
PC版＆携帯版＆スマホ版
全国枠広告
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[全国]PC 全国トップ中央ワイドバナー
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【ファイル規定】
サイズ：465 ｘ 100px

ファイル形式：jpg,gif (アニメーション可)

容量：80KB以下
表示方法：2枠/3件ランダム表示

掲載期間：1ヶ月

価格：200,000円(税別)

※PC版、携帯版に表示されます。

※携帯版の商品名は
「全国TOP上バナー」になります。

【PC】



[全国]PC 全国トップレフトバナー
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【ファイル規定】
サイズ：190 x 90px 40KB以下
ファイル形式：jpg,gif(アニメーション可)

文字数：全角17文字
表示方法：〇枠/11件ランダム表示

掲載期間：1ヶ月

価格：120,000円(税別)

※PC版、携帯版に表示されます。

※携帯版の商品名は
「全国TOP下バナー」になります。

【PC】



[全国]PC 全国ニュース
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【ファイル規定】
サイズ：200 × 160px(制作サイズ)

150 × 120px(表示サイズ)

表示文字数
大見出し：最大36文字
小見出し：最大48文字

表示方法：12件ランダムでスライド表示
※各エリア内、他エリア求人にもスライド式で全
件表示されます。

掲載期間：1ヶ月
※掲載中の記事の変更は1回まで

価格：200,000円(税別)

※PC版、携帯版、スマホ版に表示されます。

【PC】

※エリア版表示



[全国]スマホ 全国ニュース
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【スマホ】

【ファイル規定】
サイズ：200 × 160px(制作サイズ)

78 × 63px(表示サイズ)

表示文字数：全角11文字
※文字数オーバー分は…とします

表示方法：12件ランダムでスライド表示

掲載期間：1ヶ月
※掲載中の記事の変更は1回まで

価格：200,000円(税別)

※PC版、携帯版、スマホ版に表示されます。



[全国]スマホ 全国トップバナー
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【スマホ】

【ファイル規定】
サイズ：640 × 100px(制作サイズ)

320 × 50px(表示サイズ)

形式：JPG(静止画)

容量：20KB以下

表示方法：1枠/15件ランダム表示
※10秒ごとにランダムで切り替わります。

掲載期間：1ヶ月

価格：150,000円(税別)

全国トップの地域検索の上部に表示され
るバナーです。
風俗求人のキーワードで検索すると上位
表示されるページはここになりますので、
一番最初に目に入る情報となります。



[全国]スマホ 全国トップボトムバナー
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【スマホ】

【ファイル規定】
サイズ：640 × 100px(制作サイズ)

320 × 50px(表示サイズ)

形式：JPG(静止画)

容量：20KB以下

表示方法：1枠/15件ランダム表示
※10秒ごとにランダムで切り替わります。

掲載期間：1ヶ月

価格：150,000円(税別)

全国トップの地域検索の上部に表示され
るバナーです。
風俗求人のキーワードで検索すると上位
表示されるページはここになりますので、
一番最初に目に入る情報となります。
画面スクロール中は表示が消えますが、
スクロールを止めるとまた表示されます。
地域トップでは一番目につきやすいバ
ナーです。



[全国]スマホ 全国トップ地域選択内バナー
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【スマホ】

【ファイル規定】
文字数：全角15文字以内

表示方法：3枠/15件内ランダム表示
※10秒ごとにランダムで切り替わります。
※1度の読み込み中、3枠内のどこかにランダムで
読み込まれます

掲載期間：1ヶ月

価格：100,000円(税別)

･一番上、3段目上、一番下、の3ヶ所に表示
･3ヶ所いずれかにランダムで読み込まれ、
10秒ごとに次のバナーに切り替わります。
･1件だけなら一番上、2件なら上と下、3件
以上だと真ん中も表示されます。

※1度のアクセスで3枠のどこかに読み込まれるので、その
アクセス中は読み込まれた枠の表示になります。
3枠すべてには読み込まれません。
キャッチで勝負して下さい。



[全国]スマホ 全国トップイメージガールバナー
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【スマホ】

【ファイル規定】
サイズ：300 × 260px(制作サイズ)

150 × 130px(表示サイズ)

リンク先：女の子が在籍している求人(ガールズヘブン内)

にリンク先を指定します。

「プレミアムクラブ」会員のみ掲載可能な特別商品
です。

全国トップ画面の最上部に表示されるバナー
です。



[全国]PC 全国コミュニティ
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【PC】

[規定]
お店求人ページから情報が自動で掲載され
ます。

掲載期間：〇ヶ月

価格：各20,000円(税別)
※価格は目安です。
※価格はエリアごとに変わります。

ガールズヘブンの全国トップ、各エリ
アトップ、検索画面にバナーが表示さ
れているため、入口が多く、全国から
コミュニティへの導線が強化されてい
ます。

全国コミュニティ
出稼ぎ情報「旅行deバイト」
初心者サイト「はじめての高収入」
ソープ･ヘルス「店舗型特集」
オトナ女子「人妻ガールズヘブン」



[全国]スマホ 全国コミュニティ
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【スマホ】

[規定]
お店求人ページから情報が自動で掲載され
ます。

掲載期間：〇ヶ月

価格：各20,000円(税別)
※価格は目安です。
※価格はエリアごとに変わります。

ガールズヘブンの全国トップ、各エリ
アトップ、検索画面にバナーが表示さ
れているため、入口が多く、全国から
コミュニティへの導線が強化されてい
ます。

全国コミュニティ
出稼ぎ情報「旅行deバイト」
初心者サイト「はじめての高収入」



PC版＆携帯版＆スマホ版
エリア枠広告
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[エリア]PC・スマホヘッダーバナー
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【PC】
【ファイル規定】
サイズ：468 × 60px

形式：JPG,GIF(アニメーション可)

容量：100KB以下
表示方法：1枠/8件ランダム表示
※お店ページでは表示されません

掲載期間：1ヶ月
価格：200,000円(税別)

ヘッダー部分にワイドに表示
お店ページ以外のほとんどの画面に出現
します。

【スマホ】

【ファイル規定】
サイズ：320 × 50 px(表示サイズ)

640 × 146 px(制作サイズ)

形式：JPG(静止画)

容量：20KB以内
表示方法：1枠/８件ランダム表示
※10秒ごとにランダムで切り替わります。

エリアトップのヘッダーに表示。
エリア名＋風俗求人でSEO対策も
施していますので、新規ユー
ザーへのアピールにも適してい
ます。
ボトムバナーのように画面に定
着してはいませんが、上部なの
で目立ち度はかなり高いです。



[エリア]PC ショルダーバナー（大型ディスプレイ）
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【PC】

【ファイル規定】
サイズ：300 × 190px

形式：JPG,GIF(アニメーション可)

容量：160KB以下
表示方法：1枠/5件ランダム表示
掲載期間：1ヶ月
価格：200,000円(税別)

右カラムの最上段に表示。
縦横比率に重量感を感じさせ一番目を引
く場所、サイズのバナーになります。

【スマホ】

【ファイル規定】
サイズ：320 × 267px(表示サイズ)

600 × 500px(制作サイズ)

形式：JPG,GIF(アニメーション可)

容量：100KB以内

表示方法：1枠/５件ランダム表示
※10秒ごとにランダムで切り替わります。

エリアトップの最下部に表示。
バナーの中でも最大クラスのバナーです。



[エリア]PC リストバナー（スマホ ボトムバナー）
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【PC】

【ファイル規定】
サイズ：165 × 78px

形式：JPG,GIF(アニメーション可)

容量：100KB以下
文字数：全角15文字
掲載期間：1ヶ月
表示方法：10枠/10件表示
価格：150,000円(税別)

左カラムリスト部に表示。
お店関連ページ以外のほとんどのペー
ジに表示さるので出現率高いです。

【スマホ】

【ファイル規定】
サイズ：320 × 50 px(表示サイズ)

640 × 146 px(制作サイズ)

形式：JPG(静止画)

容量：20KB以内
表示方法：1枠/10件ランダム表示
※10秒ごとにランダムで切り替わります。

エリアトップの画面でボトムに固定表示。
画面スクロール中は表示が消えますが、スクロールを止めるとま
た表示されます。
エリアトップでは一番目につきやすいバナーです。



[エリア]PC 他エリアバナー
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【PC】

【ファイル規定】
サイズ：255 × 105px

形式：JPG,GIF(アニメーション可)

容量：100KB以下
文字数：全角22文字

表示方法：1枠内5件ランダム表示

掲載期間：1ヶ月
価格：50,000円(税別)

※PC版、携帯版にも表示されます。

お仕事ニュース下部に表示。
違う地域から女の子を募集するア
ピールができます。交通費や宿泊
費を保証しているなどの宣伝も効
果的に知らせる事ができます。



[エリア] 急募＆テーマのお仕事
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【PC】

【規定】
お店求人ページから、写真・店名・エリ
ア・キャッチが自動で掲載されます。

表示方法：1項目3枠/30件ランダム表示
[もっと見る]をクリックすると30件一覧へ
※一覧の順番はランク＞更新順

掲載期間
①急募のお仕事：1ヶ月
②最近人気のお仕事：1ヶ月
価格：30,000円(税別)

※PC版、スマホ版にも表示されます。

右カラムリスト部に表示。
編集部（第3者）がピックアップした
特集に見えるので、ユーザーからの
信頼性が抜群です！

①

②



【規定】
お店求人ページから、写真・店名・業種・エリア
が自動で掲載されます。

表示方法：30件ランダムスライド表示
「戻る」「進む」ボタンで横に3件スライドします。
※一覧の順番はランク＞更新順

掲載期間
①急募のお仕事：1ヶ月
②最近人気のお仕事：1ヶ月
価格：30,000円(税別)

※PC版、スマホ版にも表示されます。

[エリア] 急募＆テーマのお仕事
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【スマホ】

カリスマガール、ピックアップ求人の下に
表示。
編集部（第3者）がピックアップした特集
に見えるので、ユーザーからの信頼性が抜
群です！

①

②



[エリア] 求人CM
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【PC】

【規定】
お店ページの最新動画情報を読み込みます。
※遷移先はお店動画ページ

表示方法：5枠/10件ランダム表示
最上部の動画から順次再生

掲載期間：1ヶ月
価格：150,000円(税別)

中央カラム最上部に表示。
エリアトップの中でも一番目立つ位
置に表示。
開いた時点から動画がトップ画面で
再生されているので目立つ事は請け
合いです。
ランダムで表示され、再生が終わっ
たら次の動画が再生されていきます。

【スマホ】



[エリア] カウントダウンPRランキング
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【スマホ】

【規定】
店舗情報を自動表示します。

表示方法：カウントダウンPRランキング内
ランキング下位から表示

掲載期間：１ヶ月
価格：50,000円(税別)

・未経験
・ガールズヘブン人気店舗
・即日体験入店

エリアトップのいちおしニュースの
下に表示されるコンテンツです。
カウントダウンPRランキングの各ラ
ンキングバナーを押すことでランキ
ング(最大)10位までのお店のバナーが
表示されます。

【PC】



[エリア] 注目の人気店バナー
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【PC】

【規定】
店舗情報を自動表示します。

表示方法：3枠/各種件数ランダム表示

掲載期間：１ヶ月
価格：200,000円(税別)

デリヘル10枠
ヘルス3枠
ホテヘル5枠
ソープ8枠

店舗検索した際の検索結果ページの
5、15、25段目下に表示。

ジャンルを選択して検索した場合は
そのジャンルに登録している店舗が
ランダムで表示されますが、フリー
ワードから検索した場合はジャンル
に関係なく登録店舗がランダムで表
示されます。

【スマホ】



[エリア] グループ店検索
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【PC】

【規定】
店舗情報を自動表示します。

表示方法：ランダム表示

掲載期間：1ヶ月
価格：200,000円(税別)

店舗検索した際の検索結果ページの
10、20、30段目下に表示。

グループ店検索は、検索結果に「安
心の大手グループ」として表示され
ますので、求職者にグループの規模
感や安心感を持ってもらうことがで
きます。
グループ表示は、表示条件に関わら
ず表示されますので表示機会も多く、
また絞り込み条件にもグループ名で
表示されるなど露出が大きく増えま
す。

【スマホ】


