
お題動画
で再生数UP！イベント

週1

横長動画
も投稿可能！

両方
タテヨコ

MAX60秒
まで投稿可能！撮影

あせらず

Gmailアプリ

メール投稿
でさらに便利に！

ツール
選べる

絵文字・写真
で可愛くアピール！

コメント欄

伝わる
もっと

同時投稿
で手間いらず！

楽々
一度で

他媒体

反響UP＆投稿ルール

Self Produce&CHALLENGE
selfie movie

自撮り動画

2020年機能拡大!!



乳首の露出もOK！消されるどころか視聴率特大アップ！？
動けるから、より可愛く！よりエッチに！自分をアピール♪
お気に入りの動画が消えないようにピン留め機能もアリ♪

動画だともっと伝わる！

MAX60秒だからスグに撮れる＆内容を凝らなくてOK！
写メ感覚でパッと撮ってアップするだけ！
文章を書かないから写メ日記より簡単！

こんなに簡単！

アプリを使えば簡単にスタンプで隠して撮れる！
顔が映らないように撮ってる子もたくさんいるから
安心！投稿する時に音声を消す機能もあるから周りの
音は気にしなくてOK！

顔出しＮＧでも大丈夫！

Self Produce&CHALLENGE

今！注目のセルフィーで

インスタ映えする

フォトジェニックになろう！

顔出しムリ… 文章書けない… アップ難しそう…

めんどくさい！あ～
全然

問題
なし！
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管理画面の自撮り動画投稿画面を開いて動画をアップロード！

タイトルと一言コメントを入れて投稿するだけ！

秒以内なら何秒でもOK！写メ感覚でパッと撮ってポチッとアップ！60

撮影→アップロード。これだけ！楽ちん投稿

登録はお店の管理画面を使うのでスタッフさんにお願いしよう！

マイページでパスワードを設定すれば即投稿できちゃう♪

Rコード読み取り or URLアクセスQ録画面を開く登

アクセス→パスワードを設定するだけ！簡単登録
自撮り動画の使い方

便利でカンタン♪

Self Produce&CHALLENGE

今！注目のセルフィーで

インスタ映えする

フォトジェニックになろう！
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※同時投稿が新規登録の場合は、女の子の姫デコID・PASSをご入力下さい

すでに他媒体の「写メ」を同時投稿設定している場合はID・パスワードの

入力は必要なし！「動画」にチェックで設定完了！

媒体のIDとパスワードを入れて「動画」にチェック他録画面を開く登

ID＆パスワード入力→チェックするだけ！簡単登録
DXと同時に他媒体への投稿もできちゃいます！

同時投稿機能設定
まとめてカンタン♪

Self Produce&CHALLENGE

今！注目のセルフィーで

インスタ映えする

フォトジェニックになろう！
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同時投稿機能で動画をアップするときの注意点

媒体ごとに投稿ルールが違うため、同時投稿先の媒体ではアップ

ロードした動画が違反や削除の対象になる可能性があります。

例 風俗DXー OK 他媒体ー NG陰毛動画の投稿
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他の子より多い 自撮りで集客率も伸ばしちゃおう！
お題が終わっても自撮り動画は自分で消すまで残り続ける！

● お題の自撮りは自動で消えない！永久保存版!!

お題をしてない子と 差をつけよう！ 早く始めるほど自撮りが充実！
● お題投稿は本数制限に入らない！

表示優先度が高い から見られる確率も高い！
● サイト内で普通の自撮りより目立つ位置に表示！

サイトトップにずっと表示され続ける ことも!?
お題1つに1件しか投稿できないから他の自撮りに流されにくい！

● 写メ日記や自撮りより新着表示に残りやすい！

＃自撮りお題
かしこく使う♪

Self Produce&CHALLENGE

お題を利用して

いつも以上に

アクセスアップを狙おう！

Ðµ



やはり人気を集める自撮りは脱ぎ・顔出し・声出しの3パターン。
どれも全開にできなくても顔半分や手ブラ等ちょこっと出してみるだけでも期待大！
上手く撮れれば、ちょい出しの方が男心をくすぐって集客できたりすることも！？
再生数なら脱いでる自撮りが一番だけど、集客を狙うならやっぱり顔出し・声出し！
人となりがより深く伝わる自撮りをアップしていくのがコツ！

脱ぐのはちょっと…という
女の子でもできるのがノー
ブラ！乳首ポッチやパイス
ラに想像をかき立てられて
「逆に興奮する！」という
男性が多数！

乳首NGでもポッチや

パイスラでアピール！

声出し自撮りの効果は何と
言っても実客への結びつき
やすさ！これ以上に人とな
りが伝わる自撮りは他に無
し！？

声出し自撮りで実客を

狙っていこう！

TikTokやSNOW大歓迎！
ディルドや鼻フックなどの
アイテムを使うのも◎
自撮りの内容がマンネリ化
してきたら色々遊んでみよう！

ユーモアを取り入れて

撮ってみよう

顔や胸を見せなくても全裸
の威力は絶大！肌感が伝わ
るように撮れるとGOOD！

うしろ姿でも

全裸は強い！

スマホを置いて撮れば体の
自由がきくので全身撮影も
何のその！

スマホを置いて定点

撮影してみよう！

普段は見れない女の子同士
の和気あいあいとした雰囲
気や素顔が見れるユーザー
待望の自撮り動画のひとつ。
サムネイルでもユーザーを
惹きやすい！

女の子同士で仲良く

ワイワイにぎやかに！

顔出しNGでも撮り方次第で再生数UP！良い例

再生数を上げる方法はこれ!!
自撮り動画の効果をもっと上げたい!!
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サムネイルを選んでいない
明るすぎ or 暗すぎて見にくい
寄りすぎ or 引きすぎて見にくい
スカートをめくるだけ

似ている動画ばかりアップする
同じアングルで動きがない
声もなく風景を撮影しているだけ
手を振るだけ

こんな自撮りじゃ効果が出ないかも…悪い例

サムネイルの変更は簡単！
1. ピンクの変更ボタンを押す
2. 歯車アイコンの変更ボタンを押す
3. サムネイルから選ぶ
たったこれだけ！

極端な例ですが、ほとんどの人が1番を選んだはずです。
自撮り動画もこれと同じように内容が良く撮れてもサムネイルが悪くて見て
もらえないことがあります。 寄りすぎて内容が想像できない 、なにが映っ
ているのかわからない サムネイルも実際に多く見受けられます。
せっかくの自撮りなので多くの人に見てもらえるようにサムネイルにも少し
だけこだわってみてください♪

Q.下の3つの猫の動画のうち、見たくなる動画はどれ？

見たくなる動画も、スルーする動画も サムネイルを必ず見ている はずです！
YouTube等の動画サイトで動画を選ぶ時は何を見て選んでいますか？

自撮り動画はサムネイルが命！決め手

再生数を上げる方法はこれ!!
自撮り動画の効果をもっと上げたい!!
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自撮り動画のルール

動画を無駄にしないためにも

ルールをお守り頂くようお願いいたします。

日頃より皆さまから投稿していただいた動画コンテンツは、延べ
, 件を超える投稿数と成長してまいりました。

閲覧数の増加と共に、日に日にご好評のお声も増え大変うれしく
思います。 

一方で最近、動画内に性器が映り込んでいる動画やモザイク処理
の薄い動画が目立つようになっており、適宜弊社にて対応を行っ
ててきましたが、先日サーバー管理会社から注意勧告を受ける事態
となってしまいました。

以上のことから動画コンテンツ内容のさらなる充実と信用性を高
めるため、チェック体制の強化、及び投稿ルールをお守り頂けな
い動画におきまして事前通達せず対象の動画コンテンツを非表示
とさせて頂きます。
また、投稿ルールに違反している動画が一定数に達しました場合、
新新規投稿機能に限り一定期間の機能停止となります。
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■警告レベル 合計 本の違反で 日間の利用停止(新規投稿停止)

■警告レベル 合計 本の違反で 日間の利用停止(新規投稿停止)

■警告レベル 合計 本の違反で７日間の利用停止(新規投稿停止)

投稿停止の警告レベルは 段階投稿停止
投稿停止日を初日としてカウントし、規定日経過の翌日 :から投稿出来ます。

投最後に違反をした日から 日間の無違反継続で違反カウントのリセットをします。
この期間の間に再度違反動画があるとカウントリセットまでの期間も初期値(日)
に戻ります。投稿停止中は違反回数を保持し、投稿再開後からの測定です。

■無違反 日連続で違反カウントリセット

投稿停止ペナルティも違反動画の本数によってレベルが変動します。
最長で 日間の投稿停止もありますのでご注意下さい。
また、違反動画の本数は女の子一人ひとりではなくお店に在籍する
女の子全員の積み重ね（累積）でのカウントになります。

■違反レベルで投稿停止期間が変動

■DX運営が毎日巡回パトロール
次のページから記載してある投稿ルールを元に毎日巡回パトロールをしています。
ルールをお守り頂けない動画が規定数以上で新規での投稿が出来なくなります。

違反回数が規定数以上で投稿停止違反
ルールを守って投稿しよう！
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一時的にアクセスを集中させる、過度なリロードを繰り返す、などはNG行為です。
不正アクセスを検知したら動画が非表示になるのでご注意を！

■不正アクセス

本番行為はどんな理由があってもNG！
お店どころか女の子自身も警察に捕まってしまう可能性があります。

■本番行為

本番行為や不正アクセスその他

OK

白い水着や下着が濡れて透けて見えているとアウトです！
■局部が透けて見えるもの

アナルの映り込みも禁止です。
シワはOKですが、中心部は映らないようにご注意下さい！

■アナル

ペニス、ヴァギナは絶対厳禁！ワレメや小陰唇もNGなので
ご注意！見つけ次第即削除します！

■性器

性器(ペニス・ヴァギナ)、アナルなど局部露出

（コンテンツ削除）

違反カウントアップ対象
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他者よりクレームがありDX運営にて調査した結果、
上記を侵害していると認められる場合は削除します。
不特定多数の人が映り込んでいる、待機室で撮ったら
後ろに他の女の子が映っていたなどが考えられます。

著作権・肖像権を侵害している動画その他

動画一覧画面を独占するような重複動画は削除対象になります。

連打によって画面を独占している動画多数重複

男性スタッフだけが撮影されている、お店PVとして本人が出ていない、
など本人ではないと確信が取れた場合のみ削除します。

自分自身が一切映っていない動画本人不在

DXおよび他媒体掲載の体験動画を自撮り動画としてアップするのは
NGです。

DX＆他媒体掲載の体験動画の転載動画転載

（コンテンツ削除）

違反カウントアップなし
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ユーザーが

毎日見に来てくれる
動画を投稿しよう！

投稿されたお題と動画の中身が合っていない、お題に相応しくない動画
の場合はお題投稿を解除し、通常の自撮り動画へと移行致します。

お題に沿っていない動画お題

お題「おへそ見せて！」に投稿。 おへそではなく、おっぱいだけが
映っている

例

（コンテンツ削除）

違反カウントアップなし
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モザイク・ぼかし

※濃さはデラックス動画を
　基準とします

※透けている、際まで隠れない
　スタンプはNGです

スタンプ男性との絡み

電マ・おもちゃアナルの皺陰毛

同時投稿機能でこれらの動画をアップすると
他の媒体では削除や違反の対象になる可能性がある
ので注意してください。

投稿できます!!
までことなんこ

の自撮り動画なら…
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