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ミス駅ちか総選挙 2021開幕のお知らせミス駅ちか総選挙 2021開幕のお知らせ

全国50万人のキャストのNo.1を決める年に1度の祭典!!
年末の恒例【ミス駅ちか総選挙】を開催します!!

今年はあの『高収入求人バニラ』と超大型コラボ企画も決定!!
例年以上の大盤振る舞い＆大盛り上がりをお約束します♪

さらに今年はメンズエステ店様限定の戦いも別途ご用意しています!!

等々...今年のミス駅ちか総選挙は例年とは違います!
様々な仕掛けをご用意しておりますので是非ご参加下さい!!

概要

例年とは一味も二味も違う…？！

バニラコラボ賞金・副賞の大幅ＵＰ

参加女性全員へのプレゼント



総合優勝

300,000円賞金
¥

駅ちかグラビア・バニラインタビュー
※副賞はそれぞれのサイトにて特設ページを予定しております。

賞金・特典が昨年迄よりも大幅パワーUP！！賞金・特典が昨年迄よりも大幅パワーUP！！

副賞
総合入賞

100,000円 70,000円賞金

150,000円賞金
女の子得票数1位の女の子を表彰

2位 賞金3位
50,000円 30,000円賞金4位 賞金5位

バニラ特別賞

NEXT 参加者全員に最大5万円をプレゼント!?

※部門賞は総合賞と重複贈呈

部門賞(メンズエステ)

70,000円 50,000円賞金2位 賞金3位

部門賞(その他)

20,000円 10,000円賞金1位

100,000円賞金1位

賞金2位

30,000円 20,000円賞金4位 賞金5位

バニラコラボを記念して昨年から

バニラコラボを記念して昨年から賞金予算倍増!!
賞金予算倍増!!



ミス駅ちか参加者全員にプレゼント！！ミス駅ちか参加者全員にプレゼント！！

ミス駅ちか！総選挙2021へご参加いただく全ての女の子に...

駅ちかの女の子マイページにてAmazonギフトコードを直接お渡し！ 参加する女の子のマイページに
「申請する」ボタンをタップすると、Amazonギフトコードが発行されます♪
また、参加する女の子でまだ女の子マイページの発行をされていない方は

駅ちか側で登録用URLを一括発行させて頂きます！ 
※Amazonギフト申請〆切

Amazonギフトを必ずプレゼント♪
500円or50,000円のAmazonギフトを贈呈します!!
駅ちかからの参加御礼金をぜひお受け取りください!

駅ちか総選挙 / メンエス駅ちか総選挙へ参加してくれる女の子に超朗報

受取方法は超カンタン！！

超
重要

NEXT 駅ちか女の子マイページとは？

 【1回目】11/25(木)  【2回目】12/15(水)



駅ちか女の子マイページが熱い！！駅ちか女の子マイページが熱い！！

駅ちか女の子マイページとは？..
写メ/動画日記を投稿したり、自身の掲載状態を確認する事が出来ます♪
駅ちか内でキャスト様毎にご用意してる専用マイページのことです。

女の子マイぺージでミス駅ちか総選挙を優位に運ぶ四箇条

女の子マイページ内に設置された申請ボタンより
参加者全員に配られるAmzonギフトを受け取ろう♪
※500円or50,000円のランダム抽選です

参加御祝い金をGET出来る！！その壱

ミス駅ちか総選挙ページにて上位表示されやすくなります！！
女の子マイページを利用することで、ページを見ている
ユーザーの反響を呼び込みやすくなること間違いなし！！

女の子マイページから日記投稿すると！その弐

女の子マイページに設置されるナビゲーションで
総選挙ページの各エリアにダイレクトでアクセス
できちゃいます♪

ミス駅ちか総選挙ページへの楽ちんアクセス♪その参

Twitter、LINE、Facebookに拡散投稿できるボタンを
設置！ユーザーや周りの女の子たち、スタッフさんにすぐに
拡散できます♪

SNSボタンの設置で簡単に拡散できる!!その四

NEXT ミス駅ちか総選挙のエントリー詳細



ミス駅ちか総選挙エントリーについてミス駅ちか総選挙エントリーについて

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!!

10/14(木)～11/9(火) 終日 厳守

エントリー条件

エントリー受付

参加女性毎にご希望のジャンル
①デリヘル　②ヘルス/ソープ　③人妻・熟女　④お姉さん　⑤ギャル　⑥ロリ　⑦おっぱい

をお選び頂き担当代理店様宛にご連絡頂けますようお願い致します。
※一般メンズエステ店様は【メンズエステ】のみにエントリーが可能です。

エントリー方法

・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
・他業種店様：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

　・協賛金11,000円（税込）で＋1名エントリー可能
　・協賛金22,000円（税込）で＋3名エントリー可能

※メンズエステ博多・中洲に掲載中の店舗様はデリヘル店様と同様となります。

エントリー人数
1店舗様

最大

5名まで

NEXT 協賛金とは…？



協賛店申込みについて協賛店申込みについて

ミス駅ちか総選挙開催にあたり、今年も特別協賛店の募集をさせていただきます。
協賛金は11,000円or22,000円（税込）のお申込みにてお受付させていただきます。

協賛金11,000円申込で+1名、22,000円申込で+3名がエントリー可能♪

総選挙へのエントリー人数が追加できます！！特典１

協賛金11,000円申込で『推し』スタンプ！
協賛金22,000円申込で豪華『神推し』スタンプ！

総選挙/女の子ページにて豪華なスタンプ付与！！特典2

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！

店舗ランキングへの加点特典3

高収入求人バニラのサイト内にて特集ページ「集客力のあるお店」として露出！！

バニラの特集ページで掲載特典4

NEXT バニラの特集ページとは？

概要

協賛店特典



協賛店限定 バニラ特集ページ協賛店限定 バニラ特集ページ

協賛金を頂けた店舗様のみ限定・バニラで特集ページを組み

「集客力のあるお店」として露出！！

２万円協賛店（ランダム）
＞1万円協賛店（ランダム）

グランプリ店舗
・バニラ特別賞店舗は
全国表示・都道府県絞り込み時
ともに上部へ固定表示

一覧表示順

※デザインはイメージです

※一覧ページへの掲載は、バニラへの掲載と
  駅ちか⇔バニラのアカウントを連携している店舗様のみとなります。
※連携に関しては代理店様に御連絡ください。

導線 ： INDEX上部 導線 ： 都道府県TOP上部

NEXT エントリー時の注意点について

グランプリ決定後



エントリー注意事項についてエントリー注意事項について

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。

1

注意事項

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。

2

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。
メンズエステ業種様の場合、メンズリラクバナー設置での代替も可能で御座います。
「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。

3

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。

4

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。

5

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。6

NEXT 女の子写真素材について



エントリーする女の子の写真素材について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

●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
※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）

●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
※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。

女の子の写真素材について

NEXT ミス駅ちか総選挙の大会ルール



大会ルールについて大会ルールについて

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・バニラ内のランキングにも大きく影響します！

参加するだけでこんなに違う！

総選挙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）

風俗店様：全国6エリア/ 7ジャンル(部門)の各部門TOP3までの女の子が全国決勝 
メンズエステ店様：全国6エリア/各エリアのTOP3までの女の子が全国決勝
開催エリア　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

さらに！！ 決勝からは会員様限定のオリジナル動画でもアピールできるようになります♪

ルール

NEXT 決勝に進んだ女性には...!?



決勝進出女性について決勝進出女性について

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。

※予選は写真のみでのご参加となります。

撮影動画ルール

決勝に進まれた女の子に関しては、会員限定動画を掲載・表示する予定です。
総選挙ページの該当女の子に会員限定動画ボタンが設置されます。
対象者様に関しては、決勝進出が決定されましたら、ご連絡させて頂きますのでご対応をお願い致します。

会員限定動画は、以下の撮影向き/ 横縦比（アスペクト比）のみ
縦撮り/横縦比9：16のサイズ例：
・ 540x960 ・ 720x1280 (720p) ・ 810x1440 ・ 1080x1920 (1080p)など。

決勝ー駅ちか会員限定動画について

NEXT ミス駅ちかプロモーションについて①



ミス駅ちか総選挙 プロモーション①ミス駅ちか総選挙 プロモーション①

総選挙の概要や魅力を動画でご紹介♪女の子がみんな
参加したくなっちゃうかも！？

プロモーションビデオも大公開！！

【公式】駅ちか！人気ランキング/公式｜バニラTwitterアカウントにて
Amazonギフト券が貰えるキャンペーンを開催予定♪

コラボを記念してSNSキャンペーンも開催♪

今年は記念すべきバニラコラボ元年!!
キービジュアル【駅ちか！×ＶＡＮＩＬＬＡ】

事前告知ページで大々的にアプローチ！！

ページイメージ

NEXT ミス駅ちかプロモーションについて②



ミス駅ちか総選挙 プロモーション②ミス駅ちか総選挙 プロモーション②

求人サイト「VANILLA（バニラ）」とのコラボ開催を記念して
駅ちか・バニラ公式Twitterアカウントで
総選挙拡散キャンペーンを実施♪

両公式アカウントを
フォロー＆キャンペーンツイートをリツイートをしてくれた方を
対象にAmazonギフトが当たるキャンペーンを実施します！！

なんと配布金額は総額30万円以上!!

開催日時等の詳細は公式Twitterにて随時発信予定♪
お見逃しなく！

駅ちか！人気ランキング @ekichika_net公式

高収入求人情報 バニラ @vanilla_qzinCP公式

SNSキャンペーンで全国のユーザーにアプローチ！！

Twitterの駅ちか・バニラ公式アカウントにてフォロー＆引用ツイートキャンペーンを実施！！

NEXT ミス駅ちかプロモーションについて③



ミス駅ちか総選挙 プロモーション③ミス駅ちか総選挙 プロモーション③

全国TOP エリアページ メニュー画面（SPのみ） ユーザー会員ページ

事前告知から決勝終了までほぼ全ページにて動線バナーを設置

駅ちかサイトにてPV数の高いページに余すことなく動線バナーが表示されます！！

NEXT ユーザー様向け限定コンテンツも⁉



会員ユーザー限定の投票数/機能について会員ユーザー限定の投票数/機能について

会員限定の激アツ動画で反響に繋げられる♪
駅ちかだけしか見られないオリジナルコンテンツで　
会員ユーザーへアプローチすることができます！

全国決勝から【会員限定のオリジナル動画】を公開！！

なんと…！会員ログインした状態で駅ちか総選挙の
投票をすると投票数が2倍で投票できちゃいます！
ユーザーに向けて会員登録を促せた女性がNo.1頂嬢
への近道！？

ログイン状態で投票すると【投票数】が２倍に！！
マイページにログインするだけ

NEW

NEXT 最後に…



運営からのお知らせ運営からのお知らせ

その他ご不明点・ご質問等が御座いましたら
ご担当代理店様までご連絡頂けますよう

お願い申し上げます

今年のミス駅ちか総選挙は
バニラと大型コラボ企画を実施します!

参加者の女性には全員分のプレゼントもご用意♪
上位入賞者様には去年の倍以上の賞金・副賞も!!
また、参加の有無は駅ちか・バニラの双方の
ランキングにも影響が御座います。

有料店舗様であれば
無料でエントリー可能ですので
奮ってご参加ください!!


