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＼月間10憶PVを超える日本最大級のローカルクチコミ掲示板／
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1. 爆サイ.comとは？

２

https://bakusai.com/

①地域密着型のクチコミ掲示板
圧倒的な情報量と利便性の高さから地方ユーザーを中心に
絶大な支持を得ています。

＼爆サイ.comのポイント！／

②合計3,900以上の掲示板を保有
100以上のカテゴリが47都道府県別で分かれています。

風俗カテゴリはお店や嬢個人の
クチコミサイトとしても人気！

クチコミ掲示板としては日本最大級！

カテゴリ数 アクセス数

※2021/09/01のデータです
※ランキングはSimilarWebのデータを参照しています※2021/09/01のデータです

爆サイ.comのアクセス数は国内49位、掲示板カテゴリ数において堂々の1位！



2. 爆サイ.comはこんな人が見ています！

３

関東や関西だけでなく、様々な地域カテゴリにも多くのユーザーがいます。
メインユーザーは20代後半～40代で、ナイト系関係者もご利用されています。

※2021年9月現在。Googleアナリティクスのデータを元に作成

https://bakusai.com/
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3. ①エントリープラン

４

大きなバナーサイズによって、集客でも求人でもユーザーへの高い訴求力が見込めます。
各都道府県の「風俗」「メンエス」掲示板に掲載されるお得なプラン！

■メニュー名 エントリープラン

■掲載料金（税別） ¥30,000 ¥50,000
■想定配信数 600,000 imp 1,000,000 imp

■掲載カテゴリ 風俗掲示板、メンエス・回春マッサージ掲示板

■掲載エリア 各都道府県（掲載前に1つ選択）

■配信デバイス スマートフォンのみ

■配信期間 1ヶ月間

■原稿仕様
300 × 250 pix、80KB以内、GIFバナー（静止画可）
※アニメーションは3ループ以内 （無限ループ不可）
※原稿の変更は月3回まで

■掲載対象 集客 or 求人どちらでも掲載可

■備考

・同枠内ではネットワーク広告が表示されます
・進捗レポートの提出はございません
・予算に応じて配信数の増量が可能です 
・届出確認書（風俗店）or 誓約書（メンエス店）の提出が必要です

成人カテゴリ

■風俗掲示板
■メンエス・回春マッサージ掲示板
■ホスト掲示板
■お水掲示板
■パチスロ掲示板
■出会い系掲示板
■不良・族掲示板
■R18掲示板
■ギャンブル掲示板
■風俗求人掲示板
■お水・ホスト求人掲示板
■LGBT掲示板

掲載対象カテゴリ
(成人向掲示板)

https://bakusai.com/



3. ①エントリープラン（掲載箇所）

５

TOPページ 地域別TOPページ 掲示板一覧ページ スレッド一覧ページ

ＡＤ

レス一覧ページ

赤い箇所に広告が出ます。（スレッド・レス一覧ページ）

https://bakusai.com/



3. ②風俗VIP枠

６

■メニュー名 風俗VIP枠

■掲載料金（税別） ¥30,000 ¥50,000
■掲載エリア 右記以外の各都道府県 東京・大阪・福岡

■掲示板 「風俗・お店」掲示板のレス一覧ページ（右の赤枠参照）

■原稿仕様
300 × 250 pix、80KB以内、GIFバナー（静止画可）
※アニメーションは3ループ以内（無限ループ不可）
※原稿の変更は月3回まで

■配信デバイス スマートフォン

■掲載期間 1ヶ月間

■掲載対象 集客 or 求人どちらでも掲載可

■特徴

・同枠内ではネットワーク広告が表示されません
・枠数は状況に応じて変更になる場合がございます
・掲載は風俗店（店舗型・無店舗型）が対象で1枠につき1店舗です  
・グループ店は店舗ごとの掲載となります 
・進捗レポートの提出はございません
・掲載にあたり届出確認書の提出が必要です

各都道府県の「風俗・お店」掲示板のみに絞った特別枠です。
レス一覧ページに大きなバナーを使ってユーザーに訴求できるため、
風俗店様にとって非常に高いブランディング効果が期待できます。

レス一覧ページ

https://bakusai.com/



3. ②風俗VIP枠（掲載箇所）
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TOPページ 地域別TOPページ 掲示板一覧ページ スレッド一覧ページ レス一覧ページ

赤い箇所に広告が出ます。（「風俗・お店」掲示板のレス一覧ページ）

https://bakusai.com/



3. ③メンエスVIP枠
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■メニュー名 メンエスVIP枠

■掲載料金（税別） ¥20,000 ¥30,000
■掲載エリア 各都道府県（大阪以外） 大阪

■掲示板 「メンエス・お店」掲示板のレス一覧ページ（右の赤枠参照）

■原稿仕様
300 × 250 pix、80KB以内、GIFバナー（静止画可）
※アニメーションは3ループ以内（無限ループ不可）
※原稿の変更は月3回まで

■配信デバイス スマートフォン

■掲載期間 1ヶ月間

■掲載対象 集客 or 求人どちらでも掲載可

■特徴

・同枠内ではネットワーク広告が表示されません
・枠数は状況に応じて変更になる場合がございます
・掲載はメンエス店が対象で1枠につき1店舗です 
・グループ店は店舗ごとの掲載となります
・進捗レポートの提出はございません
・各種法令に違反していない旨の誓約書の提出が必要となります

各都道府県の「メンエス・お店」掲示板のみに絞った特別枠です。
レス一覧ページに大きなバナーを使ってユーザーに訴求できるため、
メンエス店様にとって非常に高いブランディング効果が期待できます。

レス一覧ページ

https://bakusai.com/



3. ③メンエスVIP枠（掲載箇所）

TOPページ 地域別TOPページ 掲示板一覧ページ スレッド一覧ページ レス一覧ページ

赤い箇所に広告が出ます。（「メンエス・お店」掲示板のレス一覧ページ）

９
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4. 長期掲載特別プラン
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長期でお申込みいただくと掲載料金がお得になります！

※掲載料金は全て税別表記です。

通常価格よりもお得な料金で掲載したい店舗様にオススメです。

メニュー名 単月 3ヶ月 6ヶ月

風俗VIP枠 ¥30,000 ¥81,000 ¥144,000

風俗VIP枠
(東京・大阪・福岡)

¥50,000 ¥135,000 ¥240,000

メンエスVIP枠 ¥20,000 ¥54,000 ¥96,000

メンエスVIP枠
(大阪)

¥30,000 ¥81,000 ¥144,000

エントリープラン ¥30,000 ¥81,000 ¥144,000

【備考】
※お支払いは掲載前に一括入金となります。

※掲載途中での解約および返金はできません。

¥9,000お得！

¥15,000お得！

¥6,000お得！

¥9,000お得！

¥9,000お得！

¥36,000お得！

¥60,000お得！

¥36,000お得！

¥36,000お得！

¥24,000お得！

10%
OFF

20%
OFF



5. Q&A ①

掲載までの流れについて教えてください。
掲載開始は毎月1日からとなっております。以下の3点を遅くとも入稿開始前日（土日祝の場合は月内の平日）までに行う必要がございます。
・届出確認書（風俗店）、誓約書（メンズエステ店）の提出
・バナー入稿（クリエイティブ審査あり）
・前入金

掲載料金を1ヶ月分満額を支払うので、月途中からの掲載は可能ですか？
可能です。ただし届出確認書 or 誓約書の提出、バナー入稿を行っていただき、入金確認まで全てを終えた後からの配信開始となります。

Q

A

Q

店舗の所在地と異なる都道府県に掲載することは可能ですか？
可能です。

Q

A

1店舗で1つの都道府県に2つ以上の枠を掲載することは可能ですか？
可能です。実際に集客と求人を別枠としてご掲載いただいている店舗様もいらっしゃいます。

Q

A

1店舗で複数の都道府県に掲載することは可能ですか？
可能です。所在地のある都道府県だけでなく、近隣の都道府県からも集客や求人を希望される店舗様にオススメです。

Q

A

A

出張エステ（回春エステ）でメンエスVIP枠に掲載することは可能ですか？
風俗店は風俗VIP枠のみ掲載が可能となっております。（メンエスVIP枠への掲載は不可）

Q

A
メンズエステ掲示板への掲載を希望される場合は、エントリープランをオススメしております。

１１
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5. Q&A ②

１２

バナーの仕様「アニメーションは3ループ以内」というのを詳しく教えてください。
アニメーションの表現は動きや点滅など基本的に自由であり、コマ数などの制限もございません。（容量は80KB以内） 
ただしアニメーションの区切りを1ループとし、3ループ以内で止めていただくことがルールです。（無限ループは不可）

風俗VIP枠とエントリープランの違いは何ですか？
主な違いは風俗VIP枠は掲載店舗の広告のみ表示されるのに対して、エントリープランは他ジャンルの広告も掲載されます。 
一方で掲載料金は同じですが、エントリープランは風俗VIP枠よりも表示回数が多く設定されています。

Q

A

Q

VIP枠の満稿エリアの枠が空いた場合、先に案内してもらうことはできますか？
満稿のエリアにつきましては予約を受け付けております。予約の際に店舗名をお伝えください。枠が空いた際にはご予約いただいた店舗様を優先して
ご案内させていただきます。ただし空き枠に対して予約数が上回った場合には抽選となります。（先着順ではありません）

Q

A

掲載途中にバナーを変更することは可能ですか？
掲載途中のバナー変更は可能です。ただし変更は月に3回までとなっております。 
また変更の度にクリエイティブ審査があるため、即日対応ができない場合がございますので予めご了承ください。

Q

A

バナーで掲載ができない表現はありますか？
性器（モザイク・ボカシを含む）、性行為を助長するもの、児童ポルノなどは全てNGとなっております。 
またメディア側によるクリエイティブ審査が入稿の度にございます。

Q

A

A

https://bakusai.com/



6. 掲載規約
■本サービスに広告掲載を希望される場合、まず初めに掲載可否をお問い合わせ下さい。
お問い合わせの際には「運営会社名」「サイト名」「サイトのジャンル」「会員登録の有
無」「同時登録の有無」「課金方法」「自動課金の有無」をご明記の上、ご連絡頂きます
ようお願い致します。

■配信開始後でありましても、弊社掲載基準に満たないサイトであることが発覚した場合
には、配信を中止させて頂きます。その場合に掲載料金の返金は出来ませんのでご了承下
さい。

■当社は本サービス提供の為に最善を期しますが、停電・天災などの不可抗力、各通信会
社・各プロバイダー会社側の都合、その他予期せぬトラフィックの低下などの理由によ
り、本サービスの提供が適正に行われないことがあります。上記理由で本サービスが適正
に行われないことにより、申込者に損害が生じたとしても、当社は一切責任を負わず、免
責されるものとします。また、如何なる理由に関わらず、既に支払われている全ての料金
に対し、返金の義務は一切ないものと致します。

■本資料に関しまして記載されている内容は予告なしに改定されることがあります。

■掲載基準･料金･箇所･並び等に関しましても、随時基準見直しを予定しております。

■以下に該当する広告の掲載は、お断りさせて頂きます。
　　・広告自体の責任所在が明確でない場合。
　　・公序良俗に反するもの、またはその可能性のあるもの。
　　・犯罪を誘発する恐れや事件性に関わりのあるもの。
　　・社会秩序を乱す表現のようなコンテンツ内容を含むもの。
　　・本人の意思に関係なく他媒体への同時登録を行なうもの。
　　・本人の意思に関係なく課金が発生されるもの。
　　・ねずみ講、マルチビジネス等、マルチ商法に関わるもの。
　　・犯罪を誘発する恐れや事件性に関わりのあるもの。
　　・本サービスと類似性の高い、競合にあたるもの。
　　・本サービスの運営・信頼を妨げるもの。
　　・法律法令等に反するもの、またその可能性のあるもの。
　　・個人情報、画像、及び商標、著作物などを無断で利用しているもの。
　　・第三者に対し不利益を与え、財産、プライバシーを侵害するもの。
　　・その他、当サイトが適切でないと判断した全てのもの。

■以下に該当する広告の入稿は、お断りさせて頂きます。
　　・本サービスのコンテンツを模したもの。
　　・広告領域が不明瞭なもの。
　　・ユーザーの誤動作を誘発する恐れのあるもの。
　　・ユーザーの意図しないサイトへ誘引するもの。
　　・原稿仕様に該当しない広告全てのもの。

入稿について
入稿締切　　　月初開始・・・配信開始3営業日前 
　　　　　　　月中開始・・・営業時間内即時対応 

入稿時にはメール本文に発注内容、掲載原稿、掲載URLを
記載または添付頂きますようお願いします。

原稿変更について
17時までのご連絡にて2営業日内対応とさせて頂きます。 
17時以降の原稿変更依頼については、即日変更の保証が出
来ませんのでご注意下さい。 
また原稿の変更は月3回までとなります。 

変更依頼についても、入稿時同様、メール本文に発注内
容、掲載原稿、掲載URLを記載または添付頂きますようお
願いします。

広告掲載に関する問合せ

１３
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