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日本経済の基盤は一次産業にあり。
私たちはその活性化こそが、
日本の「100年後の未来」と「今」を結ぶことだと考えています。
“The primary industries are the foundation of the Japanese 
economy. We believe that the revitalization of the foundation is 
what will form the "future" of Japan 100 years from now.” 

CORPORATE VISION [ 企業理念 ]



一次産業に関わるあらゆる場面において、すべての就業者の
「今」と向き合い、支え、共に成長してゆくことです。
“Our mission is to confront, support, and grow together with all workers 
in all aspects of primary industry production.” 

OUR MISSION [ 使命について ]



日本の未来を耕す。



EDITORIAL
YUIME Japan 編集部

USER
一次産業従事者・農業学校学生

課題を可視化
悩みを相談することで

最適な助言を引出す
専門家・プロ農家より

解決へと導く
蓄積されるアドバイスが

第一次産業に携わる人や企業が 
集まる「プラットフォーム」に

OFFICIAL
COMMENTATOR
各分野の専門家

YUIME Japan [ 一次産業の課題解決プラットフォームメディア ]

ものの悩み
農薬・肥料・種 / 農具・農機具 / 資材 / 作業着 

わざの悩み
生産方法 / 収量アップ / 土づくり / 分析・管理 

ひとの悩み
働き手 / あとつぎ・後継者 / 家族・結婚 / 農業仲間 

お金の悩み
補助金・制度 / 借りる・増やす / 税金対策 / 経理 

売りかたの悩み
トレンド予測 / SNS / 販路 / パッケージ  

地域の悩み
町おこし / 耕作放棄地 / 舗装・整備 / イベント 

※上記サブカテゴリーは農業ジャンルのみ



PROBLEM SOLVING PLATFORM [ 課題解決プラットフォーム ]

QUESTION
質問

一次産業従事者（登録会員）からの質問を編
集部が厳選し、わかりやすく掲載します。

ANSWER
回答

質問に対する専門家やプロ農家（公認コメン
テーター）の回答を編集部が読みやすく編集
し掲載。登録会員も回答可能。

SUB-CATEGORY
分類

6つの代表的な課題をそれぞれ、4つの分類へ
とより細分化することでより使いやすく。



PROBLEM SOLVING PLATFORM [ 課題解決プラットフォーム ]

OFFICIAL COMMENTATOR
公認コメンテーター

一次産業の「今」をよく知る専門家たちが集結！プロ農家、税金対
策、販路、6次産業化、生産栽培技術の専門家、土壌改良の専門
家、農業経営アドバイザーなど。

育種家 
竹村大学氏

クロスエイジ 
藤野直人氏

INGEN 
櫻井杏子氏

TOPICS
オリジナルコンテンツ

企業の最新の技術、アイデア、ビジネスモデルを取材する「農業・
漁業ビジネス最前線」ほか、企業の歩みを紹介する記事など、ここ
でしか読めない様々なオリジナル記事を配信。

経営ノウハウ 海外トレンド地域再生コミュニティ

風来 
西田栄喜氏

伊賀ベジタブルファーム 
村山邦彦氏

食農夢創 
仲野真人氏

毎月
80本を超える 

第一次産業の課題を 
解決します!



PRACTICAL FUNCTIONS [ 実用的な機能の充実 ]

NEWS&TOPICS
最新ニュース・トピックス

農業・畜産業・林業・水産業に関
わる国内外の最新ニュースを編集
部が厳選、注目トレンドを紹介。
編集部オリジナル記事も配信。

HR SUPPORT
人材募集

必要な時に必要なだけ。一次
産業従事者の大きな悩みであ
る、繁忙期の人材支援申し込
みがWEB上で可能。

EVENT / SEMINAR
イベント・セミナー
一次産業の課題を深く掘り下げ、解
決への道を探るイベントやセミナー
（オンライン/オフライン）を定期的
に開催。参加申し込みが可能。



USER INSIGHT [ ユーザーの特性 ]

AGE STRUCTURE
年齢構成

GENDER RATIO
性別比率

ユーザー登録者の75%
が第一次産業従事者

WORK COMPOSITION
一次産業従事者構成

個人68% 法人7% 関連企業 25%

65＋

55-64

45-54

35-44

25-34

18-24

40%

60%

男性 女性

3%

36%

61%

モバイル デスクトップ タブレット

DEVICE RATIO
デバイス比率

※上段 YUIME.JP月間ユーザー属性 ※下段YUIME.JP 登録会員内訳 ※すべて2021年7月 現在

TARGET REGISTERED USERS
目標登録者数 ( - 2022年7月31日)

10,000人



AD FORMATS [ 広告掲載メニューのご紹介 ]

DISPLAY ADS
広告ディスプレイバナー
YUIME Japanで最も多くのアクセスがあるトップページに貴社
の純広告·バナー広告を掲載します。

掲載料金
ラージバナー ￥400,000
スモールバナー ￥200,000

掲載期間: 4週間
入稿内容: バナー広告　
サイズ: 300×250 ラージ・320×100 スモール
ファイル形式: jpeg, png
画像容量: 1GB以内（72dpi）　
入稿期限: 掲載開始日より１週間前
料金は全てGROSS・税別となります



TIE-UP MENU [ タイアップのご紹介 ]

TIE-UP in “TOPICS”
タイアップ記事
トップページから1スクロールした後に特集カテゴリを設置。
プロのライター·カメラマンが御社の新製品、サービスを取材。
一次産業従事者向けに、魅力を抽出してお届けします。

掲載料金 ￥600,000
※取材・撮影あり
※製作費込
※交通費別

入稿内容: 写真・掲載原稿・URL　
※デザインに合わせて最終決定
ファイル形式: jpeg, png, docx, text
画像容量: 1GB以内（72dpi）
掲載期間: 要相談
入稿期限: 掲載開始日より1週間前
料金はGROSS・税別となります

YUIME JapanのオフィシャルSNSにて拡散します

TIE-UP in “Comment”
タイアップ記事コメント
農業・漁業事業者、経営者の質問＆回答欄への直接的な告知が
可能となります。また、特定の課題について関心のある登録会
員に、御社のソリューションをおすすめします。

掲載料金 ￥300,000

入稿内容: 写真・掲載原稿・URL　
※デザインに合わせて最終決定
ファイル形式: jpeg, png, docx, text
画像容量: 1GB以内（72dpi）
掲載期間: 要相談
入稿期限: 掲載開始日より1週間前
料金はGROSS・税別となります

YUIME JapanのオフィシャルSNSにて拡散します



OTHER MENU [ その他のメニュー ]

掲載料金 ￥200,000

入稿内容: 写真・掲載原稿・URL　
※デザインに合わせて最終決定
ファイル形式: jpeg, png, docx, text
画像容量: 1GB以内（72dpi）
掲載期間: 要相談
入稿期限: 掲載開始日より１週間前
料金はGROSS・税別となります

YUIME JapanのオフィシャルSNSにて拡散します

PRESS RELEASE in “NEWS”
プレスリリース記事
全国地方紙、国内外通信社の記事が毎日配信される「最新ニュ
ース」ページ。
最新ニュースやビジネス情報に敏感な登録会員に、貴社の新製
品、サービスをお知らせします。

EVENT & SEMINER
展示会・セミナー制作
YUIME Japanのプラットフォームを利用したオンラインイベン
トから、新製品発表会、展示会、地域で開催するイベント・セ
ミナーなどを制作します。

NEWS LETTER & CATALOG
会報誌・カタログ作成
社内用・社外用を問わず、会報誌やカタログの制作を行いま
す。

OWNED MEDIA CONTENTS
オウンドメディア記事
企業・ブランドのオウンドメディア構築の為のサイト制作か
ら、コンテンツ制作までを一貫して行います。

上記メニューの料金につきましては、
お見積もりとさせて頂きます。



会社名　　YUIME株式会社 
資本金　　40,000,000円 
役員　　　代表取締役社長　上野耕平 
　　　　　取締役副社長　前田洋 
　　　　　取締役　江城嘉一 
　　　　　取締役　高橋一平 
本社　　　〒107-0062 　東京都港区南青山1-21-11 BASEビル　 
　　　　　TEL: 03-6434-7111    FAX: 03-6434-7112 

ホームページ        https://yuime.co.jp 
お問い合わせ        https://yuime.co.jp/contact

COMPANY INFORMATION [ 会社概要 ]



DISCLAIMER OF LIABILITY [ 免責事項および注意事項 ]

■広告の掲載についてYUIME株式会社が不適切と判断した場合、掲載を停止・削除する
権利を保有します。
 
◇掲載を停止した場合も、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する場合がございます。
◇当該広告の削除によって生じた損額について、当社は一切の責任を負わないものとし
ます。
◇当社の事情により掲載面および掲載位置が変更となる場合がございますので、予めご
了承ください。
◇当社の事情により広告販売を終了することがございますので、予めご了承ください。
 
■サービスの中断・中止について、通信回線、コンピュータ、サーバーなどの障害、天
災地変による本サービスの中断、遅延、中止、データの消失、データへの不正アクセス
により広告主および広告販売店に生じた損失、損害などについて、一切の責任を負わな
いものとします。
 
◇広告主のご都合によるリンク先中断により発生するその他一切の責任は負いかねま
す。 掲載開始時に広告主のサイトに不具合(リンク切れなど）が発生した場合は、ユー
ザーの利便性を考慮し、掲載を中断させていただくことがございます。
◇システムメンテナンス、保守点検などにより、広告主および広告販売店に対して事前
に通知を行うことなく、本サービスの全部あるいは一部を変更または、停止することが
できるものとします。
 
■競合排除について 
◇競合排除は行っておりません。広告主の事業の競合にあたる商品・サービスに関する
広告が表示される可能性がございますので、予めご了承ください。

【広告掲載ポリシー】 
■お申し込みいただく広告についての掲載可否決定権は、YUIME株式会社に属します。
以下に該当すると判断される場合は、掲載できかねますのでご了承ください。
◇法律、条例、条約に違反、もしくはその恐れがある広告
◇宗教信仰による勢力拡大、布教活動目的の広告
◇医療、医薬品、化粧品において、効能、効果、性能等を厚生労働省が承認する範囲を
逸脱する広告
◇ウェブサイト上でギャンブル運営、もしくはそれを助長するようなサイトの広告
◇アダルト系、出会い系サイトの広告
◇反社会的勢力（暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年を経過しない
者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知
能暴力集団、その他にこれに準ずる者をいう）の広告
◇その他、弊社が不適切と判断した広告
■広告内容およびリンク先サイト内でのすべての情報に関するユーザーからのクレーム
等については、広告主の責任において対処されるものであり、YUIME株式会社では一切
責任を負わないものとします。
■広告料金、メニューに関しては、YUIME株式会社の都合により変更する場合がござい
ますので、事前に必ずご確認ください。

【取引条件】
■すべてのメニューは税別です。
◇通常取引口座がない場合は、前金でお願いし、原則として掲載日６週間前までにお支
払いただきます。
◇支払日については、請求書は広告掲載開始日が含まれる月に発行し、翌月最終日を支
払い日とします。
◇原則掲載後のキャンセルは不可となります。申し込み内容自体のキャンセルを行う場
合、または掲載の途中停止を行う場合、申し込み内容に応じた金額を請求いたします。


