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利⽤された割引券は 全額 キャッシュバック参加店様

どんなコースでも利⽤OK & 他の割引とも併⽤OK当選会員様

合計
2,000枚
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割引券はデジタル表⽰

使⽤期間開始⽇より当選会員様のマイページで「当選店の割引券コード」が
出現します。会員様には、ご利⽤の際「会員限定の割引券を利⽤する旨」+
「ニックネーム」+「割引券コード」を店舗スタッフ様へお伝え頂くよう
当選メール内に記載しています。また、割引券適⽤で料⾦がマイナスとなった
場合、お釣りが発⽣しない旨を併せてご案内しております。

割引券企画の概要
割引券企画『春のじゃぱん祭り』は、当選した会員様のみ利⽤できる、
どんなコースも利⽤OK ＆ 他の割引とも併⽤できる割引券のプレゼント企画です。
割引券は 10,000円 or 5,000円 の2種類です。

当選会員様よりご利⽤のお申し出があった際、⾵俗じゃぱん店舗管理画⾯の
左メニューより「割引券 承認/請求書発⾏」ページにアクセスしていただき、
当選会員様の「ニックネーム」欄の右側にある「割引券コード」欄にコード
⼊⼒後、「承認」ボタンを押して下さい。当選会員様にお間違いなければ照
合OKに切り替わります。確認後、割引券適⽤後の料⾦でご案内ください。
（割引券適⽤で料⾦がマイナスになった場合、お釣りをお渡しする必要はございません）

照合OK後は「請求書発⾏」が可能となります。請求書発⾏後、ご利⽤された
割引券と同額をご指定⼝座へお振り込みいたします。
※受付時は必ず「割引券コードの照合」を⾏ってください（未照合の場合、請求書発⾏が

⾏えませんのでご注意下さい）。

当選会員様の利⽤⼿順

参加店様の受付⼿順

※当選会員様の会員ページ内に
「割引券コード」が表⽰されます。

123 123

発⾏枚数 合計2000枚

P.3

参加店様の費⽤負担は0円
(全額キャッシュバック)

10,000円割引 or 5,000円割引



• 参加ご当選時の発⾏枚数は「最低2枚以上」となります
• 無料クーポン企画では「各店舗様1枚ずつ」でしたが、割引券企画では

「10,000円割引券を含め、最低2枚以上」となります。なお、当選枚数
の上限は「参加店お申込み時にご⼊⼒いただく発⾏希望枚数」です。
※店舗様の希望枚数を上限に、実際の発⾏枚数を決定させていただきます

• 全額キャッシュバック対象となります
• 第1回、第2回ともに「10,000円を上回るコースをご提供された場合」は

店舗様が差額をご負担される仕組みでしたが、本企画は「全額キャッシュ
バック対象」となります（例: 10,000円割引券を1枚利⽤ + 5,000円割
引券を2枚利⽤ = 計20,000円がキャッシュバック対象 ）。
※割引券1枚につき1回の請求書発⾏が必要となります。また、精算の関係上、弊社か
らは「合算した⾦額」でお振込みをさせていただく場合がある旨予めご了承下さい。

• 「どんなコースでも利⽤OK」「他の割引とも併⽤OK」の
ご対応が可能な店舗様のみとさせていただきます
• 第1回、第2回ともに「コースと利⽤条件」のご指定が可能でしたが、

本企画は「どんなコースでも利⽤OK」「他の割引とも併⽤OK」が可能な
店舗様のみお申込み下さいますようお願い申し上げます。

• 請求書発⾏後の精算猶予を「10⽇以内」から「20⽇以内」に
延⻑させていただきます
• 第1回、第2回ともに「400枚」でしたが、今回は「2000枚」となる

関係上、請求書発⾏後の精算猶予を原則「10⽇以内」から「20⽇以内」
に延⻑させていただきます。

無料クーポン企画との違い
(無料クーポン企画にご参加された店舗様･代理店様向け)
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参加条件
参加条件の業種/特⾊

ソープ、ヘルス、デリヘル、ホテヘル、エステ
※アジアン・⾦髪(外国⼈)・韓国(韓デリ)ジャンルの店舗様は参加不可

⾦融機関⼝座をお持ちの店舗様

■ 全て店舗様へのお振込みとなります（代理店様へのお振込は不可）。
■ 個⼈⼝座でも問題ございません。ご指定の⼝座へお振込みいたします。
■ ゆうちょ銀⾏の場合は「記号･番号」から「振込⽤店名･預⾦種⽬･⼝座番号」

に変換後の情報をご⼊⼒ください（ゆうちょ銀⾏HPでご確認頂けます）。

どんなコースでも利⽤可能・他の割引とも併⽤可能な店舗様

■ 本企画の割引券は「どんなコースでも利⽤OK」「他の割引とも併⽤OK」が
最⼤の特徴となる為、いかなる場合であっても「当選会員様の割引券」を
受け付けて下さる店舗様のみお申込みをお願いいたします。

受付時、⾵俗じゃぱん店舗管理画⾯を操作できる店舗様

受付時、店舗管理画⾯で当選会員様の「割引券コード」を照合していただく
必要がございます。⇒ P.8 - P.9

2019年4⽉22⽇(⽉)時点で有料掲載中の店舗様

2019年5⽉〜6⽉の有料掲載をご確約いただける店舗様

企画の参加には「審査」がございます。
抽選結果の内容にはお答えいたしかねますので

予めご了承下さい。
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割引券企画 スケジュール

P.6

2019年

04/05(⾦)午後 参加店お申込み 受付開始
• お申込み⽤URL（Googleフォーム）を代理店様へ展開いたします（⇒ P.7）

04/22(⽉)23:59 参加店お申込み 受付終了

04/25(⽊)午後順次 参加店抽選 結果通知（メール）

04/26(⾦)正午頃 特設ページ公開 ＆ ユーザー応募開始

05/16(⽊)23:59 ユーザー応募終了

05/23(⽊)⼣⽅頃 当選会員様にメール配信

05/24(⾦)00:00 当選ユーザー使⽤期間開始

06/16(⽇)23:59 当選ユーザー使⽤期間終了

07/17(⽔)23:59 請求書発⾏期限



お申込み⽤URL（Googleフォーム）を代理店様に展開しますので
参加条件をご確認の上、店舗様へご案内をお願いいたします。

参加店お申込みの流れ

【参加店お申込み受付期間】
4/5(⾦)展開後 〜 4/22(⽉) 23:59

抽選結果（当選･落選）を以下の⽇程でご連絡いたします。

代理店様 店舗様 お申し込み

店舗様 代理店様

【抽選結果のご連絡先】
├ 店舗様 … お申し込み時にご⼊⼒いただいたメールアドレス
└ 代理店様 … ⾵俗じゃぱんでお付き合いのある代理店様の代表メールアドレス

（⾵俗じゃぱん掲載開始のご連絡メールアドレスになります）
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⾵俗じゃぱん

⾵俗じゃぱん ⾵俗じゃぱん

4/25(⽊) 午後 ※順次配信



店舗様当選会員様

割引券 受付時の流れ

5/24(⾦)より、当選会員様のマイページに割引券コードが出現します。

当選会員様よりご利⽤のお申し出がありましたら、

店舗管理画⾯の左メニューより
「割引券 承認/請求書発⾏」に

アクセスしてください。

次ページに続きます P.8

【割引券 使⽤可能期間】
5/24(⾦)00:00 〜6/16(⽇)23:59

当選会員様

123 123

管理

店舗管理画⾯

お持ちのデバイス



割引券 受付時の流れ

前ページからの続きです

P.9

当選会員様の「ニックネーム」右側にある
「割引券コード」欄にコード⼊⼒後、

「承認」ボタンを押してください。

管理

店舗管理画⾯

管理

店舗管理画⾯

割引券コードが正しければ照合OKに
切り替わります。確認できましたら
割引適⽤後の料⾦でご案内ください。

※当選会員様の割引券種類（10,000円 or 5,000円）も同画⾯に表⽰されます

（割引適⽤後に料⾦がマイナスになった場合、お釣りをお渡しする必要はございません）



管理

店舗管理画⾯

請求書発⾏〜ご⼊⾦の流れ
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照合OK後はいつでも「請求書発⾏」が可能です

次ページに続きます

※請求履歴がある場合、
前回の⼝座情報が表⽰されます。



請求書発⾏を確認後、利⽤された割引券と同じ⾦額を
原則「20⽇以内」にご指定の⼝座へお振り込みいたします。

※ 請求書発⾏期限は 7/17(⽔)23:59 となります。

※ 1枚の割引券につき1回の請求書発⾏が必要です

└ 例 : 割引券2枚の場合...請求書発⾏2回

※ 振込⼈名義は「ジヤパンクーポン」となります

※ 全て店舗様へのお振込みとなります（代理店様へのお振込は不可）

※ 個⼈⼝座でも問題ございません

└ ご指定の⼝座へお振込みいたします

※ ゆうちょ銀⾏の場合は「記号･番号」⇒「振込⽤店名･預⾦種⽬･⼝座番号」に

変換後の⼝座情報をご⼊⼒ください（ゆうちょ銀⾏HPで変換可能です）
( https://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/sokin/furikomi/kouza/kj_sk_fm_kz_1.html )

店舗様⾵俗じゃぱん

請求書発⾏〜ご⼊⾦の流れ

請求書発⾏後、原則20⽇以内にお振込み

P.11

前ページからの続きです



特設ページの公開イメージ

P.12

現在公開中の『無料クーポン特設ページ』を継承した
レイアウトで公開予定です

• 【ご参考】無料クーポン特設ページ
• URL … https://fuzoku.jp/free_coupon/
• Google検索 … 『⾵俗じゃぱん 無料券』

割引券企画 特設ページ

4/26(⾦)公開
https://fuzoku.jp/discount_coupon/



特設ページへの導線（PC版）
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導線バナー

全国TOP ⼤エリアTOP 都道府県TOP

⼩エリアTOP 店舗検索結果 店舗ランキング

⾵俗動画 じゃぱん潜⼊取材

主要ページの最下部に
を設置します

次ページ : SP版

導線バナー 導線バナー

導線バナー 導線バナー 導線バナー

導線バナー

導線バナー

導線バナー

導線バナーの設置期間 4/26(⾦) 〜 5/16(⽊)



特設ページへの導線（SP版）
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導線バナー

全国TOP ⼤エリアTOP

導線バナー

都道府県TOP

導線バナー

⼩エリアTOP

導線バナー

店舗検索結果

導線バナー

店舗ランキング

導線バナー

⾵俗動画

導線バナー

じゃぱん潜⼊取材

導線バナー

主要ページの最上部に を設置します導線バナー

導線バナーの設置期間 4/26(⾦) 〜 5/16(⽊)



お問い合わせ先について

080-4638-1367
(12:00〜19:00 ⼟⽇祝休)

会員企画担当 専⽤ダイヤル
（店舗様・代理店様 共通）

本企画に関するお問い合わせは全て下記へおかけ下さい

P.15


