
株式会社エイムプレイス

インターネットメディア事業部

美容メディアグループ

キレカワ Premium Ads のご案内



Kirekawaとは
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キレカワ（Kirekawa）は美容クリニックを比較することができるメディアプラットフォームです。

ユーザーはオーガニック検索・キレカワ公式アプリで気になる施術を検索してクリニック選びを行います。

5,000件
【 SEOに強い 】

「施術名×地域名」の上位表示を多数実現

40%

95%
【 オーガニック検索から圧倒的な流入】

目的意識の高い質の高いユーザーが滞在

【 クリニック様サイトへの遷移率が高い 】

施術のより詳しい情報を求めてクリニック様サイトへ訪問

TOPページ 検索結果ページ

二重埋没法両目

毎日のアイプチが面倒な方にオススメ。腫れ
づらい、バレづらい、二重埋没法。施術時間
はわずか15分ほど。詳しくはお問い合わせく
ださい。



SEO上位表示キーワード
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検索結果ページ上位5位以内 3,000キーワード

美容整形 比較 二重整形 おすすめ 鼻整形 おすすめ

脂肪吸引 おすすめ 目元整形 横浜 ミラドライ 新宿

埋没法 柏 口元整形 銀座 クマ治療 福岡

脂肪吸引 神奈川 フェイスリフト 愛知 輪郭形成 心斎橋

婦人科形成 渋谷 小陰唇縮小 横浜 タトゥー除去 東京



サイトプロフィール
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女性

80%

男性

17%

37%

28%

12%

4%

2%

18歳-24歳

25歳-34歳

35歳-44歳

45歳-54歳

55歳-64歳

65歳以上

性別 年代

有料契約院数

433院

※2020年6月時点

エリア

3%

4%

41%

12%

25%

4%

2%

9%

北海道

東北

関東

中部

近畿

中国

四国

九州

オーガニック検索から月間30万人 の流入があります。



キレカワ Premium Ads（5枠限定）

※Premium Ads 並び順はアフィリエイト広告の掲載院様が優先されます。

固定枠数 5枠限定

配信形態 貼り付け

保証形態 期間保証

契約施術 次項よりご指定ください。

配信地域 都道府県 又は、エリア をご指定ください。

契約期間 3ヶ月（※初回契約満了後、1ヶ月更新とする。）

画像サイズ メイン画像：1200*628、サブ画像：300*300（2MB以内）

広告文（施術解説文） 全角80文字

リンク先URL 設定可

Premium Ads

（有料枠）

ランダム配信枠

（有料枠）

オーガニック枠

（無料枠）
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月額利用料：①美容外科 初回1枠：¥50,000（※2枠目以降：1枠/1万円、法人単位）

月額利用料：➁美容皮膚科 1枠：¥10,000（※最低申込金額：5万円以上）

施術と地域が指定された検索結果ページの最上部に有料広告を固定表示！

ページ上部から外部サイトへの遷移率は40%以上の実績を誇ります。
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施術：美容外科①

大カテゴリ 小カテゴリ① 小カテゴリ➁ 小カテゴリ③ 小カテゴリ④ 小カテゴリ⑤

二重整形 二重埋没法 二重切開法 眼瞼下垂 その他（二重整形）

目元整形・クマ治療 目もとたるみ取り 目尻のシワ 目の下のくま治療 目元のくぼみ 涙袋整形

その他（目元整形・クマ治療）

鼻整形 鼻のヒアルロン酸注入 隆鼻術 小鼻縮小術 鼻尖縮小術 その他（鼻の整形）

鼻のレディエッセ注入

フェイスリフト フェイスリフト しわ取りボトックス ほうれい線の整形 脂肪注入 ヒアルロン酸注入

シルエットリフト スプリングスレッドリフト アプトス 金の糸 ミラクルリフト

ワプトス アキュリフト アンカレッジ その他（フェイスリフト）

輪郭・顎の整形 ヒアルロン酸注入 レディエッセ注入 額の整形 頬骨削り エラ・小顔ボトックス

その他（輪郭整形） こめかみ整形 エラ削り 顎の整形 脂肪注入

BNLS注射 イデバエ

耳整形 立ち耳整形 耳たぶ整形 その他（耳の整形）

口元・唇の整形 唇のヒアルロン酸注入 ガミースマイル 唇を薄くする整形 その他（口元の整形）

婦人科形成 小陰唇縮小 膣縮小 処女膜再生 その他（女性器の整形）
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施術：美容外科➁

大カテゴリ 小カテゴリ① 小カテゴリ➁ 小カテゴリ③ 小カテゴリ④ 小カテゴリ⑤

脂肪吸引 脂肪球威手術 お腹の脂肪吸引 お尻の脂肪吸引 ベイザーリポ エルコーニアレーザー

ボディジェット 太もも脂肪吸引 ふくらはぎ脂肪吸引 その他（脂肪吸引） まぶた脂肪吸引

アキュシェイプ 二の腕の脂肪吸引 顔の脂肪吸引 背中の脂肪吸引 スマートリポ

超音波脂肪吸引

タトゥー除去 レーザー治療 削皮 皮膚切除手術 皮膚移植手術 その他（タトゥー除去）

その他の美容整形 へそ形成 唇裂 修正手術 顔面神経麻痺 その他（美容整形）

わきが手術・多汗症治療 ミラドライ ワキガ手術 超音波吸引法 PMR法・マイクロリムーブ法 剪除法

レーザーサクション法 その他（ワキガ治療）

豊胸手術 ヒアルロン酸注入 人工乳腺法 脂肪注入豊胸術 コンデンスリッチ豊胸 セリューション豊胸

ピュアグラフト豊胸 乳房再建 乳房縮小術 垂れ乳修正 その他（豊胸）

アクアフィリング豊胸

乳首・乳輪の整形 陥没乳頭 乳頭縮小 乳輪縮小 乳輪のぶつぶつ除去 乳首美白

その他（乳頭・乳輪の整形）

ヒップアップ ヒップアップ その他（ヒップアップ）



8

施術：美容皮膚科①

大カテゴリ 小カテゴリ① 小カテゴリ➁ 小カテゴリ③ 小カテゴリ④ 小カテゴリ⑤

ニキビ治療 ケミカルピーリング ニューダーマローラー フラクセル２ ホルモン療法 スターラックス1540

Vビームレーザー ブリッジセラピー ピクセル2940 イオン導入 eCO2

フラクセル３ アクシダーム クロモライト イントラセル マトリックスＩＲ

フォトフェイシャルアクネス パールフラクショナル アファームマルチプレックス アイソレイズ サイトンレーザー

モザイク その他（ニキビ治療）

リフトアップレーザー E-max アキュリフト トリニティ サーマクール ポラリス

リファーム ダブロ タイタン テノール ウルセラ

その他（シワ・たるみ治療）

傷跡治療、ケロイド 傷跡修正 肉割れ、妊娠線の治療
ケロイド、火傷跡 その他（傷跡治療、ケロイ

ド）

その他の美容皮膚科治療 毛孔性苔癬 その他（美容皮膚科）

植毛・自毛植毛 自毛植毛 人工毛植毛
まつげ植毛 その他（植毛）

薄毛治療 プロペシア 女性の薄毛治療 HARG療法 内服薬・外用薬治療 ラティース

育毛メソセラピー 円形脱毛症治療 その他（薄毛治療）

ピアス穴あけ 耳ピアス ボディピアス その他（ピアス）
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施術：美容皮膚科➁

大カテゴリ 小カテゴリ① 小カテゴリ➁ 小カテゴリ③ 小カテゴリ④ 小カテゴリ⑤

シミ取り治療 シミのレーザー治療 美白治療 そばかす治療 肝斑治療 フォトRF

ニューダーマローラー フラクセル２ E-max パールフラクショナル アイソレイズ

ブリッジセラピー 毛穴の引き締め Qレーザー 赤ら顔治療 レーザートーニング

eCO2 ライムライト フラクセル３ エリプスフレックス マックスピール３

デュアル・イエロー・レーザー フォトフェイシャル 毛穴の黒ずみ 老人性色素斑 炎症後色素沈着

水光注射 その他（シミ・毛穴治療） Vビームレーザー アキュチップ イデバエ

イントラセル ジェネシス

痩身、メディカルダイエット メソセラピー お腹痩せ・ダイエット 背中痩せ・ダイエット 小顔注射 カーボメッド

インディバ エンダモロジー ゼルティック ボトックス注射 ふくらはぎ痩せ・ダイエット

顔痩せ・ダイエット

お尻痩せ・ダイエット 食事療法 ふくらはぎ痩身術 ウルトラアクセント

EMSダイエット ボディタイト やせ薬 太もも痩せ・ダイエット 二の腕のたるみ・ダイエット

下半身痩せ・ダイエット キャビテーション アクシダーム スリムレッグ ヴェラシェイプ

その他（メディカルダイエット）

その他の美容医療 デトックス いびき手術 腸内洗浄 その他（その他の美容医療）
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施術：美容皮膚科③

大カテゴリ 小カテゴリ① 小カテゴリ➁ 小カテゴリ③ 小カテゴリ④ 小カテゴリ⑤

医療脱毛 レーザー脱毛 腕の脱毛 顔、うなじの脱毛 光脱毛 ワキ脱毛

背中・お腹の脱毛 全身脱毛 電気脱毛 足の脱毛 VIO脱毛

その他（脱毛）

ホクロ除去・あざ治療 ほくろのレーザー治療 脂漏性角化症 粉瘤（アテローム） 皮膚切除術 Vビームレーザー

その他（ほくろ除去）

アートメイク 眉のアートメイク リップ・唇のアートメイク アイラインのアートメイク ほくろのアートメイク その他（アートメイク）

アンチエイジング プラセンタ注射 ビタミン点滴 にんにく注射 PRP療法 プラズマジェル

ホルモン補充療法 ヌクレオニクス 血液クレンジング その他（アンチエイジング）

レーシック 老眼手術 フェイキックIOL レーシック アイレーシック ウェーブフロントレーシック

PRK イントラレーシック Zレーシック ラゼック エピレーシック

その他（視力矯正）
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広告表示イメージ

キレカワ美容クリニック 新宿院

最短5回で完了！脱毛の箇所も自由にオーダー可能で、最新のレーダー脱毛機で行う
から全身約1時間で終わります。女性専用／駅近／完全個室

①施術指定：可

キレカワに登録しているデータベースから、

施術（広告）をご指定ください。

➁施術指定：不可

上記①の広告グループに紐づくデータベースから、

最大3つの施術（広告）がランダム配信されます。

画像 画像
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原稿規定

キレカワ美容クリニック 新宿院

最短5回で完了！脱毛の箇所も自由にオーダー可能で、最新のレーダー脱毛機で行う
から全身約1時間で終わります。女性専用／駅近／完全個室

メイン画像（最大5枚まで）

サイズ：1200*628

形式：JPG,PNG,GIF(アニメーション不可)

容量：2MB以内

広告文（施術解説）

全角80文字

リンク先URL

施術単位設定可

サブ画像

サイズ：300*300

形式：JPG,PNG,GIF(アニメーション不可)

容量：2MB以内
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会社名 株式会社エイムプレイス

所在地 〒160-0023
東京都新宿区西新宿8-1-2
PMO西新宿13F

電話番号 03-6457-8451

設立 2010年2月

代表取締役 河上隼人

資本金 20,000,000円

事業内容 Webコンサルティング事業
インターネットメディア事業
人材紹介事業

認定 有料職業紹介事業者
届出番号13-ユ-304574

会社概要


