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爆サイ.com求人情報掲載サービスとは？

■ 巨大メディア「爆サイ.com」に貴店の広告を直接掲載

月間7.3億PV・月間利用者数300万人を誇る、巨大ナイト系掲示板媒体、「爆サイ.com」のコンテンツの一端として、求人情報を掲載することが出来るサービスです。

あらゆる求人媒体が乱立し、SEO集客が激戦となっている中で、ナイト系媒体としての地位を確立した爆サイ.comは、

風俗に従事する大半の女性を利用者として保有しております。 他媒体では獲得出来ない女性の獲得が、当媒体の強みです。

PC版 SP版 MO版

● 求人情報の掲載イメージ

検索ワード Google Yahoo!

風俗求人 山陰 1位 1位

風俗求人 群馬 2位 2位

風俗求人 長野 2位 2位

風俗求人 三重 2位 2位

風俗求人 富山 2位 2位

風俗求人 山陽 2位 2位

風俗求人 愛知 3位 3位

風俗求人 島根 3位 3位

p. 2

● 強力なSEO効果による圧倒的な媒体力！

※データは2014年7月15日時点のものです。



爆サイ求人へ掲載するメリット p. 3

■ メリット① 爆サイ.comには風俗に興味のある女性ユーザーがたくさんいます！

■ メリット② 圧倒的なアクセス数を保有しています！

■ メリット③ 爆サイ求人なら潜在ニーズのあるユーザー層へのアプローチも可能です！

積極的に求職中の女の子（アクティブ層＝少数）

良い条件があったら応募したい女の子（ニーズ層＝中規模）

求職中でない女の子(潜在ニーズ層＝大半)

風俗に従事する女の子の総数

google／yahoo! 等から求人サイトを検索

スカウト登録し、メール閲覧

求職中も、それ以外も
高確率で爆サイを利用

積極的な女性や未経験が多く女性の質は高い。一方で母数が少なく、応募数も期待できない。

非スカウト型求人サイトを発見

非スカウト型より採用ペースは速いが、条件交渉も多く、閲覧ユーザーもさほど多くない。

スカウト型求人サイトで待つ

爆サイ.comを利用中に店舗求人広告を直接目視

通常女の子は求人サイトを見ません。
爆サイ.comではニーズ層はもちろん、他媒体で獲得できない、
大半を占める潜在層の獲得が可能です。

第三者調査機関「ALEXA」による通常の求人サイトと爆サイのアクセス数比較

通常の求人サイト

爆サイ.com

通常の求人媒体のアクセス数は通常一日5,000PV前後が殆ど！ 勿論、実際の問い合わせ数は更に少なくなります。

爆サイ.comは一日2,000万PV弱！
爆サイ求人の閲覧数だけでも一日3万PV以上！！ 爆発的な効果が期待できます！

サイト名：爆サイ.com
（http://bakusai.com）
月間PV ：7.3億PV
月間ユーザー：300万人超
総投稿数：2億件以上
メインユーザー：20代の風俗嬢

女性平均年齢22.7歳！
女性比率6割以上！

爆サイ.comは風俗・お水・ホストなどのナイト系カテゴリを主とした、スレッド形式の口コミ情報サイトです。

利用ユーザーの約6割が女性で、既にナイト系産業に従事しているユーザーや、
これから働こうとしているユーザーが情報交換の為に利用しており、求人情報との相性は抜群です！



各エリア 限定 5枠

SSプラン （1年契約プラン） p. 4

爆サイ求人の最上位プラン！ SSプランだけのリッチな掲載特典もご用意！

■ 表示位置

￥540,000/12ヶ月（税抜）
※￥52,500／月を1年掲載にて一括前払い。

【SSプラン】は爆サイ求人の最上位プランです！ 各エリア5枠のみの限定プランで最上位層（上位5件以内）に固定表示されます！

更に、SSプラン限定特典として、求人情報内の特大バナーが最大3枚登録可能となり、求人情報内でスライド表示出来たり、

求人情報ページのテンプレートカラーを選択できる機能も追加しており、自店のイメージに合わせてカスタマイズが可能です！

最上位層（上位5件以内）への固定表示

掲載料金（税抜） ￥540,000

掲載期間 1年（12ヶ月）

枠数制限 限定 5枠

表示位置 上位5件以内

サムネイル表示 特大バナー

画像点数 最大9点

サービス掲載 最大1ヶ月

ハイパーリンク ○

爆サイ.com内導線 ○

無料求人内導線 ○

SSプラン特別特典

・特大バナー3枚登録可
（スライド表示）
・求人ページのテンプレ変更可
・S・Aプランで利用可能なすべ
ての機能使用可 など

■ SSプラン詳細

SSプランでは、特大バナー画像
が最大3枚登録出来るように
なっています。

画像を2枚以上登録頂くと、バ
ナー部分がスライドして表示で
きるようになります。

スライドすることで目線を引き付
け、今まで以上に求人画像を読
ませることが可能となります。

求人情報ページ内のテンプレー
トを変更出来る機能も実装して
います。

店舗のイメージに合わせたカ
ラーのデザインを選択して、こ
だわりのある店舗であることを
アピールしましょう！

黄色 緑色 青色

桃色 灰色 通常



￥300,000/6ヶ月（税抜）

爆サイ求人で最も人気のプラン！ 上級プランならではの圧倒的求人効果！

Sプラン （6ヶ月契約プラン） p. 5

※￥52,500／月を6ヶ月掲載にて一括前払い。

■ 表示位置

各エリア 限定 5～10枠

爆サイ求人で最も人気のプランが【Sプラン】です！ 求人一覧ページでの上位層固定表示や大サムネイル画像表示はもちろん、

求人情報内に特大バナーの設置が出来たり、爆サイ.comのサイト内の至る箇所に自店の求人情報への

リンクが設置されたりと、有料掲載標準機能に更なる特典が加わった、人気の掲載プランです！

上位層（上位10件以内）への固定表示
※SSプランの申込件数がない時はSプランが最上位表示となります

掲載料金（税抜） ￥300,000

掲載期間 6ヶ月

枠数制限 限定 5枠～10枠
（SSプランとの合計で最大10枠）

表示位置 上位10件以内
（SSプラン下部）

サムネイル表示 特大バナー

画像点数 最大7点

サービス掲載 最大半月

ハイパーリンク ○

爆サイ.com内導線 ○

無料求人内導線 ○

Sプラン特別特典

・求人情報に大バナー設置可
・SSプラン下位層に固定表示
・爆サイオススメアイコン表示
・Aプランで利用できるすべて
の機能使用可 など

■ Sプラン詳細

Sプランでお申し込み頂くと、
サムネイル画像と求人情報
内に特大バナーが登録出来
るようになります。

女性ユーザーに与えるイン
パクトも大きいので、引き付
けるような求人バナーの登
録をオススメします！

SP版

SP版

Sプラン以上の上位プラン
に関しては、爆サイ.comSP
版の風俗カテゴリに求人
ページへのリンクが設置さ
れます。

サイト内でも最もアクセスの
多い風俗カテゴリでリンク
が設置されるので、求人閲
覧数が格段にアップしま
す！



￥50,000/1ヶ月（税抜）

1ヶ月ごとの掲載更新が可能で、お手軽価格からスタート出来るのが爆サイ求人の【Aプラン】です！

上位層への固定表示や自店サイトへのハイパーリンクなど、有料掲載の標準装備機能を利用することが出来るようになります！

無料掲載では味わえなかった、有料掲載の求人効果を実感頂けることでしょう！

各エリア 限定 10枠お手頃価格で掲載可能！ 爆サイ求人の効果を試すならこのプラン！

Aプラン （1ヶ月契約プラン） p. 6

■ 表示位置

上位層（上位20件以内）への固定表示

掲載料金（税抜） ￥50,000

掲載期間 1ヶ月

枠数制限 限定 10枠

表示位置 上位20件以内

サムネイル表示 小サムネイル

画像点数 最大6点

サービス掲載 なし

ハイパーリンク ○

爆サイ.com内導線 ×

無料求人内導線 ×

Aプラン特別特典

・1ヶ月単位の掲載で低予算か
らでも掲載開始可
・Sプラン下位層に固定表示
・更新でプラン内最上位表示
・ハイパーリンクなど有料掲載
標準機能利用可

■ Aプラン詳細

画像点数は見出し画像1枚＋求人情報
内画像5枚が登録出来るようになります。

掲載する画像点数が多いほど、女性
ユーザーの視覚に直接伝えやすく、
求人効果アップに繋がりやすくなります。

Aプランは無料掲載時にはなかった、
求人情報一覧ページ内でのサムネイ
ル表示が可能になります。

一覧ページでサムネイル表示されるこ
とに加え、上位層への固定表示となり
ますので、求人情報を見てもらえる確
率が格段にアップします。


