
店舗様用

地方予選
投票

11/1(月)12:00
～11/10(水)23:59

結果発表
11/16(火)12:00
～11/24(水)11:59

告知
10/1(金)12:00

全国本選
投票

11/24(水)12:00
～11/30(火)23:59

結果発表
12/6(月)12:00
～2022/2末
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• ヘブンネットとガールズヘブンの検索結果表示順に優遇措置が与

えられ、通常よりも上に表示される（ノミネート人数により優遇措置の強

弱が変わる）※詳細は次ページ

• ノミネート時にはノミネートアイコンも表示

• プロフィールページに結果発表バナー設置(各部門1位～10位)

• 上位キャストには豪華副賞、在籍店舗様にはアイコン画像配布

• 投票したユーザーには店舗で利用できる割引券を抽選で配布

• 割引券を使用された店舗は翌月以降の掲載料から割引券分

を値引

◆概要

●掲載日程

地方予選 投票期間
11/1（月）12:00 ～ 11/10（水）23:59

地方予選 結果発表
11/16（火）12:00 ～ 11/24（水）11:59

◆各種特典

告知期間
10/1（金）12:00 ～ 2022/2月末

◆開催スケジュール

⚫ ノミネート費用 20,000円+税（2名～)

⚫ 地方予選の部門名は各地域で異なる
⚫ 全国本選は部門別に加えて総合順位も発表
⚫ 各部門1位～10位までアイコン表示（発表は20位まで）

⚫ 副賞有り（キャスト向けとユーザー向けの2種類）

全国本選 投票期間
11/24（水）12:00 ～ 11/30（火）23:59

全国本選 結果発表
12/6（月）12:00 ～



⚫ 検索優位特典

【参戦人数特典】として投票期間中、エントリー人数

が多い店舗様の検索優先順位が上がります。

⚫ 5名以上エントリーした店舗様が対象となります。

5名以上10名未満のエントリー人数の店舗様は、掲載

枠が同ランクの他店舗より検索順位が上位となります。

10名以上エントリーした店舗様はさらに検索順位が上

位となります。

【適用期間】

地方予選投票期間中 11/1(月)12:00 ～ 11/10(水)11:59

全国本選投票期間中 11/24(水)12:00 ～ 11/30(火)11:59

※ガールズヘブンにも出稿いただいている店舗様は、ガール
ズヘブンの検索順位にも、検索優位特典が適用されます（
詳細は次ページ）

ミスヘブン総選挙2021
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◆エントリー特典



さらに！15名以上エントリーすると
ガールズヘブンにもバナーが露出します！

シティヘブンネット検索結果

「ミスヘブン多数輩出優良店」

ガールズヘブン検索結果

「みんなの推しが集まるお店」

ミスヘブン総選挙2021
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表示期間：11月1日～2月末まで



今年も告知開始と同時に「
ノミネート者数ランキング」
を公開します！

エントリー人数が多いお店を
全国ランキングとして表示。

各エリアのトップページに入り
口を設置します

全国に向けて「多くのノミネー
ト嬢が在席している」という相
対的なアピールができます！

表示期間：10月1日～2月末まで

ミスヘブン総選挙2021
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【団体戦！部門を新設】 最多得票ショップ部門
結果発表時にお店の総得票数をランキング形式で発表！
もっとも栄誉ある部門として最上位に表示されるほか、

この部門のみ姫デコ内やガールズヘブンのマイページにも掲出されます！

女の子が獲得した票の合計でお店をランキ
ング。

エース不在でもエントリー人数次第でお店の
総合力を示すことができるほか、

ミスヘブン地方予選で最も栄誉ある名伯楽
としてお店の存在感をアピールできます。

また、この部門の結果のみ姫デコ内およびガ
ールズヘブンのマイページにも露出するため
、上位に入れば求人効果も期待できます。

※5名以上エントリーしたお店のみ対象とな
ります

ミスヘブン総選挙2021
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表示期間：11月16日～1月末まで
※表示イメージ

最多得票ショップ部門ラ
ンキング

ノミネート者数ランキン
グ

最多得票ショップ部門ラ
ンキング

ノミネート者数ランキン
グ

ガールズヘブン:

マイページ
ヘブン：姫デコ



◆地方予選 投票

⚫ 部門名は自由ですが、最大で11部門までとなります

⚫ 店舗ごとにエントリーするキャストは、同じ部門でも異なった部門でも構いません

⚫ 女の子票は、ユーザー票と分けて部門関係なく地域総合で集計します。

⚫ 全国本選への出場条件は

●30人未満の部門は1位のみ ●30人以上の部門は上位3名まで

●50名以上の部門は上位5名まで ●100名以上の部門は上位10名まで

地方部門

※発表される順位数は部門ごとに異なる場合があります。

※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。

◆結果発表

部門により5位～30位 まで順位発表

●順位発表

規約

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しでの地域総合順位のみ、投票が多い20位まで

発表します。
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①満足して帰って欲しい！性格のいい娘部門

必ずいずれかの部門にはエントリーは必須となります

②サービスに自信ありです！リピート必至部門

③見た目だけでも満足！ルックス部門

④鍵付きこそ必見！動画写メ日記部門※動画日記を投稿している女性

⑤ミセスヘブン（人妻）部門※ジャンルが人妻のお店限定

⑥巨乳部門※Dカップ以上の女性

⑦スレンダー部門※スレンダーな女性

⑧コスプレ部門※プロフィール1枚目がコスプレしている女性

⑨匠の技巧(エステ、SM、M性感)部門※業種/ジャンルがエステ、SM、M性感

⑩セクキャバ部門※業種がセクキャバのお店

⑪特別部門:激安部門
※ジャンルが激安のお店。ソープのお店は全国大会ではソープ部門になります。



◆全国本選 投票

⚫ 全国では以下の8部門となります

⚫ 店舗ごとにエントリーするキャストは、同じ部門でも異なった部門でも構いません

⚫ 女の子票は、ユーザー票と分けて部門関係なく総合で集計します。

⚫ 激安部門はソープは参加不可

ソープ

ヘルスホテヘル

デリヘル

エステ

人妻

全国部門（統一）

※各部門ごとに10位まで順位を発表します。

※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。

◆結果発表

各部門10位 まで順位発表

●順位発表

規約

必ずいずれかの部門にはエントリーは必須となります

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総合順位のみ、投票が多い30位まで発表します。

セクキャバ
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SM・M性感・オナクラ

激安



バナー例）

各地域ごと 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位

部門表彰
〇〇部
門
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◆特典1 上位入賞者にオリジナルアイコン配布（10位まで）

◆特典2 プロフページに結果バナー設置（10位まで） ◆特典3 結果発表特設サイトを公開

⚫ 補足

エントリー時には、女の子に

「ノミネートアイコン」が付けられます

新人ヘブンクイーン決定戦
北海道エリア

新人ヘブンクイーン決定戦
東京エリア

新人ヘブンクイーン決定戦
関西エリア

新人ヘブンクイーン決定戦
九州エリア

表示期間：12月6日～次回総選挙まで
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ミスヘブン総選挙2021

注意事項：商品券などを利用した投票について

公平性を期すため賞品・賞金を利用した票集めは、

票をお金で買う行為とみなし禁止します。

TwitterなどのSNS上で賞金やそれに準ずる商品、

無料招待券の配布などと引き換えに投票を促す行為

が確認できた場合は、その期間の票をさかのぼって無

効とさせていただきます。

また、これらの行為を推奨する代行業者も横行してお

りますが、利用が発覚した場合はお店全体の票を無

効とします。

※ヘブンネット内やオフィシャルホームページ、店頭でのイベントや企画

は規制の対象に該当しません
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◆副賞 （女の子向け）

ドン・キホーテ商品券

複数入賞された方に重複して贈呈されません。より高額な副賞を獲得されたほうが優先されます。

ドン・キホーテ商品券

50万円分

各部門 1位～3位

ドン・キホーテ商品券

1位 5万円分
2位 3万円分
3位 1万円分

女の子投票 1位～5位

全国総合
1位

ドン・キホーテ商品券全国総合
2位

30万円分
ドン・キホーテ商品券全国総合

3位

10万円分

ドン・キホーテ商品券

１万円分

地方予選各部門 1位

全国総合1位 全国総合2位 全国総合3位

1位 5万円分 2位 4万円分
3位 3万円分 4位 2万円分
5位 1万円分

ミスヘブン総選挙2021
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◆副賞 （ユーザー、店舗様向け）

ミスヘブン総選挙2021
特別割引券
¥10,000.-

⚫ SMS会員に対して、風俗店で利用できる1万円分の割
引券を進呈

※1 全国招待状をお渡しする際に協賛の可否を伺います。

・ユーザーは、ミスヘブン総選挙2021全国本選出場店舗にて利用可能です。

・10,000円未満でも利用可能ですが、お釣りは出ません。

・利用を受けた店舗様は、弊社担当の営業もしくは活用促進担当に割引券

を渡してください。

・翌月以降の掲載料金から、受け取った割引券分を差し引かせていただきます。

・当選者発表は12月10日。チケットは差出人「CHN運営事務局」で郵送しま

す。

・割引券の使用期限は1月17日～3月31日までとなります

⚫ 利用可能店舗

ミスヘブン総選挙2021の全国本選出場店舗※1

配布対象

ミスヘブン総選挙2021に投票してくれたSNS会員で

投票回数上位1万人から抽選

⚫ 配布人数

抽選で200名



⚫ 期間中、ハッシュタグ「#ミスヘブン2021」をつけ

て【動画】で自己PR（声あり）しているツイートを

RTで拡散応援

※チェックは細かくしますが、漏れてしまう場合もありますのでご了承ください。
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◆Twitterによるプロモーション ◆副賞

ミスヘブン総選挙2021

⚫ エントリー嬢の写真を集めたオリジナルPRムービー

を製作し、YouTubeやTwitterで拡散

⚫ 結果発表後は上位入賞者へ取材し、インタビュー

動画を製作

◆その他プロモーション
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ミスヘブン総選挙2021

◆結果発表特設サイトPR箇所および期間（全国）

※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。

▼PC版 ▼スマホ版

⚫ 年齢認証ページ：次回の総選挙まで掲出
⚫ 全国トップ：次回の総選挙まで掲出
⚫ 各エリア：最低でも2月末まで掲出

⚫ 年齢認証ページ：次回の総選挙まで掲出
⚫ 全国トップ：次回の総選挙まで掲出
⚫ 各エリア：最低でも2月末まで掲出
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総選挙PR表示イメージ（○○エリア）

▼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

ミスヘブン総選挙2021

◆PR PC表示箇所（結果発表後少なくとも3ヶ月は掲出してください）
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▼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 【ガイド】【PC】企画用(マイヘブントップ企画バナー)

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

ミスヘブン総選挙2021

◆PR PC表示箇所（結果発表後少なくとも3ヶ月は掲出してください）
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▼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

※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

結果発表
だよ

ミスヘブン総選挙2021

◆PR スマホ表示箇所（結果発表後少なくとも3ヶ月は掲出してください） ※告知期間・開催中・結果発表中のみ表示
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▼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

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

ミスヘブン総選挙2021

◆PR スマホ表示箇所（結果発表後少なくとも3ヶ月は掲出してください）

※開催中・結果発表中のみ表示
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▼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】上段ワイドバナー

ミスヘブン総選挙2021

◆PR スマホ表示箇所（結果発表後少なくとも3ヶ月は掲出してください）
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ミスヘブン総選挙2021

◆PR スマホ表示箇所（結果発表後少なくとも3ヶ月は掲出してください）

※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】ライトジャックバナー
バナー名： 【ガイド】【PC】レフトジャックバナー

▼ライト・レフトジャックバナー ▼PCフローティングバナー


