
 

 

2022 年 6 月 28 日 

報道関係各位 

GMO くまポン株式会社 

 
【クーポンサイト「くまポン byGMO」TVCM放映決定！】 

11年の感謝を込めて、歴史を振り返るインフォグラフィックス公開 
&大規模キャンペーン『おとくまポーン祭』開催！ 
~WiFi が月額 980 円のクーポンなどお得な特典が多数~ 

 

 

GMO インターネットグループの GMO くまポン株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高橋 良

輔）が運営する、おトクなクーポンサイト「くまポン byGMO」（URL：https://kumapon.jp/）」は、

2022 年 7 月 1 日（金）より、関東エリアにて TVCM の放映をスタートいたします。 

2010 年 11 月のサイトオープン以来、大変多くのお客様にご利用いただいてまいりました。11 年を経た

今、より多くのお客様に「くまポン byGMO」を知っていただき、お得なクーポンをご利用いただきたいと

の思いから、この度 CM 放映を開始することといたしました。 

これを記念して、くまポン byGMO の歴史を振り返るインフォグラフィックス「数字で見るくまポン」を

公開するとともに 2022 年 7 月 1 日（金）から GMO インターネットグループの各種サービスとコラボした

大規模キャンペーン『おとくまポーン祭』も開催いたします。 

 

【インフォグラフィックス「数字で見るくまポン」を公開！】 

「くまポン byGMO」は 2010 年 11 月の開始以来どこよりもおトクにサービスの体験、商品の購入が出

来るクーポンサイトとして多くの方々にご愛顧いただいております。約 11 年間ここまで成長することが出

来たのはひとえに皆様方のおかげであり、深く感謝申し上げます。 

サービス開始からこれまでの軌跡をインフォグラフィックス「数字で見るくまポン」にてご紹介いたしま

す。 

https://kumapon.jp/


■クーポンのこと 

とにかくお求めやすい価格を追求してきた「くまポン byGMO」ですが、ご購入いただいたクーポンの累

計割引額は、なんと 470 億円を超えており、いかにおトクにこだわってきたかが分かる数字になっていま

す。また、通算 1.95 万もの店舗様にご掲載いただき、発行したクーポン枚数はおよそ 2,170 万枚にものぼ

るサービスへと成長いたしました。 

※1 参考価格の記載がないクーポンは 50％割引として算出しております 

 

■つかってくれた人のこと 

2022 年 6 月 9 日時点で累計の会員さまは 140 万人を超えており、サービス開始から約 11 年、着実に会

員数を伸ばしています。「くまポン byGMO」会員さまの年代別構成比を見ると、40 代が 29％と最も多

く、30 代~50 代を中心に幅広い年代の方にご利用いただいております。 

※2 会員数は累計です 



■いちばん買われたクーポンたち 

「くまポン byGMO」では美容クリニックやヘアサロン、エステなどのビューティジャンルからグルメ、

宿泊、レジャー、通販商品など豊富な種類のクーポンを取り揃えています。過去にはミシュラン星付きレス

トランのコース料理や大手インターネットカフェの割引クーポン券を掲載し多くのご反響をいただきまし

た。毎日正午に新着クーポンが掲載されるので毎日チェック必須です。 

 

■くまポンのあゆみ 

2010 年 11 月 15 日のサイトリリースからどこよりもおトクな価格で様々なサービスを提供し、ご利用

いただいた皆様に笑顔をお届け出来るようここまで歩んでまいりました。「くまポン byGMO」をより多く

の方にご利用いただけるよう、これからもサービスの拡充に努めてまいります。2022 年 7 月の TVCM 放映

を経て、今後さらにパワーアップする「くまポン byGMO」にどうぞご期待ください。 

 



【2022年 7月１日から新CM放映スタート！】 

2011 年 6 月に放映し話題を集めた CM を、2022 年バージョンにリメイクし 2022 年 7 月 1 日（金）よ

り関東エリアにて放映いたします。一度聴いたら思わず口ずさんでしまうオリジナルソングに合わせてくま

ポンが可愛らしく踊ります。同 CM 内では、GMO インターネットグループのインターネットサービス「と

くとく BB byGMO」がおトクに利用できる月額プランや「タウン WiFi byGMO」で使えるポイントのプレ

ゼントなど TVCM 放映期間限定の特別クーポンも紹介しています。 

 

（動画 URL：https://youtu.be/gSIXl3GCC5A） 

 

【大規模キャンペーン『おとくまポーン祭』を開催！】 

「くまポン byGMO」の第二章幕開けとなる CM 放映を記念した大規模キャンペーン『おとくまポーン

祭』を、2022 年 7 月 1 日（金）から実施いたします。GMO インターネットグループの「とくとく BB 

byGMO」「タウン WiFi byGMO」の TVCM 放映期間限定特別クーポンの掲載や、「くまポン byGMO」で

もっとおトクにお買い物が出来るスペシャルキャンペーンとこれまでにない規模での開催となります。ま

た、今後 SNS 各種でもキャンペーンを予定していますのでぜひチェックしてみてください。 

 

■『おとくまポーン祭』概要 

・「とくとく BB byGMO」どれでも 1 年間月額 980 円（税抜き）になるクーポン掲載 

「くまポン byGMO」経由で「とくとく BB byGMO」の対象商品にお申し込みをすると１年間月額 980 円

（税抜き）でご利用いただけます。 

 

・「タウン WiFi byGMO」で使えるポイント１００円分プレゼント！ 

「くまポン byGMO」経由で「タウン WiFi by GMO」アプリを新規ダウンロードし、24 時間以内にポイン

ト獲得するだけで、10,000WiFi ポイント（100 円分）をプレゼントいたします。 

 

 

 

 

https://youtu.be/gSIXl3GCC5A


・総額 3,600 円 OFF！くまポンの超 BIG キャンペーン 

内容： 

①総額 3,600 円 OFF！４種類の割引ギフト券プレゼント 

②毎週日曜はポイント 5 倍！ 

③ハズレなし！毎日ガチャ 

期間：2022 年 7 月 1 日～2022 年 7 月 31 日 

 

これまでご愛顧いただいていた会員さまにも、初めて「くまポン byGMO」を知っていただいた方にもお

楽しみいただけるコンテンツが満載です。この機会にぜひ「くまポン byGMO」をご利用ください。 

 

【GMO くまポン株式会社について】 

「インターネットを通じて人々の生活を笑顔で楽しいものに」をミッションに掲げ、2010 年 11 月から

クーポンサイト「くまポン byGMO（URL：https://kumapon.jp/）」を運営しています。美容クリニッ

ク、美容サロン、グルメ、宿泊、レジャー、通販商品など幅広いジャンルのクーポンを割引価格で掲載して

おり、リリースから約 11 年、多くの方にご愛顧いただいてきました。また、2018 年 11 月から美容医療

に特化したチケット購入サイト「キレイパス byGMO」の運営もスタートしております。両サービスを利用

すると GMO インターネットグループの共通ポイント「GMO ポイント」が貯まり、次回の購入時にはもち

ろん、GMO インターネットグループの各種サービスにてご利用いただけます。 

GMO くまポン株式会社はミッションの実現を目指し、「くまポン byGMO」のサービスの充実に努めて

まいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【GMOくまポン株式会社】 （URL：https://gmo-k.jp） 

会社名 GMO くまポン株式会社 

所在地 東京都渋谷区桜丘町 26 番 1 号 セルリアンタワー 

代表者 代表取締役社長 高橋 良輔 

事業内容 ■インターネット関連事業 

資本金 9,990 万円 

 

【GMOインターネット株式会社】 （URL：https://www.gmo.jp/） 

会社名 GMO インターネット株式会社 （東証プライム 証券コード：9449） 

所在地 東京都渋谷区桜丘町 26 番 1 号 セルリアンタワー 

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿 

事業内容 ■インターネットインフラ事業  ■インターネット広告・メディア事業 

■インターネット金融事業    ■暗号資産事業 

資本金 50 億円 

 

【報道関係お問い合わせ先】 

●GMO くまポン株式会社 管理部 

TEL：03-3770-9090 FAX：03-6461-1511 

E-mail：pr-kp@gmo-k.jp 

 

 
●GMO インターネット株式会社 

 グループコミュニケーション部 広報担当 新野 

TEL：03-5456-2695  E-mail：pr@gmo.jp 

 

 

 

 

【サービスに関するお問い合わせ先】 

● GMO くまポン株式会社 くまポン事業部 

TEL：03-3770-9090 FAX：03-3461-1511 

E-mail：info@kumapon.jp 
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