[NEW]大阪ワード
6位 ランクイン!!

東京の激戦区「池袋」で SEO1位獲得！

★ ４ヶ月 掲載キャンペーン：月単価 5,400円 ∼
風俗店で働きたい⼥の⼦が検索する“ワード”で⾼順位を獲得！

http://hibarai-fuzoku.com/

検索⾼順位の「Very」は安価で⻑期掲載が可能です!!

東京版

女の子が好きな

関⻄版

★VIPバナー（各版 6枠） 75,600円（税込）／４ヶ月

ＰＯＰでカワイイ色づかい♪
若い⼥性のターゲット層に合わせた
明るい高収入求人情報サイト！！

関東版

Very（ベリー）

★PRバナー

32,400円（税込）／４ヶ月

★通常掲載

21,600円（税込）／４ヶ月

★掲載エリアの追加

＋１エリア：10,800円（税込）／４ヶ月

※同地域版内に限る

＋２エリア：21,600円（税込）／４ヶ月
＋３エリア：32,400円（税込）／４ヶ月

★ピンク×ブラック
Veryのキーカラーである
ピンクを全面に押し出し

※上記以外の版については info@hibarai-fuzoku.com まで

★プロモーション活動

他の高収入求人サイトとの
差別化をアピールします！

★求⼈ページが引き⽴つ
風俗の仕事を探している
⼥の⼦に⾒せたいお店の
求人詳細ページが一番
引き⽴つデザイン！

★探しやすい
アイコン付きナビゲーションで、面接・入店へ誘導する応募ボタンをはじめ、
求⼈ムービー、キープリストなどが⾃然に⼥性ユーザーの目に⼊ってきます！

関東・関⻄でＳＥＯ上昇中！
詳細順位は巻末にて ⇒

★TOPページ表⺬の更新情報は随時UPできます！

★店舗詳細ページ
①

★新着求人動画

① タイトル画像
上部のメイン画像で、まず⼥の⼦の目に⼊ります。

文章・画像だけで伝えきれないお店の

オリジナル画像で、待遇や特典を存分に伝えるこ
とができます。検索結果ページの画像としても使

求人情報を動画としてUPできます。
ユーザーをキャッチしやすい動画で、

★

われるので、看板となるキーの画像となります。

②

② 画像

在籍の⼥のコ・店⻑・スタッフなどの

上部のロゴ画像と3点の画像を表示できます。

生の声を映像で効果的に伝えることが

応募効果を上げる為に、画像とセットで表示され
る200文字のテキストを有効活用してください。

できます。

③ LINE応募

【SP版：4件表示 / PC版：4件表示】

LINEは、ネット環境があれば無料で利⽤できる
アプリで若い⼥性に大人気！
LINEからは「匿名で、番号・メアドを知られず
に風俗店へ応募」が出来るので、⼥性ユーザーの

★新着インフォメーション

利⽤率が急増中！Veryは店舗ページだけでなく検
索結果ページからもLINE応募ができるので、1ク
リック早いアプローチが可能になっています。

急募等の更新情報･応募特典を表示します。
【SP版：10件表示 / PC版：20件】

★スマホは、更に応募しやすい♪

●管理画⾯より随時更新可能です。

★

・VIPバナー：８回

← 最上位表示ボタンで上位に ←

★

・PRバナー：４回
・通常掲載：２回

店舗情報を⾒ながら応募できる

/ 1日

オーバーレイ応募ボタン設置！
/ 1日

②

/ 1日

※ポイント数の翌日への繰り越しは無し
※更新回数は毎⽇0時にリセットされます

Very（ベリー）

★新着求人情報
新規掲載店舗の求人情報を新着順に
表示します。
【PC版：10件表示 ／ SP版：10件表示】

③

スクロールに合わせて付いてきます！

★バナー広告の表⺬位置（トップページ & 検索一覧ページ）
スマホ版

ＰＣ版

スマホ版

ＰＣ版

トップページ

トップページ

検索一覧ページ

検索一覧ページ

PR

VIP

VIP

PR
VIP

VIP

VIP
ＶＩＰ

VIP
ＶＩＰ

ＶＩＰ

VIP
PR
PR

Very（ベリー）

VIP

オリジナリティ溢れるバナーで⼥の⼦を
メインの求⼈ページへ効率的に誘導できます♪
ＶＩＰ
バナー
限定６枠
VIP

ＰＣ版トップ：３枠表示（上部：１枠 中部：２枠）
ＰＣ版検索結果：３枠表示
スマホ版：２枠表示

VIP

ＰＲ
バナー

ＰＣ版：２０枠表示
スマホ版：５枠表示（もっと⾒る で１０枠表示）

★上位達成★ ＳＥＯ施策キーワード抜粋
【東京版】
「池袋デリヘル求人：２位」

「池袋ファッションヘルス求人：３位」

「池袋 風俗バイト：１位」

「池袋デリヘルバイト：２位」

「池袋オナクラバイト：３位」

「池袋 風俗アルバイト：２位」

「池袋ホテヘル求人：２位」

「池袋ピンサロバイト：３位」

「池袋 風俗募集：２位」

「池袋ホテヘルバイト：３位」

「池袋イメクラ求人：２位」

「池袋 体入風俗：３位」

「池袋ソープランドバイト：２位」

「吉原 求人：１位」

「吉原 ソープランド求人：５位」

「吉原 風俗募集：５位」

吉

「吉原 風俗求人：２位」

「吉原 ソープランドバイト：２位」

「吉原 ソープランド募集：２位」

原

「吉原 風俗バイト：１位」

「吉原 ソープ求人：５位」

「吉原 ソープ募集：５位」

「吉原 バイト：２位」

「吉原 ソープバイト：３位」

池

「池袋 風俗求人：１位」

袋

2016.7.25

【関⻄版】

6位ランクイン

「大阪 デリヘル募集：６位」

【体験入店】関連のワードも積極的に施策中！

大
阪

「体験入店 風俗：１０位」

「体験入店 風俗募集：８位」

「大阪 デリヘルバイト：８位」

「体入 風俗バイト：９位」

「体入 デリヘル：４位」

「大阪 デリヘルアルバイト：7位」

「ホテヘル 体験入店：１０位」 「ホテヘル 体入 バイト：９位」

「大阪 デリヘル求人：

８位」

その他の大阪エリア関連のワードも上昇中！

※現在までの Google/Yahooいずれかの高順位をピックアップ

↑上昇中↑ ＳＥＯ施策キーワード抜粋
「渋谷 風俗バイト：４位」

「風俗求人 渋谷：７位」

「風俗バイト 渋谷：６位」

「渋谷 デリヘル求人：５位」

「渋谷 デリヘルバイト：７位」

「渋谷 風俗募集：８位」

「風俗募集 渋谷：８位」

「渋谷 ホテヘル求人：６位」

「ホテヘルバイト 渋谷：６位」

「渋谷 イメクラ求人：９位」

「渋谷 イメクラバイト：９位」

「上野 風俗求人：５位」

「上野 風俗バイト：４位」

「上野 風俗募集：６位」

「風俗バイト 上野：４位」

「風俗求人 上野：５位」

「上野 デリヘル求人：８位」

「上野 デリヘルバイト：５位」

「上野 オナクラ求人：６位」

「上野 手コキ求人：５位」

「上野 ホテヘル求人：６位」

「上野 ホテヘルバイト：４位」

「新橋 風俗求人：８位」

「新橋 風俗バイト：５位」

「新橋 風俗募集：５位」

「新橋 デリヘル求人：７位」

「新橋 デリヘルバイト：６位」

「新橋 ホテヘル求人：５位」

「新橋 ホテヘルバイト：５位」

「新橋 ピンサロ求人：７位」

「銀座 風俗求人：５位」

「銀座 風俗募集：６位」

「銀座 風俗バイト：５位」

「風俗バイト 銀座：６位」

座

「銀座 ホテヘル求人：６位」

「銀座 デリヘル求人：８位」

「銀座 オナクラバイト：４位」

「銀座 イメクラ求人：７位」

新宿

「新宿 風俗求人 ：10位」

「新宿 風俗バイト：８位」

「新宿 ホテヘルバイト：10位」

「新宿 ホテヘルバイト：10位」

川崎

「川崎 風俗バイト ：７位」

「川崎 ホテヘルバイト：６位」

「川崎 オナクラバイト：９位」

「川崎 ファッションヘルスバイト：４位」

松山

「松山 風俗バイト ：８位」

渋

「渋谷 風俗求人：５位」

銀

東京版
谷
上
野
新
橋

関東版

四国版

「新橋 イメクラ求人：８位」

※現在までの Google/Yahooいずれかの高順位をピックアップ

