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「池袋 風俗求人：１位」 「風俗求人 池袋：２位」 「池袋 風俗バイト：２位」

「風俗バイト 池袋：２位」 「池袋 風俗募集：２位」 「風俗募集 池袋：２位」

「池袋 ホテヘル求人：２位」 「池袋 ホテヘルバイト：３位」 「池袋 デリヘルバイト：２位」

「池袋 デリヘル求人：５位」 「池袋 ソープバイト：２位」 「池袋 ソープランドバイト：２位」

「池袋 ヘルス求人：４位」 「池袋 ヘルスバイト：４位」 「池袋 ファッションヘルス求人：４位」

「池袋 オナクラバイト：５位」 「池袋 ピンサロバイト：５位」 「池袋 ファッションヘルスバイト：３位」

「池袋 イメクラ求人：５位」 「池袋 イメクラバイト：８位」 「池袋 ピンサロ求人：７位」

「新橋 風俗求人：２位」 「新橋 風俗募集：２位」 「新橋 風俗バイト：２位」

「風俗募集 新橋：２位」 「風俗バイト 新橋：２位」 「風俗求人 新橋：５位」

「新橋 デリヘル求人：３位」 「新橋 デリヘルバイト：３位」 「新橋 ホテヘルバイト：２位」

「新橋 ホテヘル求人：３位」 「新橋 ヘルスバイト：３位」 「新橋 ヘルス求人：６位」

「新橋 イメクラ求人：２位」 「新橋 ピンサロ求人：３位」 「新橋 ピンサロバイト：３位」

「新橋 イメクラバイト：４位」 「新橋 オナクラバイト：４位」 「新橋 ファッションヘルスバイト：２位」

「新橋 ファッションヘルス求人：３位」

池
袋

「上野 風俗求人：３位」 「上野 風俗バイト：２位」 「上野 風俗募集：３位」

「風俗バイト 上野：４位」 「風俗求人 上野：５位」 「風俗募集 上野：７位」

「上野 デリヘル求人：６位」 「上野 デリヘルバイト：４位」 「上野 オナクラバイト：３位」

「上野 オナクラ求人：７位」 「上野 ピンサロバイト：３位」 「上野 ピンサロ求人：10位」

「上野 ホテヘル求人：３位」 「上野 ホテヘルバイト：３位」 「上野 ファッションヘルスバイト：３位」

「上野 ヘルス求人：５位」 「上野 ヘルスバイト：４位」 「上野 ファッションヘルスバイト：９位」

「上野 イメクラ求人：２位」 「上野 イメクラバイト：10位」
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ＳＥＯ施策キーワード

『新宿』『歌舞伎町』『五反田』『錦糸町』『小岩』

『恵比寿』『秋葉原』『⽴川』『町田』『八王子』

※2015年10月までの Google/Yahooいずれかの高順位をピックアップ

まもなく、

が、ランクイン！他エリア施策中!!

「渋谷 風俗求人：６位」 「渋谷 風俗バイト：５位」 「風俗求人 渋谷：８位」 「風俗バイト 渋谷：８位」
「渋谷 デリヘル求人：６位」 「渋谷 デリヘルバイト：９位」 「渋谷 風俗募集：９位」 「風俗募集 渋谷：９位」
「渋谷 ホテヘル求人：９位」 「ホテヘルバイト 渋谷：８位」 「渋谷 イメクラ求人：１０位」 「渋谷 イメクラバイト：１０位」
「渋谷 ヘルスバイト：８位」 「渋谷 ヘルス求人：９位」 「渋谷 ファッションヘルスバイト：7位」

「銀座 風俗求人：５位」 「風俗求人 銀座：８位」 「風俗募集 銀座：７位」 「銀座 風俗募集：６位」
「銀座 風俗バイト：５位」 「風俗バイト 銀座：６位」 「銀座 ホテヘル求人：６位」 「銀座 ホテヘルバイト：５位」
「銀座 デリヘル求人：８位」 「銀座 デリヘルバイト：９位」 「銀座 オナクラバイト：４位」 「銀座 イメクラ求人：７位」

「風俗バイト 目⿊：７位」 「目⿊ 風俗バイト：１０位」
「目⿊ ホテヘルバイト：７位」

目
黒

銀
座

渋
谷

神
田

「風俗バイト 神田：１０位」 「神田 デリヘルバイト：１０位」
「神田 ホテヘル求人：６位」 「神田 ホテヘルバイト：５位」

六
本
木

赤
坂

「六本⽊ ホテヘルバイト ：１０位」

「赤坂 ホテヘルバイト ：１０位」

「吉原 風俗求人：６位」 「風俗募集 吉原：８位」 「吉原 風俗募集：１０位」 「吉原 ソープバイト：８位」
「吉原 風俗バイト：２位」 「風俗バイト 吉原：３位」 「吉原 バイト：３位」 「バイト 吉原：４位」
「吉原 ソープランドバイト：６位」

吉
原



店舗詳細ページ

http://hibarai-fuzoku.com/

▼ LINE カカオトーク応募 ▼

LINE応簿はユーザーメリット豊富！

・匿名で簡単に応募できる

・番号、メアドを知られない

▼ ⼥の子インタビュー ▼

⼥のコの感想や収入などを載せる

ことで、迷っているユーザー親近

感を与えて応募へ誘導します。

▼ よくある質問 ▼

面接時に⼥の⼦からよく聞かれる

質問を10問表示します。

▼新着インフォ/応募特典情報▼

更新情報と応募特典を表示します。

【PC版：20件表示 ／ SP版：10件表示】

●管理画⾯より随時更新可能です。

・VIPバナー：1日8回

・PRバナー：1日4回

・通常掲載：1日2回

※ポイント数の翌日への繰り越しは無し

※更新回数は毎⽇0時にリセットされます

▼ 新着求人情報 ▼

新規掲載の店舗が新着順に表示されます。

【PC版：10件表示 ／ SP版：10件表示】

▼新着求人動画▼

文章・画像だけで伝えきれない貴店の

情報を動画にUPしてください。

ユーザーがキャッチしやすい動画で、

お店・在籍の⼥のコ・スタッフの姿を

伝えることができます。

【PC版：4件表示 ／ SP版：4件表示】

新着 “応募特典” を随時UP！

【TOPページの更新情報】



商品 プラン内容 料⾦

通常掲載 ■「上位表⽰回数（新着インフォ）」の更新回数は 1日2回 21,600 円/税込

PRバナー

■「通常掲載」込み

■「上位表⽰回数（新着インフォ）」の更新回数は 1日4回

＜PRバナー表示：TOPページ、検索結果⼀覧ページ＞

PC版：20枠表示 スマホ版：10枠表示（5枠表示→もっと⾒る▼で10枠表示）

32,400 円/税込

VIPバナー

■「PRバナー」「通常掲載」込み

■「上位表⽰回数（新着インフォ）」の更新回数は 1日8回

＜VIPバナー表示：TOPページ、検索結果⼀覧ページ＞

PC版TOP：3枠表示（上部：1枠 中部：2枠）

PC版検索結果：3枠表示 スマホ版TOP/検索結果：2枠表示

75,600 円/税込

地域TOPページ

■東京版 関東版（神奈川 千葉 埼玉） 北関東版（茨城、群馬、栃木）：料⾦表

検索結果ページ

▼PC版 ▼スマホ版

http://hibarai-fuzoku.com/

■掲載エリアの追加

2エリア掲載（＋1エリア） 3エリア掲載（＋2エリア） 4エリア掲載（＋3エリア）

+10,800 円/税込 21,600 円/税込 32,400 円/税込

※掲載エリアの追加は、同地域版内となります。

▼スマホ版▼PC版


