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お客様ご提案用 
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ソープヘブン全国版 Vol.11 
商品概要 

2018年 12月7日（金）より発売 
（※配送の都合上、地域によって発売日が異なります） 



全国に流通している唯一の風俗雑誌です 

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 

2017-18年版 ソープヘブン 
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掲載特典 
営業・求人の双方向でご出稿店様を盛り上げます！ 
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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 

2ページ枠 1ページ枠 1/2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15枠 限定25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  ¥200,000   ¥100,000   ¥50,000   ¥250,000   ¥150,000   ¥80,000   ¥40,000  

① 新サイト「ヘブンネット ソープ版」 ソープの検索に特化した新サイトに掲載(都道府県) ヘブン PC ｽﾏﾎ ● ● ●         

② 検索画面スライドバナー（お店） ソープ検索画面にお店バナー表示 ヘブン ｽﾏﾎのみ ●           

③ 検索画面スライドバナー（女の子） ソープ検索画面に女の子写真表示 ヘブン ｽﾏﾎのみ 
● 

エリア記事広告＋
1P利用店のみ 

        
  
  

  

④ 即ヒメ ゴールデン 
即ヒメを時間限定で昼夜2回掲載 
（12時～14時・17時～19時） 

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 

⑤ 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 ● ● ●     
● 

純広告なしでも適用 
  

⑥ 
アクセスランキング（新サイト内） 

ソープヘブン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 ● ● ●           

⑦ ソープヘブン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 ● ● ●           

⑧ 「PUSH通知」プレゼント 
ヘブンネットのショップアプリユーザーに配信出来る通知を 
プレゼント 

ヘブン ｽﾏﾎのみ 
● 

50回 
● 

20回 

⑨ 新サイト内｢オススメ動画・写メラー｣ 
新サイト内に女の子動画サムネイルを掲載｢オススメ動画｣、 
写メ日記の最新画像を掲載｢オススメ写メラー｣ 

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 

⑩ 新サイト「ガールズヘブン ソープ版」 ソープヘブン特設求人コミュニティ ガールズ PC ｽﾏﾎ ● ● ●           

⑪ ソープ求人 一発検索 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 ｽﾏﾎのみ ● ● ●           

                            

⑫ 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               

⑬ 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     



3 

  ヘブンネットソープ版 (都道府県) 
掲載期間 11月30日～3月7日 

全国総合ページ 

ソープヘブンVol.11出稿店舗様のみが掲載されます 

地方をクリック 

全国のエリア毎にお店を検索できる特設サイトに掲載 

※画面はイメージ図です。実際のページとは異なる場合がありますので予めご了承ください。 

日本全国のデリバリー風俗を探検 

スマホ PC版 表示デバイス 

地方ページで詳細を表示 

即ヒメ 

店舗一覧 

写メ日記 

ニュース 

日本全国の 
デリバリー風俗を調べる 
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  スマホ検索ページ お店スライドバナー 
掲載期間 12月7日～2月7日 

利用頻度の高い「検索ページ」にお店ロゴをバナー表示 

※画面はイメージ図です。実際のページとは異なる場合がありますので予めご了承ください。 

スマホ 表示デバイス 

都道府県版(もしくは市版)の「お店を探す」画面上
部に出稿店舗様のバナーを掲載。ランダムに表示さ
れる30軒をスライド表示。 

※リンク先はお店ページ 

＜掲載対象店舗＞ 

純広告2P以上ご掲載の全店舗 
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  スマホ検索ページ 女の子スライドバナー 
掲載期間 12月7日～2月7日 

「女の子検索」ページで人気キャストを公開 

※画面はイメージ図です。実際のページとは異なる場合がありますので予めご了承ください。 

スマホ 表示デバイス 

都道府県版(もしくは市版)の「女の子を探す」画面
上部に出稿店舗様の女の子を掲載。ランダムに表示
される30人をスライド表示。 

※リンク先は女の子プロフィール 

※エリア記事広告のみご出稿の場合は特典対象外 

＜掲載対象店舗＞ 

【純広告2P枠】+【エリア記事広告1P枠以上】 

※エリア記事広告に掲載されるキャストを特典バ
ナーに掲載可能 

例）エリア記事広告1P枠を2枠ご購入の場合、特典
に掲載可能なキャストは2名 
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  即ヒメ ゴールデン 
掲載期間 12月21日～1月21日 

時間限定でガイド版トップに即ヒメを表示 

※画面はイメージ図です。実際のページとは異なる場合がありますので予めご了承ください。 

スマホ 表示デバイス 

ヘブンネットの都道府県版(もしくは市版)のトップページから、12時～14時と17時～19時までの1日2回、時間限定で即ヒメの女の子を表示。 

スマホ PC 

PC版 

＜掲載対象店舗＞ 

純広告、エリア記事広告も含めて、全てのご出稿 

店舗が対象（エリア記事広告のみでも対象） 



  スター★アイコン 
掲載期間 12月7日～3月7日 

検索結果ページで特別アイコンを表示 

※画面はイメージ図です。実際のページとは異なる場合がありますので予めご了承ください。 

スマホ 表示デバイス 

お店検索の結果ページに特別スターアイコンを表示 

スマホ PC 

PC版 

通常の★アイコンも併せて、星の個数が多い店舗が上位表示されます。 
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＜掲載対象店舗＞ 

純広告にご出稿の店舗、もしくはエリア記事1P枠
にご出稿の店舗 



  アクセスランキング 
掲載期間 12月7日～3月7日 

特設サイト内でアクセスランキングを公開 

※画面はイメージ図です。実際のページとは異なる場合がありますので予めご了承ください。 

スマホ 表示デバイス 

特設サイト内で、お店ランキング・女の子ランキングを紹介します  

スマホ PC 

PC版 

出稿店舗様のみ(純広告1P以上対象)が抽出されます。 
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＜掲載対象店舗＞ 

純広告にご出稿の店舗が対象 



  PUSH通知プレゼント 
掲載期間 12月7日～ 

スマホ 表示デバイス 

9 ※画面はイメージ図です。実際のページとは異なる場合がありますので予めご了承ください。 

ショップアプリをダウンロードしたユーザーにアプローチ!! 
アンドロイド端末でダウンロード可能なショップアプリ。 

アプリ会員へ向けて開封率の高い情報を発信出来る｢PUSH通知｣をプレゼント!! 

＜掲載対象店舗＞ 

純広告にご出稿の店舗が対象 

※1ページで2店舗以上のグループ掲載の場合は、 

 代表1店舗にプレゼント 

 

 純広告2Pご利用の場合 50回プレゼント 

 純広告1Pご利用の場合 20回プレゼント 

通常は1日1回しか配信されない機能です。 

※上記回数を追加で別途利用可能なため、 

 1日2回以上配信も可能です。 

直接お店ページへ流入 

ショップアプリはユーザーのホーム画面に
置かれやすく、またPUSH通知配信時は気
付かれやすいため新鮮な情報配信ツールと

なります。 



  オススメ動画、オススメ写メラー 
掲載期間 11月30日～3月7日 

スマホ 表示デバイス 

＜掲載対象店舗＞ 

エリア記事広告 ご出稿店 

10 ※画面はイメージ図です。実際のページとは異なる場合がありますので予めご了承ください。 

特設サイト「ヘブンネットソープ版」内で、オススメ動画・写メラー 

として女の子をピックアップ！ 
ソープMOOK出稿店舗様のみが掲載される新サイト「ヘブンネットソープ版」内に女の
子の動画サムネイル・最新写メ日記画像を掲載。 

PC版 スマホ版 

エリア記事広告掲載キャストの動画サムネイ
ルを｢オススメ動画｣として掲載 

エリア記事広告掲載キャストの最新写メ日記
の画像を｢オススメ写メラー｣として掲載 

PC版 



  ソープランド求人特設サイト 
掲載期間 11月26日～3月7日 

スマホ 表示デバイス 

※画面はイメージ図です。実際のページとは異なる場合がありますので予めご了承ください。 11 

PC版 

注目度が高いソープランドの求人特集 
ガールズヘブンの特設サイトを開設。全国的にも検索頻度の高いソープランドのみサイトで全国の
求職者へアピールすることが可能。 

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 

▼PC版 エリア 



お店検索ページに「一発検索ボタン」を設置 

  ソープランド求人 一発検索 
掲載期間 12月7日～3月7日 

スマホ 表示デバイス 

エリア・駅検索 業種検索 掲載店舗一覧 

＜掲載対象店舗＞ 

純広告 ご出稿店 

※ガールズヘブンの有料掲載店舗限定 

※画面はイメージ図です。実際のページとは異なる場合がありますので予めご了承ください。 12 

各地域ごとのページ内で「ソープランド一発検索」というバナーが表示され 

出稿店舗様の求人情報へと誘導を強化します。 



  マイヘブン特典 
掲載期間は下記参照 

※画面はイメージ図です。実際のページとは異なる場合がありますので予めご了承ください。 

スマホ 表示デバイス PC版 

マイアルバム（女の子）お気に入り自動登録 マイショップ（お店）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。 

★特典対象 
・「表紙」の女の子 1名 
・「巻頭記事広告」の女の子 40名 

掲載期間 12月7日～1月7日（巻頭記事広告1P枠） 

掲載期間 12月7日～2月7日（表紙／巻頭記事広告2P枠） 

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。 

★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） 

掲載期間 12月7日～2月7日（表紙／表回り広告） 

2017年12月時点 

ヘブンネット全国会員数 

約100万人以上 
★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。 
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PR方法 ～ヘブンネット～ 

※画面はイメージ図です。実際のページとは異なる場合がありますので予めご了承ください。 

バナー 期間 デバイス 

① 全国トップ:フローティングバナー 11/30-12/21 スマホ・PC 

② 各ガイドトップ：フローティングバナー 11/30-12/21 スマホ・PC 

③ 各ガイドトップ：自社スライドバナー 11/30-3/7 スマホ 

④ 各ガイドトップ：話題のH特集 11/30-3/7 スマホ 

⑤ 各ガイドトップ：PCレフトカラム 11/30-3/7 PC 

1 2 3 4 5 

地域によって、バナーの表示期間・表示場所が異なる場合があります。 
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PR方法 ～ガールズヘブン～ 

※画面はイメージ図です。実際のページとは異なる場合がありますので予めご了承ください。 

バナー 期間 デバイス 

① 全国トップ:フローティングバナー 11/26-12/7 スマホ・PC 

② 各エリアトップ：下段バナー 11/26-2/7 スマホ 

③ 各エリアトップ：エリア業種コミュニティガイド 11/26-3/7 スマホ 

④ 各エリアトップ：PCレフトカラム 11/26-3/7 PC 

1 2 3 4 

地域によって、バナーの表示期間・表示場所が異なる場合があります。 
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誌面構成 
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▼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 

北海道 

東北 

関東 

北陸 

東海 

関西 

※「エリア扉」関しては、上記の10エリアになります。 

中国 

四国 

九州 

沖縄 関東 



※画像はイメージです。 

表紙 

特設サイトイメージガール 

媒体プロモーション動画 

①表紙・カバーガール 
 ⇒表紙／着衣限定(水着NG) 
  カバーガールのみ水着もOK 
 

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 
 ⇒特設サイト内の全てのページのヘッダーに登場 
 ⇒PR用雑誌広告、書店POP、スタジオPOPなど 
 

③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 
  

④ヘブンネット特典 
 ⇒P.2参照 
 

⑤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①～⑤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。 

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！ 
全国から1名のみ、本誌のイメージガールとして掲載。 

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 
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純広告をご出稿頂いた店舗様はWeb特典に掲載 

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) 

地
方
名 

都
道
府
県
名 

地
域
名 

※ 純広告にご掲載の店舗様のWeb特典に関しては、本資料P.2をご覧ください。 

エリアに関して、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：関西など） 

エリアが複数(ひとつではない)になる場合… 

関
東 

東
京
都 

吉
原 
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東
京
都 

渋
谷
区 

デ
リ
バ
リ
ー
ヘ
ル
ス 



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～ 

2P掲載価格 250,000円（税別） 

①巻頭記事広告 
 ⇒ 写真枚数メイン写真1枚、サブ写真3～5枚(下着NG) 
 ⇒別紙レイアウトパターン参照 
 

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.2参照 
 

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。 
 

※「純広告」をご契約の店舗様のみがご出稿可能です。Web特典に関してはP.2をご覧ください。 

①巻頭記事広告1P 

②特設サイト トップ 

④媒体プロモーション動画 

※④音声付き動画の撮影ができない場合は、「笑顔」「手を振る」などの明る
い印象のイメージ動画でも可。 

動画再生 

完全顔出しのみ 1P掲載価格 150,000円（税別） 

①巻頭記事広告2P 

完全顔出しのみ 

②特設サイト WEBグラビア 
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モザイク 
ボカシ 
ＮＧ 



エリア記事広告 

掲載価格 80,000円（税別） 

①エリア記事広告 1P枠 
 ⇒写真3枚使用（下着NG） 
 

②ヘブンネット特典 
 ⇒P.2参照 

掲載価格 40,000円（税別） 

▼1ページ枠 ▼1/2ページ枠 

①エリア記事広告 1/2P枠 
 ⇒写真3枚使用（下着NG） 
 

②ヘブンネット特典 
 ⇒P.2参照 
 

顔出し条件指定なし 
※ボカシなどを使わずに顔を隠す写真はＯＫ 

各エリアの人気キャストを紹介。 
※ 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.2をご覧ください。 
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モザイク 
ボカシ 
ＮＧ 

モザイク 
ボカシ 
ＮＧ 

顔出し条件指定なし 
※ボカシなどを使わずに顔を隠す写真はＯＫ 



編集ページ 

21 ※画面はイメージ図です。実際のページとは異なる場合がありますので予めご了承ください。 

・基本的に、編集ページは以下の二つです。 

・全ての編集ページは枠の大きさは同じです。広告出稿頂いた店舗様は下記のように「色分け」で差別化を計ります。 

【ショップガイド】 【美女図鑑】 

▼広告「出稿」店舗様 ▼広告「非出稿」店舗様 

⇒各エリア、広告出稿店舗様と非出稿
店舗様を含めて多くの店舗数を紹介し
ます。 

⇒無料掲載との差別化を計る為に、下
記のように色分けして紹介します。 

⇒ショップガイドには、ヘブンネット
のお店ページにリンクするQRコードが
入ります。 

▼広告「出稿」店舗様のみ 
「編集部オススメ」アイコン表示 



・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 

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。 
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下着 



純広告 巻頭記事広告 エリア記事広告 

表紙 1,200,000円 - - 

表4 500,000円 - - 

表2・表2対向 400,000円 - - 

表2裏・表2裏対向 各 350,000円 - - 

票3・表3対向  各 350,000円 - - 

扉対向 300,000円 - - 

本文 2ページ 200,000円 250,000円 

本文 1ページ 100,000円 150,000円 80,000円 

本文 ½ページ 50,000円 - 40,000円 

■発売日について 
 
・関東甲信、東海、関西、宮城県、福島県 
 →発売日通り 12/7（金） 
 
・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 12/8（土） 
 
・北海道、九州 
 →発売日から2日遅れ 12/9（日） 
 
・沖縄県 
 →発売日から4日遅れ 12/11（火）  

広告掲載料金 
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関東エリア掲載特典 

No. 特典 内容 媒体 デバイス 

純広告 

純広告 純広告 

純広告 純広告 

純広告 純広告 

純広告 純広告 

純広告 純広告 純広告 

純広告 純広告 純広告 純広告 

純広告 純広告 純広告 純広告 純広告 

純広告 エリア記事広告 純広告 純広告 エリア記事広告 

エリア記事広告 エリア記事広告 純広告 エリア記事広告 エリア記事広告 

エリア記事広告 エリア記事広告 純広告 エリア記事広告 エリア記事広告 

 ¥360,000 ¥440,000 ¥600,000 ¥960,000 ¥1,040,000 

⑬ マイショップお気に入り自動登録 
（女の子） 

関東の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 ★1ヶ月 ★2ヶ月   ★1ヶ月  ★2ヶ月  

⑭ マイアルバムお気に入り自動登録 
（お店） 

関東の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 ★2ヶ月 ★2ヶ月 

※ただし、特典は1店舗に限る。 
※上記の商品内訳は例です。合計出稿金額がその下に記載の金額を超えていれば特典を適用いたします。 
※ムック通常特典は全店舗適用となります。 
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