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全国の販路を一気に確保できる唯一の風俗媒体

全国各地で正規流通している弊社雑誌媒体は30誌以上
販売店舗数、販売部数ともに他社媒体様では不可能に近い流通網を持っています

全国で約4,000店舗の販売店
（コンビニ・書店など）

発行部数 10万部



3

掲載特典

男性求人

.

広告種別

特別広告 基本広告 オプション広告

No. 特典 内容 媒体 デバイス

表回り広告

純広告 巻頭記事広告 エリア記事広告

1ページ枠 2ページ枠 1ページ枠 1ページ枠 1/2ページ枠

― 限定10枠 限定21枠 ― ―

― 純広告出稿が条件 純広告出稿が条件 単体購入可 単体購入可

別紙参照 ¥100,000 ¥350,000 ¥200,000 ¥80,000 ¥50,000 

通常

①デリバリー風俗特設コミュニティ（ヘブン）
デリバリーヘブン出稿店舗様のみの特設コミュニティ
に掲載

ヘブン PC ｽﾏﾎ ● ● ●
純広告なしでも適用

②検索結果ページ「スライドバナー」（お店） 県ガイドページの検索結果に、お店バナーを表示 ヘブン PCのみ ● ●

③ランキング天国「スライドバナー」（お店）
各県ガイド版スマホ版のランキングページ上部にお店
バナーを表示

ヘブン ｽﾏﾎのみ ● ●

④ランキング天国「スライドバナー」（女の子）
各県ガイド版スマホ版のランキングページ上部に女の
子写真を表示

ヘブン ｽﾏﾎのみ ● ● ●
純広告なしでも適用

⑤即ヒメ ゴールデン
即ヒメを時間限定で昼夜2回掲載
（14時～16時まで2時間／22時～25時まで3時間）

ヘブン PC ｽﾏﾎ ● ● ●
純広告なしでも適用

●
純広告なしでも適用

⑥スター★アイコン
お店検索結果一覧にオススメ「スター★アイコン」を
表示

ヘブン PC ｽﾏﾎ ● ●

⑦
アクセスランキング（新サイト内）

ヘルスムック出稿店様のみのアクセスランキング（お
店）

ヘブン
ガール

ズ
PC ｽﾏﾎ ● ●

⑧ ヘルスムック出稿店様のみのアクセスランキング（女
の子）

ヘブン PC ｽﾏﾎ ● ●

⑨デリバリー求人特設コミュニティ（ガールズ）
デリバリーヘブン出稿店舗様のみの特設コミュニティ
に掲載

ガールズ PC ｽﾏﾎ ● ●

⑩求人検索結果ページ「スライドバナー」（お店） 各エリア版の検索結果ページに、お店バナーを表示 ガールズ PC ｽﾏﾎ ● ●

⑪デリバリー風俗求人 一発検索
デリバリーヘブン出稿店舗のみの検索結果にリンクす
る一発検索バナー

ガールズ PC ｽﾏﾎ ● ●

予約ﾓﾆ
ﾀｰ店限

定
⑫ 「ネット予約ができるお店」コーナーでピックアップ

「ネット予約ができるお店」のコーナーで注目店舗と
してピックアップ

ヘブン ｽﾏﾎのみ ● ●

表周り

⑬マイショップお気に入り自動登録（お店）
ヘブンネット会員に新規登録するユーザーのマイヘブ
ンにお気に入り自動登録

ヘブン PC ｽﾏﾎ ★2ヶ月

⑭マイアルバムお気に入り自動登録（女の子）
ヘブンネット会員に新規登録するユーザーのマイヘブ
ンにお気に入り自動登録

ヘブン PC ｽﾏﾎ ★2ヶ月
(表紙のみ)

★2ヶ月 ★1ヶ月
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①デリヘブン特設コミュニティー 掲載期間 6月22日～9月27日まで

▼全国総合ページサンプル

デリバリーヘブン出稿店舗様のみが掲載される特設コミュニティに掲載。

北海道

東北
北陸・信越

関東

東海

関西

中国

四国

九州

沖縄

地方をクリック

▼掲載される内容

・巻頭記事広告の女の子

・検索項目

・ニュース

・写メ日記

・動画

・即ヒメ

・新人

・ランキング

・出稿店一覧

都道府県をクリック

▼エリアページ

※左記のページは、都道府県単位も
しくは、発エリアごとに分ける予定
ですが、出稿店舗数に応じて分け方
が異なります。

全国のエリア毎にお店を検索できる特設サイトに掲載

日本全国の
デリバリー風俗を調べる

表紙、巻頭記事広告に掲載さ
れている女の子。

（31枠限定で全国総合コミュ
ニティトップに表示されます）

WEBグラビアコーナー



ヘブンネットの各都道府県版の検索結果ページ中に「おすすめデリバリー特集(仮名)」コー
ナーを設置。出稿店舗がランダムで8軒抽出して表示されます。どのような条件で検索した際
でも、貴店舗のバナーを表示します。

注）下記のサービスは、「ソープヘブン全国版vol.4」にご出稿頂いたお
客様で、弊社Web媒体「シティヘブンネット」及び「ガールズヘブン」にご
契約頂いているお客様が対象となります。

②検索結果ページ スライドバナー
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掲載期間 6月22日～8月31日まで

※画面はイメージです

「PC版全ての検索結果ページ」に表示します

お店検索（PCのみ）

スライド部分はランダムで8店舗抽出され
4店舗ごとにスライドします

この特典を表示させる場所は

「都道府県版」のみです。

市ガイドから検索で絞り込んだあとに表示さ
れる検索結果ページは「都道府県版のページ
内」に存在する為です。

＜特典適用条件の例＞

●【純広告のみ出稿】の場合

純広告ページに掲載された店舗全てが対象

●【純広告とエリア記事広告の両方を出稿】の場合

同上

●【エリア記事広告のみ出稿】の場合

特典対象外



注）下記のサービスは、「ソープヘブン全国版vol.4」にご出稿頂いたお
客様で、弊社Web媒体「シティヘブンネット」及び「ガールズヘブン」にご
契約頂いているお客様が対象となります。

③ランキング天国 お店スライドバナー
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掲載期間 6月22日～8月31日まで

※画面はイメージですヘブンネットの各ガイド版のランキング天国に「おすすめデリバリー特集(仮名)」というコー
ナーを設置。出稿店舗がランダムで6軒抽出して表示されます。

注目度の高いランキングページの「上部下部両方」に表示

ランキング一覧 ランキング詳細(お店)

スライド部分はランダムで6店舗抽出され
3店舗ごとにスライド表示されます

この特典を表示させる場所は「県版」もしく
は「発エリア版」(第1エリアor第2エリア)を
予定しています。

＜特典適用条件の例＞

●【純広告のみ出稿】の場合

純広告ページに掲載された店舗全てが対象

●【純広告とエリア記事広告の両方を出稿】の場合

同上

●【エリア記事広告1Pのみ出稿】の場合

特典対象外



注）下記のサービスは、「ソープヘブン全国版vol.4」にご出稿頂いたお
客様で、弊社Web媒体「シティヘブンネット」及び「ガールズヘブン」にご
契約頂いているお客様が対象となります。

④ランキング天国 女の子スライドバナー
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掲載期間 6月22日～8月31日まで

※画面はイメージですヘブンネットの各ガイド版のランキング天国に「おすすめデリバリー特集(仮名)」というコー
ナーを設置。出稿店舗の女の子がランダムで6人抽出して表示されます。

注目度の高いランキングページの「上部下部両方」に表示

ランキング一覧 ランキング詳細(女の子)

スライド部分はランダムで6人抽出され
3人ごとにスライド表示されます

この特典を表示させる場所は「県版」もしく
は「発エリア版」(第1エリアor第2エリア)を
予定しています。

＜特典適用条件の例＞

●【純広告のみ出稿】の場合

純広告ページに掲載された店舗全てが対象

各店舗より1名掲載

●【純広告とエリア記事広告の両方を出稿】の場合

純広告ページに掲載された店舗全てが対象

各店舗より1名掲載

さらに加えて、エリア記事広告に掲載された女の子も

全員掲載

●【エリア記事広告1Pのみ出稿】の場合

エリア記事広告1Pに掲載された女の子は全員掲載

ここがポイント！



注）下記のサービスは、「ソープヘブン全国版vol.4」にご出稿頂いたお
客様で、弊社Web媒体「シティヘブンネット」及び「ガールズヘブン」にご
契約頂いているお客様が対象となります。

⑤即ヒメ ゴールデン 掲載期間 7月12日～8月17日まで

ヘブンネットの各ガイド版のトップページにあるバナーから、

14時～16時(昼2時間)と22時～翌1時(夜3時間)までの2回、時間限定で即ヒメの女の子を表示。

時間限定でガイド版トップに即ヒメを特別表示（1日2回）
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今すぐ遊べるデリ嬢

▼スマホ版 ▼PC版

デリバリー即ヒメ情報 今すぐ遊べるデリ嬢

今すぐ遊べるデリ嬢

デリバリー即ヒメ情報

※画面はイメージです

この特典を表示させる場所は「県版」もしく
は「発エリア版」(第1エリアor第2エリア)を
予定しています。



検索結果ページで特別アイコンを表示

▼スマホ版 ▼PC版

デリバリーヘブン出稿店舗様限定(純広告)で、お店検索の結果ページに特別スターアイコンを表示。

アイコン画像はイメージです

※全国デリヘブン用の特別アイコンも、星の数に
カウントされます。
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おすすめﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰ

⑥スター★アイコン

●業種、エリアなどの普通に検索する場合

★マークの個数は検索結果の表示順に影響しません。

●「○月のおすすめ店」コーナーで検索する場合

★マークの個数＞お店のタイプ＞デコDXの有無＞
ガールズ求人掲載＞更新時間

上記の優先順位で表示純が決まります

※画面はイメージです

掲載期間 6月22日～9月27日まで



出稿店舗様のみのアクセスランキングを公開

⑦⑧アクセスランキング

特設コミュニティの中で、アクセスランキングを公開。

出稿店舗様のみ(純広告)が抽出されます。

すすきのエリアおすすめヘルス
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※画面はイメージです

掲載期間 6月22日～9月27日まで



ガールズヘブンの特設コミュニティを開設。全国的にも検索頻度の高いデリバリーのみのコ
ミュニティにで全国の求職者へアピールすることが可能。

11

注）下記のサービスは、「ソープヘブン全国版vol.4」にご出稿頂いたお
客様で、弊社Web媒体「シティヘブンネット」及び「ガールズヘブン」にご
契約頂いているお客様が対象となります。⑨求人特設コミュニティ

求人広告でのバックアップを強化！

掲載期間 6月28日～9月27日まで

※画面はイメージです

エリアを選ぶ

エリアを選ぶ

▼スマホ版 全国 ▼PC版 全国▼スマホ版 エリア



ガールズ各エリア版(スマホのみ)の検索結果一覧の最下部に、「おすすめデリバリー特集(仮
名)」というコーナーを設置。出稿店舗がランダムで15軒抽出して表示されます。

注）下記のサービスは、「ソープヘブン全国版vol.4」にご出稿頂いたお
客様で、弊社Web媒体「シティヘブンネット」及び「ガールズヘブン」にご
契約頂いているお客様が対象となります。⑩求人検索結果ページ スライドバナー

「スマホ版の全ての検索結果ページ」に表示します

掲載期間 6月28日～9月27日まで

※画面はイメージです

検索結果

スライド部分はランダムで15店舗抽出さ
れ、3店舗ごとにスライドします
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各地域ごとのページ内で「デリバリー一発検索」というバナーが表示されることで出稿
店舗様の求人情報へと誘導を強化します。

13

注）下記のサービスは、「ソープヘブン全国版vol.4」にご出稿頂いたお
客様で、弊社Web媒体「シティヘブンネット」及び「ガールズヘブン」にご
契約頂いているお客様が対象となります。⑪デリバリー求人 一発検索

デリバリー風俗の求職者に一発アピール！

掲載期間 6月28日～9月27日まで

※画面はイメージです

▼スマホ版 ▼PC版
エリア・駅から探す

業種で探す

検索結果一覧



デリヘブン出稿店舗、および「風俗ヨヤ
ク」をフロント公開して活用されている店
舗様限定の特典として、左記のお店一覧に
表示されます。

ランキング一覧
ガイドトップ

注）下記のサービスは、「ソープヘブン全国版vol.4」にご出稿頂いたお
客様で、弊社Web媒体「シティヘブンネット」及び「ガールズヘブン」にご
契約頂いているお客様が対象となります。

⑫ネット予約モニター店様限定企画 掲載期間 6月22日～7月26日まで

※画面はイメージですヘブンネットの各ガイド版のトップページにある「かんたんネット予約」のコーナーに、期間
限定で「デリバリーヘブン出稿店様限定企画」を作ります。

「かんたんネット予約」コーナーより、モニター店紹介コーナーに
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この特典を表示させる場所は「県版」もしく
は「発エリア版」(第1エリアor第2エリア)を
予定しています。



マイショップ（お店）
お気に入り自動登録

マイアルバム（女の子）
お気に入り自動登録

上記期間中に、新規会員登録するユーザーのマイアルバムの中に
お気に入りの女の子として掲載されます。

⑬⑭マイヘブン特典

★特典対象
・「表紙」の女の子 1名
・「巻頭記事広告」の女の子 31名

★特典対象
・「表紙」及び「表回り広告」に掲載される全9店舗
（グループ広告の場合は代表1店舗のみ）

上記期間中に、新規会員登録するユーザーのマイショップの中に
お気に入りのお店として掲載されます。

表紙 表回り広告 巻頭記事広告

2016年8月時点

ヘブンネット全国会員数

約80万人以上
★全国で毎月8,000人～
10,000人のペースで増加して
います。ちなみに会員ページ
は高アクセスです。

狙うは
新規ユーザー
県外からの出張客などをター
ゲットにプラチナメールなど
を活用して新規客の囲い込み
に大変役立ちます。

掲載期間 6月29日～8月31日（表紙／表回り広告）掲載期間 6月29日～8月31日（表紙／巻頭記事広告）
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注）下記のサービスは、「ソープヘブン全国版vol.4」にご出稿頂いたお
客様で、弊社Web媒体「シティヘブンネット」及び「ガールズヘブン」にご
契約頂いているお客様が対象となります。PR方法 ～ヘブンネット～

サイトの総力を挙げてデリバリーヘブンのPRを強化します！

全国デリヘブン

※地域によって日程が変わる場合がありますので予めご了承ください。



注）下記のサービスは、「ソープヘブン全国版vol.4」にご出稿頂いたお
客様で、弊社Web媒体「シティヘブンネット」及び「ガールズヘブン」にご
契約頂いているお客様が対象となります。PR方法 ～ガールズヘブン～

求人でも目立つ場所でPRを強化します！

※地域によって日程が変わる場合がありますので予めご了承ください。

8
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誌面構成 ～都道府県別に構成～

※上記は2016年6月発売分のVol.3の掲載順です。

※都道府県の掲載順序は予定が変更される場合がありますのでご了承ください。

▼表紙

▼カバーガール

▼巻頭記事広告

▼エリア記事広告

▼ショップガイド（お店紹介）

▼美女図鑑

▼純広告▼各エリアページへ

▼エリア構成

18

※一部、複数のエリアを合併して構成



掲載価格 1,200,000円（税別）

表紙に登場したらアクセスが上がる！集客が伸びる！求人が増える！

※画像はイメージです。
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表紙
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

特設サイトイメージガール

①表紙・カバーガール

②媒体PRイメージガール（求人含む）
⇒本誌のPR全てにおいてイメージガールを務める
⇒PR用雑誌広告、書店POP、スタジオPOPなど

③Web特典(P.5～P.12参照)

⇒特設コミュニティ(全国トップ) イメージガール
⇒特設コミュニティ(全国トップ) Webグラビア
⇒マイアルバムお気に入り自動登録（女の子）
⇒マイショップお気に入り自動登録（お店）
⇒求人特設コミュニティ(全国トップ) 求人イメージガール

④媒体プロモーション動画(Web用・アダルト系書店用)

⇒雑誌PR用コメント動画、店名等も入ります。

★この商品は下記の①～④までのパッケージ広告です。
★必ず[撮影]が必要です。[写真と動画]を合わせて撮影します。

※表紙キャストは一番目立つようにPRします。音声付きの動画撮
影にご協力お願いします。
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純広告をご出稿頂いた店舗様はWeb特典を数多くご用意

掲載価格 100,000円（税別）1P

【純広告・記事広告】ご出稿の際の注意事項

純広告

★手ブラ、下半身に着衣なし、股間の強調、などを含めて“過度な性的描
写”を連想させる卑猥な写真は原稿に使用できません。

★万が一上記のような表現を発見した場合、入稿後であっても表現内容を
変更をさせて頂く場合があります。

★ロゴやキャラクターなどのパロディ及び類似表現は掲載できません。
（アニメキャラクター、アイドルグループ、ゲームキャラクター、飲食
チェーン店など）

有効範囲 横170mm×縦257mm
(ここに天地3mmずつの塗り足しが必要)

都
道
府
県

発
エ
リ
ア

業
種

※ 純広告にご掲載の店舗様のWeb特典に関しては、本資料P.3をご覧ください。

出発エリアに関しては、基本的にヘブンネットの表記に合わせます。ただ
しグループでのご出稿で出発エリアが複数になる場合は、下記の表記方法
に統一させて頂きます。

★代表エリアを一つだけ入れる
★複数のエリアをまとめた呼称（例：中央区発、東京発など）

グループでご出稿の場合、
都道府県は？発エリアは？業種はどうなる？



写真は全て“完全撮り下ろし”。Web特典でも大きくピックアップ！

巻頭記事広告 ～完全顔出しのキャストのみ・31枠限定～

※「純広告」をご契約の店舗様のみがご出稿可能です

①巻頭記事広告
⇒1P枠は写真3枚。2P枠は写真5～6枚予定
・下着OK／ 手ブラや極端に肌の露出が多い下着は使用禁止
・その他、過激なポーズと当社が判断した写真は使用禁止
・完全顔出しの女の子限定

②特設サイト内WEBグラビア
⇒特設サイト内のWebグラビアに掲載

③ヘブンネット特典
⇒P.3参照

④媒体プロモーション動画(Web用・書店用)

⇒雑誌PR用コメント動画、店名等も入ります。
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①巻頭記事広告

②特設サイト トップ

④媒体プロモーション動画

動画再生

完全顔出しのみ

②特設サイト WEBグラビア

2P掲載価格 350,000円（税別）

1P掲載価格 200,000円（税別）

①巻頭記事広告2P

完全顔出しのみ
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エリア記事広告

各都道府県の人気キャストを紹介

掲載価格 80,000円（税別）

※ 記事広告にご掲載の店舗様のWeb特典に関しては、本資料P.3をご覧ください。

掲載価格 50,000円（税別）

▼1ページ枠 ▼1/2ページ枠顔出し条件指定なし 顔出し条件指定なし

①エリア記事広告 1P枠
⇒写真は、メイン1枚、サブ2枚使用（全て縦）

・下着OK／ 手ブラや極端に肌の露出が多い下着は使用禁止
・その他、過激なポーズと当社が判断した写真は使用禁止

②ヘブンネット特典
⇒P.3参照

①エリア記事広告 1P枠
⇒写真は、メイン1枚、サブ2枚使用（全て縦）

・下着OK／ 手ブラや極端に肌の露出が多い下着は使用禁止
・その他、過激なポーズと当社が判断した写真は使用禁止

②ヘブンネット特典
⇒P.3参照
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編集ページ

▼美女図鑑

▼広告「出稿」店舗様のみ
「編集部オススメ」アイコン表示

▼ショップガイド

▼広告「出稿」店舗様▼広告「非出稿」店舗様

■ショップガイドに入る内容
・エリア名
・店名
・電話番号
・ヘブンネットQR

全国100人の編集部員が選んだ
お勧めショップガイド

1/12枠サイズ1/24枠サイズ

■ショップガイドに入る内容
・エリア名
・店名
・電話番号
・キャッチコピー
・紹介文
・ヘブンスマホ版ロゴ画像
・ヘブンネットQR
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・カバーガール

・巻頭記事広告

・エリア記事広告

着衣（ドレスなど）

表紙
・美女図鑑

・純広告

着衣（ドレスなど） 着衣（ドレスなど）

水着 水着

下着

※著作権、肖像権の侵害の恐れがあるもの。商品名や企業名などのパロディ表現、及びそれに類似するものの掲載は固くお断りいたします。

写真に関する規制

下着

水着

下着

※下記を満たしている場合でも、弊社が相応しくないと判断した写真は使用できない場合もありますので、予めご了承下さい。



MEMO ※広告のご用命・お問い合わせは、弊社営業担当窓口までお気軽にご相談下さい。

純広告 巻頭記事広告 エリア記事広告

表紙 1,200,000円 - -

表4 800,000円 - -

表2・表2対向 各500,000円 - -

表2裏・表2裏対向 各400,000円

表3・表3対向 各400,000円 - -

扉対向 400,000円 - -

本文 1ページ 100,000円 200,000円 80,000円

本文 ½ページ - - 50,000円
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■発売日について

・関東甲信、東海、関西、宮城県、福島県
→ 6/29 発売日通り

・北陸、中国、四国、青森県、岩手県、秋田県、山形県
→発売日から1日遅れ

・北海道、九州
→発売日から2日遅れ

・沖縄県
→発売日から4日遅れ

広告掲載料金



ワード検索ジャック

表示件数：20枠中1枠がランダム表示
文字制限：10文字表示

上限枠数：2０枠

PC スマホ

開いてから文字が書かれていく
見せ方で目を引きます！

検索バーに”強制入力”させることができます！
そのまま検索ボタンが押されれば・・・

“あなたのお店のみ”検索されます！！

検索バーに文字が勝手に入力されてる！？
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