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お客様ご提案用

2019年

年末年始ヘブン特選店Vol.1
商品概要

2019年 11月29日（金）より掲載
（※地域によって掲載日が異なります）



1都6県に掲載する風俗サイトです。

2019年版 年末年始特選店サイト
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●対象店舗
ヘブンネットに掲載されている店舗様（2019年11月1日時点）

●お申し込みについて

お申込締切 11月15日(金)

●ご入金について

ご入金期日 11月20日(水)までにご入金下さい



.

広告種別

表紙 グラビア
DSP広告 or

マイアルバム（女の子）お気に入り自動登録

No. 特典 内容 媒体 デバイス

1枠 15枠 ―

￥800,000 ￥300,000 ¥600,000 ¥500,000 ¥300,000 ¥100,000 

①特選コミュニティ ヘブン PC ｽﾏﾎ ● ● ● ●

②検索ページスライドバナー（お店） ※各県に表示 ヘブン ｽﾏﾎのみ ● ● ● ●

③検索ページスライドバナー（女の子） ※1都6県に表示 ヘブン ｽﾏﾎのみ ● ●

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

ヘブン PC ｽﾏﾎ ● ● ● ●

⑤
アクセスランキング（コミュニティ内）

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 ● ● ● ●

⑥ 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 ● ● ● ●

⑦「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 60 50 30 10

⑧特選コミュニティ ガールズ PC ｽﾏﾎ ● ● ● ●

⑨検索ページスライドバナー（お店） 各県に表示 ガールズ PC ｽﾏﾎ ● ● ● ●

⑩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 ● ● ● ●

⑪ 特選店アイコン ガールズ PC ｽﾏﾎ ● ● ● ● ● ●

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 ★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 ★2ヶ月 ★2ヶ月 ★1ヶ月

掲載特典
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営業・求人の双方向でご出稿店を盛り上げます！
※グループ店購入不可・各店舗ごとの購入



※画像はイメージです。

表紙

特設サイトイメージガール

①表紙・カバーガール
⇒表紙／ソープは下着NG

②媒体PRイメージガール（求人含む）

⇒本サイトの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用広告バナー、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)

⇒サイト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 800,000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！
1都6県から1名のみ、本サイトのイメージガールとして掲載。

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

3※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。



グラビア購入のお店様

掲載価格 300,000円（税別）1枠

ご出稿の際の注意事項

グラビア

●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”の場合は一部過激すぎる画像を除いてマイヘブング
ラビアで掲載させて頂きます。

●万が一当社規定のコンプライアンスに反する場合は表現内容を
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）

※ グラビア購入のお店様は本資料P.2をご覧ください。
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PC版 SP版

1都6県のサイトトップにグラビアが出ると共
に、マイヘブングラビアも掲載する事ができ
ます。

※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。
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特選コミュニティ ヘブンネット版(1都6県)

掲載期間 11月29日～1月31日

1都6県総合ページ

出稿店舗のみが掲載されます

1都6県をクリック

年末年始の特選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。

1都6県の風俗を探検

スマホPC版表示デバイス

1都6県ページで詳細を表示

即ヒメ

店舗一覧

写メ日記

ニュース
茨城

千葉

埼玉

東京

神奈川
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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 11月29日～1月31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

1都6県版の「お店を探す」画面上部に出稿店舗の
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＞

DSP広告 or マイアルバム 10万以上購入の店舗
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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 11月29日～1月31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

1都6県の「女の子を探す」画面上部に出稿店舗の
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

＜掲載対象店舗＞

【表紙1枠】or【グラビア1枠以上】

※コンプライアンスに反しない範囲で自由にキャス
トを特典バナーに掲載可能

例）表紙1枠の場合、キャスト2名表示可能。

例）グラビア1枠の場合、キャスト1名表示可能。
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即ヒメ ゴールデン
掲載期間 11月29日～1月31日

時間限定で東京・神奈川・埼玉・群馬・栃木・千葉・茨城の通常掲載している各ガイド版に表示します。

※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1都6県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、全業種の即ヒメが表示致します。

スマホ PC

PC版

＜掲載対象店舗＞

DSP広告 or マイアルバム 10万以上購入店舗が対象



アクセスランキング
掲載期間 11月29日～1月31日

年末年始の特選店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

出稿店舗をお店ランキング・女の子ランキングを紹介します

スマホ PC

PC版
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＜掲載対象店舗＞

DSP広告 or マイアルバム 10万以上購入店舗が対象



PUSH通知プレゼント
掲載期間 11月29日～

スマホ表示デバイス

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。

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＞

DSP広告 or マイアルバム購入店舗が対象

10万以上の店舗の場合 10回プレゼント

30万以上の店舗の場合 30回プレゼント

50万以上の店舗の場合 50回プレゼント

60万以上の店舗の場合 60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。

※注目 PUSH通知回数が増えます!!→



特選コミュニティ 求人特設サイト
掲載期間 11月29日～1月31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

注目度が高い求人特集
ガールズヘブンの特設サイトを開設。1都6県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 1都6県総合 ▼PC版 1都6県総合▼スマホ版 各エリア

▼PC版 各エリア



「検索結果ページ」にお店ロゴを表示

求人スマホ検索結果スライドバナー スマホ表示デバイス

各県の掲載している店舗に表示。

「お店検索」で＜（全業種含んだ)検索＞した際の検
索結果ページ最下部に表示

※リンク先は店舗求人情報

＜掲載対象店舗＞

DSP広告 or マイアルバム 10万以上購入店舗が対象

※ガールズヘブンの有料掲載店舗限定

スマホ
検索結果ページ

特典9

掲載期間 11月29日～1月31日

※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



お店検索ページに「一発検索ボタン」を設置

求人一発検索
掲載期間 11月29日～1月31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＞

DSP広告 or マイアルバム 10万以上購入店舗が対象

※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。 13

各地域ごとのページ内で「一発検索」というバナーが表示され

購入店の求人情報へと誘導を強化します。



※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。 14

各県に掲載しているエリアトップや店舗ページに自由
に表示させることができる
訴求のつながるアイコンをプレゼント！！

▼PC版 カリスマガール
▼PC版 ヘッダーバナー

▼スマホ版 店舗ページ

特選店アイコン

▲PC版 求人CM

▼スマホ版 店舗ページ

注意 資料のアイコンはイメージになります。



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
・「表紙購入店舗」の女の子 ・DSP広告 30万 50万購入店舗
・「グラビア購入店舗」の女の子
・マイアルバム（女の子）お気に入り自動登録（1週間以上）購入

掲載期間 11月29日～12月29日（DSP広告30万）

掲載期間 11月29日～1月31日（表紙／グラビア／DSP広告50万）
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
・「表紙購入店舗」の女の子
・DSP広告 60万購入店舗

掲載期間 11月29日～1月31日（表紙／DSP広告60万）

2019年10月時点

ヘブンネット全国会員数

約100万人以上
★関東で毎月10,000人～
12,000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 各ガイドトップ：フローティングバナー 11/29-1/31 スマホ・PC

② 各ガイドトップ：自社スライドバナー 11/29-1/31 スマホ

③ 各ガイドトップ：マップ下 11/29-1/31 スマホ

④ 各ガイドトップ：マップ上 11/29-1/31 PC

⑤ 各ガイドトップ：ムック専用マップ 11/29-1/31 スマホ・PC

1 2 3

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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4 5



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 11/29-1/31 スマホ・PC

② 各エリアトップ：下段バナー 11/29-1/31 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 11/29-1/31 スマホ

④ 各エリアトップ：PCレフトカラム 11/29-1/31 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。

17


