
全国50万人の女の子から
新時代の初代女王を決める！
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年

『頂嬢
』

決戦!!!

全国「ミス駅ちか!」
総選挙2020

エントリー受付
10月15日（木）
～11月10日（火）

地方予選
11月18日（水）
～11月30日（月）

予選結果

12月1日（火）

全国決勝
12月10日（木）
～12月16日（水）

決勝結果

12月18日（金）



全国「ミス駅ちか!」総選挙2020が開催決定

全国「ミス駅ちか!」総選挙2020とは？

全国「ミス駅ちか!」総選挙2020のグランプリには…

全国50万人のNo1を決める年に1度の祭典♪
駅ちかに有料掲載いただいている店舗様に在籍している女の子がエントリー可能となり
全国6エリア/8部門の各部門TOP3までの女の子が全国決勝に進めます（合計144名）！！
全国総合TOP10の発表はもちろん、部門ごとの全国TOP5も発表します!!もちろん部門被りもOK！　　　
※選挙に勝ち進むかどうかは駅ちかユーザーからの投票形式で決定されます！（不正と判断できる投票は無効）

『ミス駅ちか2020』に輝いた女の子には、トロフィー+賞金だけではなく
優勝者特設グラビアページを公開!!駅ちかユーザー全員の注目の的になります♪
また、全国TOP5・全国決勝にて各部門の優勝に輝いた女の子にも賞金を授与しちゃいます！

参加するだけで店舗様への特典満載♪
参加していただいた女の子は開催期間中の地方予選ページ、及び結果発表ページにて
最大約2か月間は総選挙ページに掲載させていただきます。
また、総選挙中は参加店舗のPV数が大幅に伸びるため駅ちか内のランキングにも大きく影響します！

!!

1人の女性に対して、1日1回まで投票可能通常投票 ※毎日0時にリセット
※1IPアドレスにつき1日1回まで投票可駅ちか会員は投票数が2倍に!！

会員限定
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※同一店舗から同じ部門へのエントリーも可能!!そのため、店舗様の得意ジャンルに合わせてエントリーできます！
※おっぱい部門は美乳/巨乳問わずおっぱいに自信のある女の子がエントリー可能です♪
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【受付期間】10月15日（木）～11月10日（火） 終日

全国「ミス駅ちか!」総選挙2020 開催概要

地方予選の開催エリア

開催部門

エントリー受付　（駅ちか有料掲載の店舗様がエントリー可能）

【地方予選】11月18日（水）12:00～11月30日（月）12:00  迄予定
【結果発表】12月1日（火）12:00～ 予定

【全国決勝】12月10日（木）12:00～12月16日（水）12:00  迄予定
【結果発表】12月18日（金）12:00～ 予定

地方予選 ～ 結果発表　（各エリア/部門のTOP3までの合計144名が全国決勝に進出）

全国決勝～ 結果発表　（全国TOP10、各部門TOP5を決める頂嬢決戦）

①デリヘル ②ヘルス/ソープ ③エステ ④人妻・熟女 ⑤お姉さん

⑥ギャル ⑦ロリ ⑧おっぱい

①北海道・東北　②関東　③中部　④関西　⑤中国・四国　⑥九州・沖縄　 合計6エリア

合計8部門
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1

エントリールールについて【1】

1

1

1

全国の各エリアごとに代理店様経由にてエントリーいただけます。

エントリー条件
①集客版の駅ちかに有料掲載いただいている店舗様 1店舗 ID につき1名の女の子が無料でエントリー可能です。

さらに !! 以下のご入稿条件があれば追加でエントリーいただけます！！

・掲載申込がデリヘル店様：求人有料プラン掲載中の店舗様は＋1名エントリー可能
・掲載申込がデリヘル店様以外：求人有料オプション掲載中の店舗は＋1名エントリー可能
協賛店にお申込いただいた店舗様は追加エントリーが可能

②参加する店舗様は駅ちかへのリンクバナーをオフィシャルサイトに設置いただくことが必須条件となります。

※両方に申し込みは不可。10,000円 or 20,000円どちらかのお申込みとなります。

※店舗様より直接のご入稿は承っておりませんのでご了承ください。

※2掲載お申込み頂いてる場合は掲載数×1名までエントリーできます（上限なし / 同一女の子の参加はNGとさせていただきます）

つまり1店舗 IDにつき ...最大5名までエントリー可能 !!

エントリー方法

・協賛金 10,000円（税別）で＋1名エントリー可能
・協賛金 20,000円（税別）で＋3名エントリー可能

求人プラン、またはオプションの掲載で追加エントリーが可能

参加人数が多い程
店舗ページのPV数も大幅UP間違いなし♪
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エントリー例
デリヘル店様のエントリー例
・集客Aプラン + 求人Aプラン + 協賛店（10,000円）⇒ 3名エントリー可能
・集客Sプラン + 求人 Bプラン + 協賛店（20,000円）⇒ 5名エントリー可能
・集客Cプラン + 協賛店（20,000円）⇒ 4名エントリー可能
・集客Aプラン + 求人Cプラン⇒ 2名エントリー可能
・求人Bプラン ⇒ エントリー不可 ( 駅ちか有料掲載がない為 )

箱店のエントリー例

・Aプラン + 求人有料オプション + 協賛店（10,000円）⇒ 3名エントリー可能
・Bプラン + 求人有料オプション + 協賛店（20,000円）⇒ 5名エントリー可能
・Cプラン + 協賛店（20,000円）⇒ 4名エントリー可能
・Aプラン + 求人有料オプション⇒ 2名エントリー可能
※求人有料オプションは「特別待遇枠」「ピックアップ枠」のいずれか

エントリールールについて【2】

最大5名
エントリー可能!!

1店舗IDあたり
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・開催中の得票数 / 順位に関するお問い合わせはお答えできません。ご了承ください。

・地方予選開始後にエントリーした女の子が退店 / 在籍女の子の登録が削除された場合、
　別の女の子にエントリーを変更することはできません。

・エントリーしている女の子の在籍登録が削除された場合、総選挙ページからも自動で削
　除されますのでご注意ください。

・駅ちかへのリンクバナー貼付が確認できない場合、エントリー受付をお断りさせていた
　だく場合がございます。
　「オフィシャルサイトがない」など、貼付できない理由がある場合は代理店様経由でご
　相談ください。

・複数掲載によるエントリー数上限はありませんが、同一女の子の複数参加は NG とさせ
　ていただきます。

・駅ちか集客に有料掲載いただいている店舗様がエントリー対象となります。求人のみ掲
　載店舗様はエントリーできませんのでご了承ください。

エントリーのご注意事項

エントリールールについて【3】
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メリット
01

総選挙へのエントリー人数が追加できます！！
協賛金10,000円申込で+1名、20,000円申込で+3名がエントリー可能♪

メリット
02

総選挙/女の子ページにて豪華なスタンプ付与！
協賛金10,000円申込で『推し嬢』スタンプ！
協賛金20,000円申込で豪華『特嬢』スタンプ！！

メリット
03 協賛店に加入いただいた店舗様は駅ちか店舗ランキングにて加点されます

協賛店に加入する3つの大きなメリット♪
ミス駅ちか総選挙開催にあたり、特別協賛店の募集をさせていただきます。
協賛金は 10,000 円 or  20,000 円（税別）のお申込みにてお受付させていただきます。

駅ちか協賛店を大募集!! 加入するとメリットたくさん♪

総選挙ページからのアクセスや投票は、駅ちか店舗＆女の子ランキングに直結します!!超重要
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※表示させるために最低限必要なサイズは【W240 × H320px】以上となります（画質が粗くなる可能性が高いためご了承ください）

女の子の写真素材について
●ご入稿いただく写真素材は【W600 × H800px】以上のサイズにてご入稿いただけますと幸いです

※例年と異なり、入稿対応させていただいた際の在籍 1 枚目の写真が表示されます
  （開催中に1枚目の写真を変更しても掲載写真は差し変わりません）
※在籍写真の1枚目が以下の注意事項に抵触する場合、写真素材のご入稿をお願いするケースがございます。ご了承ください。

●写真素材のご入稿がない場合は、在籍写真の1枚目をエントリー写真としてお受付いたします

エントリーする女の子の写真素材について

・顔に広範囲なモザイク / ぼかしが入っている写真素材は再入稿をお願いする場合がございます

・過度な範囲で文言挿入がある写真素材は再入稿をお願いする場合がございます

・他媒体などのロゴ挿入があった場合は再入稿をお願いする場合がございます

・広告と捉えられる / イベントや割引情報 / 得票を促す（清き 1 票をお願いします！…など）文言など

  店名 / 女の子の名前以外の挿入は基本 NG とさせていただきます

・地方予選開始後の女の子 / 画像の差し替えはお受付できません。可能な限り初稿で最高の女の子 / 画像をご入稿ください

・駅ちか側でのモザイク / ぼかし加工などの対応はお受付できません。ご了承ください

・小さいサイズでご入稿いただいた場合、切り抜き / リサイズなどの拡大対応なしで掲載させていただく場合がございます

・局部や他店様の誹謗中傷などが映っている写真素材は再入稿をお願いする場合がございます

・アプリを使用した加工 / スタンプなどが目立つ写真素材は再入稿をお願いする場合がございます

その他 写真素材のご注意事項
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全国決勝に進出した女の子の動画素材について

撮影ルールについて
・冒頭で「ミス駅ちか総選挙」と元気よくご挨拶をお願いします。
・動画の時間は10秒～30秒まで !! 短すぎても、長すぎてもNG。
・動画BGMは原則なし !! 撮影現場でのオリジナル音声が入っている動画でお願いします。
・局部や他店様の誹謗中傷などが映っている動画は掲載をお断りさせていただく場合はがございます。
  動画には審査がありますのでご了承ください。

エントリー動画は、以下の撮影向き/横縦比（アスペクト比）のみとさせていただきます！！
※mp4形式で納品いただけますと幸いです。難しい場合は運営にて変換させていただきます。

撮影向き

縦撮り

横縦比

9 :16

縦撮り/横縦比9:16のサイズ例
※（）内はiPhone表記例

…など

iPhoneの設定画面

「設定」メニュー1

アプリ 「写真とカメラ」 or
 「カメラ」 メニュー

2

「ビデオ撮影」メニュー内
で設定

3

iPhoneやアンドロイドのデフォルトの横縦比は9:16です。 デフォルト設定のまま撮影している場合は問題ないとは思いますが、設定を変更している場合や
動画編集ソフトを使用して書き出している場合は比率を合わせてください。　※縦撮りした動画を編集ソフトで横長に書き出した際も不可となります。

注意

Android/AQUOSの設定画面 カメラアプリ 「SNOW」 画面

・ 540x960 ・ 720x1280 (720p) ・ 810x1440 ・ 1080x1920 (1080p)

9 :16 9:16を選択

動画での
PRも
可能に！！

決勝からは決勝からは決勝からは

決勝進
出者の

動画受
付は

12月1日
より開

始！

※予選は写真のみ
でのご参加となります
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ミス駅ちか総選挙を有利に進めるためのマル秘テクニックを大公開しちゃいます♪
総選挙に勝ち抜ける+アクセス増加で店舗ランキングも大幅UP！！

女の子のTwitterなどの
SNSアカウントからハッシュタグ
「#ミス駅ちか総選挙2020」を
付けて発信！発信してもらえたら
駅ちか公式アカウントで
リツイート♪

1.SNSをフル活用

ホームページのニュースや女の子詳細
ページで駅ちか総選挙への参加を
どんどん告知しよう！
もちろんトップページで
お店を挙げて大々的に
宣伝しても良し！

4.公式HPでしっかり告知

スタッフ全員の力を合わせて参加している女の子をミス駅ちかにしよう！
もちろんスタッフの家族•友人•知人、可能な限りの投票数を集めよう！

グランプリ＆入賞者には賞金も♪
ミス駅ちか総選挙を有利に進めて
賞金をGETしよう！

5.最後は人海戦術！スタッフ全員で毎日投票しよう

女の子の写メ日記を利用して
ミス駅ちか総選挙に
参加していることを告知！
写メ日記を見てくれた
ユーザーに投票して
もらおう！

2.写メ日記で告知

速報NEWSなど利用して
駅ちか総選挙に女の子が
参加していることを告知！
初見・リピーターさん問わず
積極的にアピールして
1票でも多く投票数を
稼ごう！

3.駅ちかニュースも活用

総選挙を有利に進める㊙テクニック

女の
子詳

細ペ
ージNews

W ebサイト
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グランプリ＆各部門優勝者へは豪華賞金を授与♪

各部門にも…

¥10,000
1位

¥5,000
2位

全国決勝上位入賞者には…

¥50,000
2位

¥30,000
3位

¥20,000
4位

¥10,000
5位

「ミス駅ちか総選挙」グランプリには…

＋ ＋¥

¥100,000 豪華トロフィー グラビアページ

第１位

もしくは

電子マネー
にて授与‼

Amazon
ギフト券

　　　　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　　　　　　

　
　
　

　
　

　
　
今
年

は
選
べる
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