ブランドフォトコン(コンクール) ブランドムービー(動画広告)

ミイルをご活用
頂きたい企業様(例)

ミイル広告商品の
差別化ポイント

■レシピの提供は必須ではありません。

■ユーザーの体験や会話も活用して、商
　品の・認知促進・理解促進を図ること
　ができます。

■写真の2次利用(API提供、HPや各種資
　料での利用)の際に追加料金は発生いた
　しません(広告主様HPにも、資産と
　してフォトコン結果を残すことができ
　ます)。

■ミイル内の中でもプレミアムな場所(タ
　イムライン)に自動再生型の動画を配信
　することができます。

■CM素材や動画等、広告主企業様の
　目的に合わせた動画が配信でき、
　全画面動画再生orご指定のサイトへ遷
　移させる事が可能です。全画面動画再
　生からの遷移先もご指定頂けます。

■ユーザーの時間に余裕のあるシーンで
　訴求が行えます。

効率よく自社商品の認知促進を行いたい広告主企業様
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メニュー ブランドフォトコン(コンクール) ブランドムービー(動画広告)

広告主企業様へ
ご提供できる価値

ミイルユーザーの体験や感想を通じて、
貴社商品を多くの人に「想起してもら
う」「深く知ってもらう」こと

F1・F2層のユーザーを中心に、余剰時間
の中で、無理なく貴社商品を「知っても
らう」こと

ミイルの活用例②（企画型 or 純広告型） 
 

■ミイルを活用した宣伝手法の場合 

普段使いの 
「楽しいアプリ」 

他の方の体験に 
触れながら 
ほぼ同時に 
「商品」の認知 

■携帯の利用シーン 

仕事 

探しもの 

趣味 

リラックスタイム 

企業様のブランドムービー 
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ミイル ブランドフォトコン（企画型） 

※掲載期間のご調整も可能です（例：3週間の場合、基本料金150万円）。 

効果指標

料金
保証
掲載期間

開

レポート項目

ご準備頂くもの

オプション 数量 料金
投稿写真管理代行 4週間 10万円
サンプリング
(配送費は別途実費) 100名 30万円

サンプリング事後アンケート 100名 15万円

素材一式製作代行 告知バナー×3
フレーム×1 20万円

子コンテスト追加 1種 10万円

■投稿数　(過去平均実績：349枚/4週間)
■投稿写真imp数
　(過去平均実績：568,305imp/4週間)

■フォトコンのお題
■素材（告知バナー×3、フレーム×1)
　弊社作製も可能（要相談）
■賞品（任意）

200万円
期間
4週間

■開始日時指定可能
■投稿データの二次利用（API提供込）可能
■クライアント様側で写真の管理可能（管理画面を発行します）
■お問い合せ対応・賞品発送は弊社で承ります
　(賞品発送は内容によって、お受け出来ない場合もございます)

■投稿数
■投稿写真imp数
■フォトコン各ページimp数
■外部SNSへの連携投稿数
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ハウスのルウカレー製品、ホットプレートを使い「ジュ～ジュ～つけつけカレー」をしている様子やオススメの食材を投稿 

ミイル ブランドフォトコン事例(1)：ハウス食品様 
■みんなで食べよう！カレーの新しい楽しみ方ジュ～ジュ～つけつけカレーフォトコンテスト 

samako：☆夕ごはん☆ つけカレー＆チーズフォンデュで夕ごはんです(!ˇ◡ˇ*)♡せ
っかくホットプレート使うので二つの味で～♡ 今日はワインでかんぱ～い
♪(*^^)o∀*∀o(^^*)♪ 
～～～ 
samako：@puruhiro さん もう夕ごはん考える力がなくてうーんಠ_ಠと悩んでいたの
でミイルみてこれにしちゃいましたー！ぷるひろさんのも楽しみ～♡ 

yuki1127：じゅ～じゅ～つけつけカレー♪楽しいし美味しいよ(*^^*)これはまたやろうと思った
w otekoちゃんの真似っこではんぺんも美味しかった☆イチバンのヒットはチーちく (≧∇≦)美味
しかった～♪でもアスパラ豚巻きもカボチャも茹で玉子もぜーんぶ美味しかった(*́∇｀*)皆さま
お試しあれ♪♪♪チーちくほんとにお勧めしますw 
～～～ 
oteko：ちーちく♡美味しそうo(^▽^)o付けカレーハマるね！！アスパラのも美味しそう！ハンペ
ン試してくれてありがと♥︎（≧∇≦） 

jun_toron：ランチはつけカレー(≧∇≦)チーズ入りです。 さやいんげん、オクラ、
かぼちゃ、じゃがいも、にんじん、エリンギ、ズッキーニ、赤と黄色のパプリカ、
にんじん、えび、ソーセージ、バゲット、コーン、ミニトマト。 
～～～ 
kuronekoanko：もしや！じゅうじゅうつけカレーですか(*^^*) 今夜はあたしも挑
戦します♡ とろけるチーズあたしも買ってきたよ！ 

▼ユーザー様の投稿 
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ミイル ブランドフォトコン事例(2)：日本サブウェイ様 

mayu_uy：☺︎ 2015,06,10 ☺︎ Lunch♡ ミイルで見てたら、 めっちゃ食べたくなっ
ちゃって… 旦那様と行ってきちゃった(♡ó౪ò) ♡スパイシーチキンフィレ inクリ
ームチーズ♡ めっちゃ美味しかったぁ(人*′Д｀*)♡ 

umechanno：約一年ぶりのサブウェイ！ 最近節約志向で遠ざかっていたけれど…
ミイルでサブウェイコンテストの写真見たら無性に食べたくなっちゃった(＞人＜;) 
えびたまバジルサンドで。 やっぱりウマウマ～♪( ́▽｀)/ 

Norik0312：サブウェイのコンテント♪ 皆さんの投稿を見ていたら食べたくなっ
ちゃて…私、サブウェイ 初デビューです♡♡ ドキドキしながら頼んだ ターキーブ
レスト♪ 店員さんが親切に色々教えてくれて、お野菜モリモリ ノンオイルなサン
ドになりました‼︎ いったたきま～す(*˘³˘)♡♡♡ 

期間限定メニューサンドイッチ、ユーザーおすすめのメニューやトッピング等でカスタマイズしたサンドイッチを投稿 
■SUBWAYフォトコンテスト 

▼ユーザー様の投稿 
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ミイル ブランドムービー（純広告型） NEW! 
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ブランドムービー基本情報
料金
保証
掲載量
掲載場所
表示形式
音声
掲載開始日
時間指定
view単価

仕様・入稿規定（1社様あたり、ご発注期間内で同時に2素材まで掲載可能です）

再生時間 15秒以内を推奨、上限30秒まで
サイズ 横640×縦360（16：9）
ファイル容量 5MB以内
動画形式 mp4
フレームレート 30fps推奨（テレビ放送と同等）

サイズ 横640ピクセル×縦360ピクセル
ファイル容量 1MB以内
形式 jpg,png

誘導先URL 指定リンク先 1箇所（素材毎に入稿可能）
入稿期日
注記

動画素材

画像素材

タイムライン内（上から3枚目・13枚目・23枚目・33枚目～10枚毎）
ローテーション

動画再生後に表示する停止画像（「詳しくはこちら」の類の文言もお入れください）

動画領域の約30%がViewAreaに入ったとき再生開始

仕様は予告なく変更となる場合がございます。ご了承くださいませ。

最低ご発注料金：375,000回再生・825,000円／30日間以内
期間内 動画再生開始数保証（ご指定の期日より早く消化する場合がございます）
375,000回再生～／30日間以内

2.2円／動画再生開始

配信開始日の5営業日前の19時まで（掲載開始日を含まず）

平日
現在は承っておりません。ご了承くださいませ。

タイムライン上では無音、全画面時に有音（端末の設定による）



ミイル株式会社　広告掲載に関しての注意事項・広告表現について 

出稿に関しての注意事項 
ミイル株式会社が運営するサイトの広告枠に掲載をご希望される場合、広告主、及び広告取り扱い代理店は以下の本内
容についてご承諾いただけたものとします。 
 
●広告掲載基準 
【掲載可能な事業者】 
・食品、調味料、飲料、酒類、調理家電、調理器具などをはじめ、食に関連したものを販売または製造を行う事業者。 
※「ブランドムービー」は上記に限りません。上記に該当しない事業者の広告については個別にお問い合わせください。 
【掲載不可な事業者】 
・基本的に上記以外の事業者。 
・ミイルと競合する会社、サービスを提供している事業者(主としてカメラアプリ・SNS) 
※原則として広告主様同士の競合排除はおこないません。 
※著しく弊社サービスになじまない場合など、不適切と判断したものはお断りする場合がございます。 
※上記掲載基準に反する場合、弊社掲載許可または掲載開始後であっても掲載を中止させて頂くことがございます。 
※ユーザーからのクレームが発生した場合、原稿の変更、及び以降の掲載をお見送りさせて頂くことがございます。 
 
●広告原稿の入稿 
・広告原稿の入稿は電子メールで行い、掲載開始希望日の5営業日前の19時までとします。 
・掲載期間中の広告原稿の差替えを希望する場合は、差替え希望日の5営業日前までに差替え原稿を入稿するものとし
ます。 
 
●キャンセルについて 
 ・受領後のキャンセルは原則受付けいたしかねます。 
・止むを得ない理由でキャンセルを受付ける場合について、広告主・広告会社の事由による場合は有償とし、その金額
は、契約掲載料金の全額とします。 
 
●免責事項 
・天変地異、停電、通信回線の事故、第三者によるハッキングやクラッキング等、当社の責めに帰すことができない事
由により、広告枠に広告が表示されな場合または掲載された広告からリンク先への接続ができない場合には、当社は一
切の責任を負わないものとします。故意または過失等、当社の責めに帰す事由による場合はその限りではありません。 
・広告の表示に関して、利用者の使用機器、ソフトウェア、通信回線の動作保証はおこないません。 
 
●支払い方法 
・広告代理店との契約内容に従い、規定の支払いサイトに沿った期日までに広告料金を当社が指定した口座に振り込む
ものとします。 
 
●契約解除 
・本内容に反する事実が判明した場合は、ただちに広告掲載を停止し、申し込み内容に応じた金額を請求いたします。 
また当該広告により被った被害の賠償を請求します。 
 
●内容の変更 
・当社は本内容をいつでも予告なしに変更することができるものとします。 
 
●適用期間 
・本媒体資料は2015年7月1日～2015年9月30日掲載分に適用するものとします。 
なお、詳細については、別途、弊社との契約の内容に従うものとします。 
 
●発注・入稿など広告に関する連絡先 

・TEL：03-6427-3613  　MAIL：ad@miil.jp 
 

原稿内、リンク先ページにおいて以下に該当する広告の掲載はお断りしております。ご不明な点は弊社営業担
当者までお問い合わせください。 
(薬事法・景表法に関わる広告は入稿前の事前確認が必須となります。) 
 
●違法またはそれに準ずるもの、それを連想、助長させる恐れがあるものや、詐欺的なもの、 いわゆる不良商
法とみなされるもの 
 
●第三者に不利益を与える恐れがあるもの 
 
●誇大表現の恐れがある広告表現  
・原稿内・リンク先ページにおいて、NO.1、世界初、当社だけなど、最大級・絶対表現のある広告表現は原則
として第三者機関による直近の調査資料などの客観的な裏付けが必要です。 
※なお、その様な広告表現を使用の際は、必ず同一視界内にデータや出典および 調査機関の明記をお願いして
おります。 
※調査データは、最新のデータを使用し、1年以内のデータであることを条件といたします。  
※また、上記以外の言文でも、弊社媒体判断により修正をお願いする場合がありますのでご了承ください。 
 
●明示的あるいは暗黙に特定競合を示唆した比較表現、実証されていない事項を挙げる比較表現、 不公平な基
準による比較表現が含まれるもの 
 
●紙幣・通貨(またそれに類似するもの)を連想させるもの 
 
●性に関する表現、または性を連想させる表現で卑猥性の高いもの、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 
 
●投機、射幸心を著しく煽るものや強迫観念を煽るようなもの 
 
●車両等(※道路交通法第65条でいう車両と同義)とアルコール飲料の同時掲載 (※主として自動車、原動機付き
自転車、軽車両をいう) 
 
●選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触する恐れのあるもの 
 
●ユーザーに不快感を与えるような広告表現(使用画像、テキスト表記等) 
・料理や食事をするシーンにふさわしくないもの ・体の一部分のアップ ・アラートイメージ 
 
●訴求内容が不明確なもの 
・原稿とリンク先ページの内容が一致しないもの  
・キャンペーン情報、レシピ情報などの記載がバナー内にある場合は、必ずリンク先ページに同様の記載があ
ることが必須となります。 
※入稿の時点でリンク先ページが確認できない場合は、完成イメージの画面キャプチャを送付ください。 
 
●ミイル内のコンテンツと混同する可能性のある表現  
例)ミイルが主体的に広告していると誤認を与える可能性のある表現 
 
●OSやウェブブラウザ機能の模倣 
 
●ミイルと競合する会社、サービスの広告、その他弊社サービスの運営を妨げるもの 
 
※その他、コンテンツになじまない場合など不適切と判断したものはお断りする場合がございます。 

広告表現について 
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