
地方投票
11/1(金)12:00

~11/10(日)

結果発表
11/14(木)12:00

~12/5(木)

全国投票
11/21(木)12:00

~12/1(日)

結果発表
12/5(木)12:00

~1/31(金)

店舗様用
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全国ミスヘブン総選挙2019

◆トーナメント特設サイト

●掲載日程

地方投票

11/1(金)12:00 ~ 11/10(日)23:59

結果発表

11/14(木)12:00 ~ 12/5(木)11:59

全国投票

11/21(木)12:00 ~ 12/1(日)23:59

結果発表

12/5(木)12:00 ~ 1/31(金)14:00

◆ 同時開催【無料招待券プレゼント企画(ソープは半額券)】

・1店舗最大5枚まで。

・ユーザーが投票参加したエリアの
無料招待券が抽選で当たります。

※地方予選～全国結果発表まで

●無料招待券プレゼント企画(ソープは半額券)

※デザインは開発中の為、実際に公開されるものとは異なる場合がありますので
ご了承下さい。

地方発表から1週間後。
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ノミネートについて

・9月中旬から、告知ページを設置致します。

・[ミスヘブン開幕1ヶ月前！昨年のノミネートキャストを
プレイバック]として、昨年のノミネート嬢をパネルで紹介
致します。

◆ノミネートについて

●対象店舗
ヘブンネットに掲載されている店舗様（2019年10月1日時点）

●ノミネートお申し込み

お申込締切 10月18日(金)

◆注意事項 ※必ずお読みください

・キャストが退店してしまった場合、他のキャストに変更することはできません。

・キャストが退店してしまった場合、参加費の返金はできません。

・投票期間中のキャストの変更、写真の変更はできません。

・写真の＜顔出し条件＞を途中で変更せざるを得ない場合は、モザイクもしくはボカシ

加工のみ対応させて頂きます。弊社担当営業スタッフまでお知らせください。

・投票に関する途中経過、結果発表前の順位の公表などは一切お答えできません。

※「全国ミスヘブン総選挙2019」の運営にあたり、やむを得ずルールを変更する

場合がありますので予めご了承下さい。

ノミネート費用 20,000円+税（2名ノミネート）

※3人目以降の追加申込は、1人につき10,000円+税となります。

※各店舗様ごとの参加人数に制限はありません。

※1人のキャストが複数の部門にノミネートすることはできません。

※地方予選の、どの部門にノミネートするか部門を選んでください。

◆告知期間



業種はヘブンネットの登録業種になります。
アイドルは～23歳まで、コスプレはコスプレしている写真でお願いいたします。
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地方予選について

要項

◆地方選挙

• 女の子ごとに「投票すると…」の特典をテキスト入力枠を設置します。(20文字)

• 目安：1部門30人以上集まる部門になります。

• 全国大会に行く条件は、30人以上の部門は上位3位まで。30人未満の部門は1位のみとなります。

• 地方予選の順位は10位まで公表します。

各エリアごとで部門を設定してください。

ソープ ヘルスホテヘル デリヘル エステ 人妻

部門例

顔出しNG パイパン アイドル コスプレ グッドスタイル

おっぱい セクシー女優
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シード権

1位 〇〇店/〇〇ちゃん
2位 〇〇店/〇〇ちゃん
3位 〇〇店/〇〇ちゃん
4位 〇〇店/〇〇ちゃん
5位 〇〇店/〇〇ちゃん
6位 〇〇店/〇〇ちゃん
7位 〇〇店/〇〇ちゃん
8位 〇〇店/〇〇ちゃん
9位 〇〇店/〇〇ちゃん
10位 〇〇店/〇〇ちゃん

例：◆北海道のシードの女の子

都道府県の軒数に合わせて地方予選を飛ばして全国大会へ行ける「令和元年枠」が使えます。

【シード権の数】
400軒以上＝都道府県女の子総合ランキング10位まで 100軒以上＝5位まで 100軒未満＝3位まで

(都道府県ごとのシード権の数は次のページ)

【令和元年枠の概要】
・令和元年枠の女の子もノミネート費は必要です。
・地方予選が無くなる為、令和元年枠を行使するか・しないかは、お店(女の子)が決められます。
・令和元年枠を行使した場合でも地方予選のリストには全国大会出場推薦枠として表示されます。
・地方予選での結果として○○部門1位などの称号は、投票を勝ち取った子に付随します。
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全国投票/全国結果発表について

◆全国投票

●全国総合と５つ部門があります

【地方大会で人妻系のカテゴリーで選出された場合】

人妻かそれ以外(ソープ・デリヘル,etc.)のどちらにノミネートするか選択できます。

(店単位で統一してください)

ソープ

ヘルスホテヘル

デリヘル

エステ

人妻

5部門

全国総合

◆全国結果発表

1位～20位 まで順位発表

●順位発表

規約

※総合・各部門ごとに20位まで公表。

※ヘブンネット会員様1人につき、各部門に1日1回ずつ
投票可能です。(AM5:00リセット)

※「SMSによる電話番号認証」されたヘブンネット会員
のみ投票可能です。

※不正なアカウントからの投票は無効となります。
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特典について

特典1 上位キャスト店舗様にオリジナルアイコン画像配布

特典2 プロフィールページに結果発表ボタン設置(1位～10位)

バナー例）

特典3 地方選挙の女の子にギフトカード進呈

特典4 地方選挙・全国選挙の結果発表特設サイトを公開

※デザインは開発中の為、実際に公開されるものとは異なる場合がありますのでご了承下さい。※前年同様。

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 11位以下のキャスト

全国選挙 全国総合
順位の発表はあります
がアイコン画像の付与

はありません。

地方選挙

〇〇部門
(例：
名古屋デリヘル部
門)

順位の発表はあります
がアイコン画像の付与
はありません。

ギフトカード例）

●各部門
1位 1万円分
2位 5,000円分
3位 5,000円分

●各部門
1位 5,000円分

ノミネートが30人以上
の場合

1～3位に進呈

ノミネートが30人未満
の場合

1位に進呈
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全国1位特典 ※前年同様。 ※デザインは開発中の為、実際に公開されるものとは異なる場合がありますのでご了承下さい。

特典 全国総合1～3位は2019年12月末まで年齢認証・全国TOPに特典バナーを設置、特設ページで告知

全国総合トップインタビュー
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前回からのプラス特典①

A 機能として女の子ページに#タグが付きます。また、女の子検索の絞り込みにの絞込機能を追加します。※次回全国総選挙まで

■ノミネート者全員にコメントが付きます

※デザインは開発中の為、実際に公開されるものとは異なる場合がありますのでご了承下さい。

女の子検索女の子プロフィール

ノミネート嬢

地方大会ランクイン嬢

全国大会進出嬢

全国大会ランクイン嬢

＃タグはノミネート嬢 地方部門ランクイン嬢 全国大会進出嬢 全国大会部門ランクイン嬢 全国大会総合ランクイン嬢など最大で５つ表示されます。
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前回からのプラス特典②

B 告知、入口バナーや告知サイト、地方予選サイトの案内役の女の子は各社で入れ替えれるように作るので、
シード枠や人数多く参加してくれた店などのサービスに使います。
デザインは、なるべく早めに出せるようにします。

C みたよ数を増枠。
ノミネートで＋5回、全国進出で＋5回、全国ランクインで＋5回or部門ごとに3位入賞で＋10回。

D 結果発表ページは、結果発表を含めた、遊びにいく女の子を選べる企画ページとして作成。
全国から地方まで1サイトで作成して、全国トップとマイヘブンで次回全国総選挙まで展開します。

E 全国選挙各部門1位に等身大ポスター進呈。
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写真に関するガイドライン①

◆写真サイズ (横) 390×(縦) 520 px（JPG画像のみ）

◆写真締切 10/24(木)まで
※10/21 までに写真が決まっていない場合は、掲載中の

キャストプロフィール写真より引用させて頂きます。

顔出し 手で隠す ボカシ

体のみ

スタンプで隠す おっぱいのアップ

下着は無いが
隠れている

顔の途中で切る下乳

・顔出し、目出し、口出し、全隠しの全て参加可能
・カメラマン撮影の写真、及び写メ画像でも参加可能
・イラストは不可
・顔が写っていない写真（身体のみ）でも参加可能

○ OK
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写真に関するガイドライン②

× NG

※上記以外においても、弊社が相応しくないと判断した場合は＜写真の変更＞をお願いする場合がございます。

・ヌード写真、卑猥な写真は不可

・写真の中に文字加工が施された写真は不可（名前、セールスポイントなど）

・アクセスランキングNo.1などの文言を、文字やアイコンで表示することは不可

・枠・フレームなどで写真を囲んだ画像も不可

店名・ロゴ フレーム

下半身が裸

料金や割引内容

女の子に関係ない事

サービス内容

イラスト

アクセスランキングの
マーク・文字

手ぶらスタンプで乳首を隠す ニプレスで隠す

乳首が透けて見える 乳首をぼかしている 乳首自体を消している極端に際どい衣装

名前などの文字加工

テープ、布などで隠す

特徴などを
文字、マークで入れる 制服のはだけ

スク水の破れ・
穴あき

ローションの
たらし

股間の強調

マイクロビキニ



13

総選挙表示イメージ ※前年同様。

◆ スマホ表示

※デザインは開発中の為、実際に公開されるものとは異なる場合があります。

▼ミスヘブントップページ



14

総選挙PR表示イメージ（○○エリア） ※前年同様。

◆ PC表示箇所

▼ヘブンネット お店を探す検索ページのヘッダー

全国決勝と地方結果が両方開催されている期間は、
それぞれのページにリンクします。

▼ヘブンネット ガイドトップページのヘッダー

※PR箇所はエリアにより異なります。※デザインは開発中の為、実際に公開されるものとは異なる場合があります。
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総選挙PR表示イメージ（○○エリア） ※前年同様。

◆ PC表示箇所

▼ヘブンネット お店ページヘッダー ▼マイヘブン ショルダーバナー

※投票期間中のみ表示

全国決勝と地方結果が両方開催されている期間は、
それぞれのページにリンクします。

▼ガールズヘブン フローティングバナー

※PR箇所はエリアにより異なります。※デザインは開発中の為、実際に公開されるものとは異なる場合があります。
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総選挙PR表示イメージ（○○エリア） ※前年同様。

◆ スマホ表示箇所

▼ヘブンネット ガイドトップ下部 ▼ヘブンネット 話題のH特集内 ▼ヘブンネット ガイドトップヘブンちゃん

※開催中・結果発表中のみ表示

※PR箇所はエリアにより異なります。※デザインは開発中の為、実際に公開されるものとは異なる場合があります。



17

総選挙PR表示イメージ（○○エリア） ※前年同様。

◆ スマホ表示箇所

▼ヘブンネット お店検索結果ヘッダー ▼ヘブンネット お店ページヘッダー

※投票期間中のみ表示

全国決勝と地方結果が両方開催されている期間は、
それぞれのページにリンクします。

全国決勝と地方結果が両方開催されている期間は、
それぞれのページにリンクします。

※PR箇所はエリアにより異なります。※デザインは開発中の為、実際に公開されるものとは異なる場合があります。
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総選挙PR表示イメージ（○○エリア） ※前年同様。

◆ スマホ表示箇所

▼マイヘブンフローティングバナー ▼姫デコ（女の子マイページ） ▼ガールズヘブン トップ中段

※PR箇所はエリアにより異なります。※デザインは開発中の為、実際に公開されるものとは異なる場合があります。


