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アップステージとは風俗店やキャバクラ店な
ど、大手求人サイトでは中々、人材確保が難
しい男性スタッフに着目し、10年以上ご愛顧
いただいている求人サイトです。

元気で明るい人材をお客様の元へご紹介し、
クライアント様が業務運営での大きな成果を
得て頂く為に日々努力しております！！！！

店舗運営には欠かせない！「男性求人」を強力にサポートします！

こんな風に

思って
いませんか？

★今、掲載しているこの求人は効果があるのか？

★この料金は高くないか？

★色々融通が利かない

★何か良い男性求人媒体は無いか？

「スポーツ新聞に求人を打ったけど、若者がまったく応募してこない…」

「みんなが直ぐ辞めてしまう」
「仕事はいっぱい有るのに人手がまったく足りない」

男性スタッフがなかなか集まらなくてお困りではございませんか？

店舗運営に悩みは付き物

そもそも…
男性スタッフの仕事がお店の売上を大きく左右します。

★社会常識がありマナーや礼儀が理解できるスタッフ
★促されるのでは無く常に積極的に仕事に向かっていくスタッフ
★元気で明るいスタッフ
★自らが判断でき、お店の利益を最上位に考えられるスタッフ
★若くて体力があるスタッフ

欲しい人材は

と
こ
ろ
が
…

なかなか良い人材は集まりません。

★まったく長続きしない
★求人をだしても反響がない
★応募してきた人がみんな還暦間近
★日本人じゃない
★不満が多い
★やる気がまったくない
★パソコンをまったく使えない

実際は辛いので
辞めます

つ
ま
り

そこで！

アップステージでは

爽やかで有能なスタッフを

提供することにこだわりました

他媒体とは反響が違います！！

応募者が殺到します

※画像はイメージです

応募者には経験者が多数

テキパ
キ

テキパ
キ

アップステージのユーザーの
半数以上はナイト業界経験者です

テキパ
キ

さ
ら
に

超トップクラスのSEO

これ良いね

2013年3月19日現在

☆検索してみて下さい！！

ビッグワード
1位
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男性求人…1位
高収入 バイト…3位
高収入 転職…1位
風俗 男性求人…3位

ボーイ 求人…1位
デリヘル 男性求人…1位
キャバクラ 男性求人…1位
ホテヘル 男性求人…1位

高収入



アップステージから売り上げアップ！
「男性スタッフをお探しなら」

ナイトレジャー産業を中心に・高収入全般、店舗型、無店舗型、ドライバー、
ナイト系、キャバクラ、接客、スカウト、ウェブ、営業、パチンコ、ガテン、アミュー
ズメント、マスコミ、地方、その他のジャンルの中より２つまで掲載可能！
※関東エリア以外は地方が出稼ぎへ変わります。

POINT.3

業種で探す

エリアで探す
POINT.2

【北海道・東北】、【北陸・甲信越】、【関東】、【北関東】、【東海】、
【関西】、【中国・四国】、【九州・沖縄】の全国全ての都道府県の繁
華街より、3つまで詳細エリアが選択可能！

ライフスタイルに合わせて「時給」「日給」「月給」の３項目か
ら希望給与額を絞込み！

POINT.1

給料で探す

VIPコース限定！！トップページ上部にランダムバナーリンク！
（枠数限定）詳細ページへ直接リンク可能。
※VIPコースでは下記のバナーコースのサービスも全て含みます。

バナーコース

ＶＩＰ
コース

ＶＩＰコースバナー

バナーコースバナー

ＴＯＰページに下部にランダムバナーリンク！！
詳細ページへ直接リンク可能。より多くのユーザーが訪問します！！
※別途、一覧ページにもバナーリンクがランダムで表示されます。
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東京都

神奈川県

千葉県

埼玉県

茨城県

群馬県

栃木県

【ＰＣ】 【スマートフォン】



商品メニュー１　通常コース

→→応募フォームより簡単に応募可能

商品メニュー2　バナーコース

商品メニュー3　VIPコース

アップステージの最高クラスのコースです。
掲載順位も常に最上位ランダム表示されますので、久的に求人を募
集しているようなグルール店様にお勧めです。
毎月、まとまった求人を確保できる為、各店舗でのスタッフの融通
やグループでの急な求人もスムーズに行えます。
勿論、グループ全店舗一括での求人掲載もできます！！
※尚、VIPコースは限定とさせて頂いておりますので、広告の空き
状況をご確認の上、お申込下さい。

ＰＣ一覧ページ

PC・モバイル共にバナーによる露出と、通常コースより上位のグルー
プとして表示されます。
通常コースより多くの反響が期待できますので、有る程度まとまった
人数の採用をお考えの方にお勧めです。
また、これから新規でお店をオープンされる方にもご利用して頂きた
いコースです。

掲載順位

検索結果は各コースごとのグループでランダム表示。
つまり、ＶＩＰコースでは常に最上位グループに表示されます。

通常コースでランダム
上位表示

VIPコースでランダム バナーコースでランダム←
最上位グループ

中位グループ 下位グループ

全ての基本となるコースです。
希望の業種、給与、エリアなどによってユーザーは求人を探します。
人気のエリア、業種では一覧画面に表示される求人数も多くなりますが
、効果的な原稿と魅力的な求人には沢山の反響があります！
逆に人気の少ないエリアや、穴場的な業種では通常コースでも十分な
採用人数を確保することが可能です。
アップステージ担当営業マンとの打合せが大切となりますので、お互い
がコミュニケーション取り合い、反響のある原稿を作れるかがポイント
です。
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詳細ページ

スマホ一覧ページ



（5）

北海道北海道北海道

青森青森青森

秋田秋田秋田
岩手岩手岩手

山形山形山形

栃木栃木栃木

茨城茨城茨城

群馬群馬群馬

埼玉埼玉埼玉

千葉千葉千葉神奈川神奈川神奈川

東京東京東京山梨山梨山梨

長野長野長野

静岡静岡静岡愛知愛知愛知

岐阜岐阜岐阜

富山富山富山

石川石川石川

福井福井福井

滋賀滋賀滋賀

三重三重三重
奈良奈良奈良

和歌山和歌山和歌山

大阪大阪大阪

京都京都京都兵庫兵庫兵庫

岡山岡山岡山

鳥取鳥取鳥取

島根島根島根

広島広島広島

山口山口山口

福岡福岡福岡

大分大分大分

宮崎宮崎宮崎

鹿児島鹿児島鹿児島

熊本熊本熊本

佐賀佐賀佐賀

長崎長崎長崎

香川香川香川

徳島徳島徳島

高知高知高知
愛媛愛媛愛媛

福島福島福島
新潟新潟新潟

宮城宮城宮城

男性求人…1位男性求人…1位

高収入バイト…3位高収入バイト…3位

関西 高収入…5位
大阪 高収入…6位
梅田 高収入…11位
天満 高収入…7位
西淡路 高収入…1位
福原 高収入…15位
木屋町 高収入…7位
河原町 高収入…16位
舞鶴 高収入…13位
香芝 高収入…13位

関西 高収入…5位
大阪 高収入…6位
梅田 高収入…11位
天満 高収入…7位
西淡路 高収入…1位
福原 高収入…15位
木屋町 高収入…7位
河原町 高収入…16位
舞鶴 高収入…13位
香芝 高収入…13位

新宿 高収入…8位

渋谷 高収入…1位
池袋 高収入…4位
銀座 高収入…12位
六本木 高収入…8位
大宮 高収入…11位
津田沼 高収入…12位
船橋 高収入…11位

風俗 男性求人…1位
上野 高収入…3位
吉原 高収入…6位
横浜市 高収入…2位
曙町 高収入…16位
鶯谷 高収入…4位
柏 高収入…13位
船橋 高収入…12位
川口 高収入…7位
水戸 高収入…8位
高田馬場 高収入…5位
中野 高収入…13位

新宿 高収入…8位

渋谷 高収入…1位
池袋 高収入…4位
銀座 高収入…12位
六本木 高収入…8位
大宮 高収入…11位
津田沼 高収入…12位
船橋 高収入…11位

風俗 男性求人…1位
上野 高収入…3位
吉原 高収入…6位
横浜市 高収入…2位
曙町 高収入…16位
鶯谷 高収入…4位
柏 高収入…13位
船橋 高収入…12位
川口 高収入…7位
水戸 高収入…8位
高田馬場 高収入…5位
中野 高収入…13位

東海 高収入…1位
名古屋 高収入…3位
名駅 高収入…9位
中村 高収入…15位
錦 高収入…7位
丸の内 高収入…5位
栄 高収入…9位
新栄 高収入…9位

東海 高収入…1位
名古屋 高収入…3位
名駅 高収入…9位
中村 高収入…15位
錦 高収入…7位
丸の内 高収入…5位
栄 高収入…9位
新栄 高収入…9位

キャバクラ男性求人…3位キャバクラ男性求人…3位

風俗 男性求人…1位風俗 男性求人…1位

デリヘル 男性求人…1位デリヘル 男性求人…1位

ソープ 男性求人…1位

ホテヘル 男性求人…1位ホテヘル 男性求人…1位

すすきの 高収入…10位
北24条 高収入 高収入…4位
琴似 高収入…3位
札幌 高収入…6位
函館 高収入…4位

すすきの 高収入…10位
北24条 高収入 高収入…4位
琴似 高収入…3位
札幌 高収入…6位
函館 高収入…4位

中洲 高収入…10位
天神 高収入…10位
博多 高収入…5位
小倉 高収入…13位
北九州 高収入…8位
別府 高収入…10位
熊本 高収入…13位
沖縄 高収入…2位

中洲 高収入…10位
天神 高収入…10位
博多 高収入…5位
小倉 高収入…13位
北九州 高収入…8位
別府 高収入…10位
熊本 高収入…13位
沖縄 高収入…2位

稼げる仕事…3位稼げる仕事…3位

高収入 転職…1位高収入 転職…1位

ボーイ 求人…1位ボーイ 求人…1位

２０１３年３月現在



デリヘル、キャバクラの送迎ドライバーの募集に！
何かと人材不足のドライバー。アップステージで経験豊富な
ドライバーを補充してください。安全・安心運転は勿論、女
の子にも好感が持たれる人材を提供いたします！

大手サイトに求人を出しているけど、良い人材が集まらな
い、人手が要るのに中々スタッフ育たない。
など、店舗経営での悩みをアップステージが解決します！

パチンコ店のホールスタッフの募集です！若いスタッフをお探
しの方や、大手サイトに不満をお持ちの店長様！
是非、アップステージで元気で明るい人材をお探しください。

キャバクラ、パブ、クラブなどの店舗スタッフ募集に最適、元
気で明るく信用できるスタッフを提供いたします。店舗経営
にとって男性スタッフは売上げも左右するとても重要な存在
です！アップステージでデキル社員をお探し下さい。

体力に自信のあるユーザーも高収入を求めて沢山応募して
来ます。新聞や求人誌など紙の媒体だと年配の人しか集ま
らない！そんな悩みもウェブ媒体のアップステージなら大丈
夫！元気な若者もきっと見つかるはずです！

新規開拓営業やルートセールス、電話（テレホンアポインター）
やメールでの内勤営業などの募集に！きっとアップステージで
経験豊富で優秀な営業マンを見つけることができます。

デリバリータイプのお店に特化した求人ジャンルです。
デリヘルなどの無店舗型のお店で働きたい求職者の方にアピール
できます。デリバリー店舗では個々のスキルが重要です。アップス
テージでさくさく仕事のできる優秀なスタッフをお探しください。

広告関係や店舗ＰＲ・広報などの募集にご利用ください。
アップステージの利用者には広告関連業種での経験者も沢
山居ます。売上げアップには広告展開も重要です。
アップステージで、きっと優秀な人材を補充できます！

関東、関西などのエリアを越えての募集が可能です。北海道
や九州エリアに出稼ぎとして大阪の求人情報を掲載可能！
また、グループ店様などでの全国的に求人が必要な時にも
エリア横断型として募集ができます。

ゲームセンター、カラオケボックス、映画館などの求人掲載
は勿論、風俗紹介所などの掲載も可能です。
既に大手求人サイトにご掲載の方も、経費節約に是非、
一度アップステージをお試し下さい。

ドライバー

キャバクラ

パチンコ
マスコミ

ガテン

接客

営業

出稼or地方

アミューズメント

ファッションヘルス、ソープランドなどの店舗をお持ちのお店様
の求人募集に最適。店舗型と無店舗型では仕事内容も異な
る為、それぞれのニーズにあった採用が可能です。

ホームページはお客様との大切な窓口です。アップステージでは
ウェブデザイナー、システムエンジニアといったその道のプロを募
集できます。サイトのリニューアルから、まったく新しいサイト構築
まで、集客の見込めるホームページを作成してください。

ウェブ風俗、キャバクラ、パブ、クラブなどのナイト系求人全般を
対象としています。その為、将来風俗店やキャバクラを開
業したい！今までの経験を活かしたい！
など、幅広い人材が採用できます。アップステージで優秀
な店舗スタッフがきっと見つかります！

ナイト系
　掲載ジャンル（2つまで掲載可能）

アップステージはナイト産業に特化した求人サイトです！
　掲載ジャンル（2つまで掲載可能）

アップステージはナイト産業に特化した求人サイトです！

専門業者から風俗、キャバクラまで、様々なタイプのスカウ
トを募集できます。また、アップステージのユーザーは高収
入を求めて訪れます。中でも、一攫千金が狙えるスカウトは
多くの反響が期待できます！

スカウト

アップステージで最も人気のあるジャンルです。
経験豊富なベテランから、向上心の高い若者まで、応募者
も多いジャンルです。きっとアップステージで将来お店が任
せられるまでの即戦力が見つかります！

高収入全般

店舗型

無店舗
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アップステージについて

豊島区/キャバクラ店・店長S氏

今までスポーツ誌に求人広告を出してたけど、進められたので
5万円のコースでアップステージにも出してみたら、予想外に反
響がよく驚いたね、その上、若い人が多いから今ではよく利用
させて貰っているよ。
料金も新聞の半分以下だし、今はアップステージだけで男性ス
タッフを募集してるね。

名古屋市/デリヘル店・副店長K氏

ネットだから、いつでも原稿が変えられるの
が嬉しいですね。
急にドライバーが必要になったり、お店の名前
が変わっても対応してくれますし。
何よりナイト業界に特化しているのが良いで
すね。
大手だとデリヘルでは掲載できませんし、紙
媒体よりも安くて反響も良いですよ。

大阪市/大手風俗グループ・営業担当H氏

※あくまで個人の感想です

新宿区/エステ店・マネージャーA氏

アップステージから採用したスタッフは、エス
テティシャン達にも評判が良いです。
女性スタッフと男性スタッフってチームワー
クが大切です。その点は期待していますね。ま
た、全体的に若い方の応募が多い気がします
ね。業種によっても違うのでしょうが、弊社で
は若い方が嬉しいので常に利用しています。
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【ユーザーの年齢】

0 5 10 15 20 25 30

50代以上 

40代 

30代

20代

10代

0 5 10 15 20 25 30

50代以上 

40代 

30代

20代

10代 17.6％

27.7％

24.9％

27.1％

2.7％

★ＰＶ数
236,534（7,630/日）
★ユニークユーザー数
24,925人（804/日）
★全ユーザーの平均ＰＶ数
6.74
★新規訪問の割合
63.22%
★平均サイト滞在時間 
4分40秒
★直帰率
34.94% 

【ＰＣ】(１ヵ月）

【都道府県別ＰＶ数(PC)】

【ユニークユーザーの割合】

ガラケー
 25.4％

 ＰＣ
34.8％

【求人内容】

★ＰＶ数
551,936（17,804/日）
★ユニークユーザー数
28,442人（914/日）
★全ユーザーの平均ＰＶ数
13.59
★新規訪問の割合
66.63%
★平均サイト滞在時間 
3分58秒
★直帰率
1.28% 

【スマホ】(１ヵ月）

風俗系求人
42.18％

キャバクラ系求人
38.42％

その他の求人
19.40％

渋谷区/ガールズバー・店長Ｔ氏

地方だと男性求人にコストを掛けづらいけど、アップステージはグル
ープ店にはピッタリだね。
東京、大阪は勿論、名古屋と福岡も反響はまずまずだし、一括で管理で
きるからとても助かっていますよ。
今までは安定的に男性スタッフを確保するのが難しかったけど、アップ
ステージを始めてからは求人の悩みが随分減りましたね。

★ＰＶ数
181,916（5,868/日）
★ユニークユーザー数
18,226人（588/日）
★全ユーザーの平均ＰＶ数
8.69
★新規訪問の割合
-%
★平均サイト滞在時間 
4分38秒
★直帰率
19.3% 

【ガラケー】(１ヵ月）

スマホ
 39.7％

アップステージから入ってくるスタッフは元気が良いのが
特徴です。この業界はサービス業なので、暗いのは駄目。
その点、アップステージからの応募の方はハズレが少ない
ですよ。
後、サイトってことも有るでしょうが、パソコンを殆どの方
が使えるのも嬉しいですね。
業務管理にパソコンは必須ですし、一から教えるのはコス
トも掛かるので助かりますね。
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滞在時間も長くみなさん
ゆっくり仕事を探しています。

全
体
の
半
分
以
上
は

新
し
い
ユ
ー
ザ
ー
で
す
よ
。

直帰率も低めです！！

仕事を探している
ユーザーが多いので



料金表（１ヵ月）料金表（１ヵ月）

【ＶＩＰコース】

150,000円
(税別）

関東エリア

★東京都 ★神奈川県 ★埼玉県 ★千葉県

100,000円
(税別）

50,000円
(税別）

【バナーコース】 【通常コース】

【ＶＩＰコース】

130,000円
(税別）

関西エリア

★大阪府 ★兵庫県 ★京都府 ★滋賀県 ★奈良県 ★和歌山県

80,000円
(税別）

40,000円
(税別）

【バナーコース】 【通常コース】

【ＶＩＰコース】

100,000円
(税別）

東海エリア/北関東エリア
★愛知県 ★静岡県 ★三重県 ★岐阜県
　　★茨城県 ★群馬県 ★栃木県

30,000円
(税別）

60,000円
(税別）

【バナーコース】 【通常コース】

北海道・東北/北陸・甲信越/中国・四国/九州・沖縄

　　  ★北海道 ★青森 ★岩手 ★秋田 ★宮城 ★山形 ★福島
              ★山梨 ★長野 ★新潟 ★富山 ★石川 ★福井 
★鳥取 ★岡山 ★島根 ★広島 ★山口 ★香川 ★徳島 ★愛媛 ★高知
   ★福岡 ★大分 ★宮崎 ★佐賀 ★熊本 ★長崎 ★鹿児島 ★沖縄

【ＶＩＰコース】

20,000円
(税別）

40,000円
(税別）

【バナーコース】 【通常コース】

80,000円
(税別）

【 掲載のお問い合わせ】

株式会社エムフリー  
〒160-0022 東京都新宿区新宿5-18-14 新宿北西ビル4F

[TEL]03-5273-4833 　
[FAX]03-5273-4822

info@up-stage.info
【運営会社】

男の高収入求人サイト

（8）

【キャンペーン実施中】

①スタート割キャンペーン
1ヵ月料金で２ヶ月掲載可能

初回 申込月 申込翌月 掲載3ヶ月目～

　各コース1ヵ月料金で 2ヶ月掲載

2ヶ月で

3ヶ月目よりは通常料金→

②グループ割キャンペーン
グループ店として、複数のエリアで掲載をご希望の店舗様へ向けた割引サービスです。
グループ店様がどれか1つのエリアでご掲載いただきますと、他エリアで展開のお店様のご掲載を半額で承ります。
（全エリア（8件）掲載の場合、最大7件の半額掲載が可能です）
※上記のキャンペーンの詳しい内容は別途キャンペーン資料をご覧下さい。

※埼玉県特殊浴場協会 暴力排除特別推進委員会 登録済

※関東エリアは適用外となります

※上記の①スタート割キャンペーンと②グループ割キャンペーンは併用できません


