
地方投票
11/2(月)12:00

～11/11(水)24:00

結果発表
11/17(火)12:00

全国投票
11/24(火)12:00

~11/30(月)24:00

結果発表
12/4(金)12:00

店舗様用
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全国ミスヘブン総選挙2020

◆トーナメント特設サイト

●掲載日程

◆ 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る。

・ソープは半額券のみ

・各店無料招待券紹介枠の下部に

″当店ノミネート嬢CHECK“

ボタンが付きます。

※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。 ご了承下さい。

全国大会時も表示します。
そのため全国大会の時は、全国選出のお店以外は非
表示になります。

地方投票
11/2(月)12:00～11/11(水)24:00

中間発表は各社判断。

結果発表
11/17(火)12:00

以降は全国結果発表から遷移。

全国投票
11/24(火)12:00～11/30(月)24:00

結果発表
12/4(金)12:00

次回開催まで全国トップ、各都道府県に特設サイトへの入口を設置。

ノミネートランキング
9/15(火) ～
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ノミネートについて

９/15より、ノミネートランキングページを設置。
詳しくは、P.7へ

◆ノミネートについて

◆注意事項 ※必ずお読みください

・賞金を利用した票集めは禁止とします。

・ノミネートランキングがあるため、キャンセル受付はできません。

・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。

・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2020」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。

※地方予選で、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

◆女の子の登録方法の変更

(ヘブンクイーン同様)

・女の子IDでの登録になります

・写真はプロフィールの1枚目が表示されるようになります
・いままでのような写真登録はなくなりますのでご注意ください

※ローテーション機能によっても画像更新されます

●対象店舗

ヘブンネットに掲載されている店舗様（2020年10月1日時点）

●ノミネートお申し込み

ノミネートランキング付お申込み締め切り 9月14(火)

お申込締切 10月15日(木)
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地方予選について

要項

◆地方予選

投票サイトの部門分けは、各社により異なります。

詳しくは営業担当まで

•1部門30人以上集まる部門になります。

•女の子からの投票は別集計とし、部門関係なくその地方で発表します。

•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。

•地方選は女の子ごとに「投票すると…」の特典を入力できるテキスト枠を用意し

ます。(20文字)

◆全国進出について

•地方予選のユーザー投票数で全国投票へ選出されます。
【6部門 ソープ・ヘルスホテヘル・デリヘル・エステ・人妻・セクキャバ】。
詳しくはP.6へ

•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。

ユーザー投票分

女の子投票分

各部門ごとに10位まで発表

部門関係なく、都道府県・地方単位(予選と同じ単
位)でTOP10～30位を発表予定。

〇〇部門▼位

女の子投票部門 ▼位

女の子から人気殺到！

結果発表のしかた
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令和枠

【令和枠の概要】
・令和枠の女の子もノミネート費は必要です。
・地方投票には参加せずに、各社ごとで展開するバナーや企画などに出演して、地方予選の
応援をしてもらいます。
・地方予選が無くなる為、令和枠を行使するか・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。

【令和枠について】
ランキング上位の女の子は、令和枠が使える場合があります。
(利用できる場合は、営業担当よりご案内いたします。)

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「令和枠」が使えます。
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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.)のどちらにエントリーするか選択できます。

※人妻部門は、基本的にヘブンネットのジャンルで人妻に登録されている店舗しかエントリーでき

ません。なお、それ以外のジャンルで人妻部門にエントリーする場合は各社社長判断にお任せし

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

6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。6つ部門のどれかの部門にエントリーしてください

地方選と同様に、ユーザと女の子からの投票は別集計とします。

女の子からの票は部門関係なく投票が多い上位20位まで発表します。

セクキャバ



ミスヘブン2020ノミネート者数ランキング：概要

全国ミスヘブン総選挙2020で、最も多くの
女の子をノミネートさせたお店の順位を競います。

① 都道府県ごとにランキング30位まで表示。もっと見るで100位まで。

② 9月15日から公開

③ 獲得中はリアルタイムで順位がわかる。

④ 検索結果に「全国ミスヘブン2020ノミネート者〇人」を表示

9月15日から全国トップにバナー設置されます。
各都道府県版トップにバナー設置されます。

NEW

都道府県で
絞り込み可
能

※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。

7

お店検索結果

ノミネート者数ランキング

検索結果に
露出

第一エリアで
も絞込み可



ミスヘブン2020ノミネート者数ランキング PR表示イメージ

※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。

SP版PC版 ◆ PC表示箇所 ◆ SP表示箇所

全国トップ PC

ガイドトップ PC

全国トップ SP

ガイドトップ SP

ページサンプル バナー表示箇所
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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1位～3位の女の子にギフトカード進呈

ギフトカード例）

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。

●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 ノミネートが30人未満の場合

※女の子票部門は、除外します
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ミスヘブン副賞 地方・全国

 地方予選（女の子部門は除外）
➢ ギフトカード

• ノミネート30人以上の部門
• 1位 10,000円
• 2位 5,000円
• 3位 5,000円

• ノミネート30人未満の部門
• 1位 5,000円

 全国本選
➢ ドン・キホーテ商品券

• 全国1位 500,000円
• 全国2位 300,000円
• 全国3位 100,000円

➢ YA-MAN メディリフト（@25,000円）
• 全国1位～20位
• 各部門1位～5位
https://www.ya-man.com/brand/yaman/products/medilift/medi-lift.html

※かぶった場合は1点のみ

https://www.ya-man.com/brand/yaman/products/medilift/medi-lift.html
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全国1位～3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2021年3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



ミスヘブン2020女の子ノミネート：タグ

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絞込が表示されます。

■ノミネート者全員にタグが付きます

※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

＃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。

2019年のものは8月20日に外れます。

※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。

※次回全国総選挙まで

12
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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 全国選挙各部門1位に等身大ポスター進呈。
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総選挙PR表示イメージ

◆ 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。

クリックで大きく表示します。

▼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。

バナー名：【ガイド】【PC】【企画】ガイドトップヘッダー企画バナー(通常ver) バナー名：【ガイド】【PC】【企画】お店を探す検索ページヘッダー

※前年同様。
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総選挙PR表示イメージ ※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

クリックで大きく表示します。

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。

▼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。

バナー名：【ガイド】【PC】【企画】お店ページヘッダーバナー 企画バナー[マイヘブントップバナー](仮)

バナー名：【ガイド】企画【PC】エリアトップ フローティングバナー
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総選挙PR表示イメージ

◆ 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。

バナー名：【ガイド】【SP】 フローティングバナー バナー名：【ガイド】【スマホ】【企画】話題のH特集
内バナー

バナー名：【ガイド】【SP】 ヘブンちゃん

※前年同様。
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総選挙PR表示イメージ

◆ 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

クリックで大きく表示します。

※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。

クリックで大きく表示します。

バナー名：【ガイド】【スマホ】【企画】お店を探す検索ページヘッダー バナー名：【ガイド】【スマホ】【企画】お店ページヘッダーバナー

※前年同様。
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総選挙PR表示イメージ

◆ スマホ表示箇所

▼マイ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。

バナー名：企画【スマホ】 ミスヘブンマイページフローティング
バナー 選択

▼姫デコ（女の子マイページ）

バナー名：【スマホ】女の子マイページバナー

▼ガールズヘブン トップ中段

バナー名：【ガイド】【スマホ】【企画】新着動画下企画
バナー

※前年同様。


