
特大号

新しい環境で新しい仕事にチャレンジ!!
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概要

ポイント

1

環境が変わり求職者が増える4月・5月に特設サイトを拡大!!

大学への進学や就職など環境が変わる4月は、高収入求人の求職者も大きく増加します。そこで、ガール
ズヘブンの初心者応援サイト「はじめての高収入」を拡大し、はじめての方でも迷わない導線、はじめ
ての方でも安心して働ける情報をご用意し、入店の増加を図っていきます。

ポイント

2

はじめてでも分かりやすい導線

はじめての不安を解消する企画

▮特設サイトのポイント

はじめてのユーザーにしっかりと訴求

2



[PC]はじめてでも分かりやすい導線

▼都道府県TOP ▼ランキング

▼検索結果 ▼お店TOPページ

※旅行deバイト拡大版と同時開催です
PC版では、ユーザー閲覧数の多い｢都道府県
TOP｣｢検索結果｣｢ランキング｣ページ全面で告
知。訪問したユーザーの目に必ず入ります。
掲載期間：4/1(水)～5/31(日)

※旅行deバイト拡大版と同時開催です
お店トップページのヘッダーの上に告知バ
ナーを設置。興味を持った方を適切に誘導し
ます。
※オフィシャライズページでは表示しません。
掲載期間：4/1(水)～5/31(日)

3※開発中のイメージ画像です。実際のものとは異なる場合があります。



[SP]はじめてでも分かりやすい導線

▼都道府県TOP ▼ランキング▼検索結果 ▼お店TOPページ

PC版と同様に｢都道府県TOP｣｢検索結果｣｢ランキング｣では大きく告知を行います。都道府県TOPでは新
設した｢表紙バナー｣リンクの1つを企画ページに遷移させます。検索結果とランキングでは下部にポップ
アップでバナーを表示。また、お店トップページのヘッダー上部に企画ページへのリンクを設置します。
※ヘッダー上部バナーはオフィシャライズ時は表示されません。
※旅行deバイト拡大版と同時開催です 掲載期間：4/1(水)～5/31(日)

※開発中のイメージ画像です。実際のものとは異なる場合があります。 4



お仕事検索 36.9%

ガイドトップ 30.9%

ランキング 14.0%

その他コンテンツ

18.2%

バナーからの遷移

▮ 2019年の反響推移▼都道府県TOP ▼特設ページ

※旅行deバイト拡大版と同時開催です
バナーからは各エリア版に遷移します。
エリアは、北海道・東北・甲信越・北陸・関
東・東海・関西・中国・四国・九州北・九州
南・沖縄です

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

▮コンテンツ別アクセス数

各バナーからは特設ページに遷移します。特設
ページはコンテンツアクセスの8割を占める「お
仕事検索」「ガイドトップ」「ランキング」に設
置するため、ガールズヘブンのユーザーのほとん
どの目に入ります。

※開発中のイメージ画像です。実際のものとは異なる場合があります。 5



特設ページ企画趣旨

はじめての不安を取り除き、求職者に
好印象を与える企画ページを作成

店長インタビュー企画
企画

1

業界未経験の方や新しい業種にチャレンジする方は、様々な不安
を持っています。店長さんが今までの経験からのアドバイスを話
し、自店での対策を伝えることで求職者に安心感を与えることが
できます。

女の子インタビュー企画
企画

2

はじめての高収入テーマ検索
企画

3

自店の女の子に求職者と同じ目線で話してもらうことで、働いて
いる環境をイメージしやすくなります。女の子に自店ではじめて
働くことのメリットを話してもらうことで、リアリティのある情
報を提供することができます。

｢身バレ対策がバッチリのお店｣や｢脱がない｣｢触られない｣、｢女性
による講習のお店｣などはじめて働く方が気になるテーマをピック
アップして、対象店舗の絞り込みに遷移させます。

デザインは開発中のため、
こちらは参考画像です。

※開発中のイメージ画像です。実際のものとは異なる場合があります。 6



特設ページ一覧イメージ

選択した都道府県の、初心者
特典ありで絞り込んだ検索結
果に遷移します

▮一発検索メニュー部

登録された店長インタビュー
からランダムに表示します。
もっと見るで店長インタ
ビューの一覧に、各サムネイ
ルを選択すると記事ページに
遷移します。

▮店長インタビュー部

登録された女の子インタ
ビューからランダムに表示し
ます。
もっと見るで女の子インタ
ビューの一覧に、各サムネイ
ルを選択すると記事ページに
遷移します。

▮女の子インタビュー部

カテゴリを選択すると、所属
する都道府県が表示され、都
道府県を選択すると、対象店
舗の一覧に遷移します。

▮カテゴリ部

愛知

三重

岐阜

静岡

愛知

三重

岐阜

静岡

※開発中のイメージ画像です。実際のものとは異なる場合があります。 7



特典一覧

特設プラン 通常プラン

22枠限定
愛知：10枠

岐阜・静岡：各5枠
三重：2枠

NO 特典名 媒体 デバイス

愛知

150,000円(税抜)
三重・静岡

100,000円(税抜)

東海

30,000円(税抜)
静岡

20,000円(税抜)

掲載条件

1 ｢はじめての高収入｣検索絞り込み ガールズヘブン SP/PC ● ●

2 ｢はじめての高収入｣特設ページテーマ参加 ガールズヘブン SP/PC 3テーマ 1テーマ

3 ｢はじめての高収入｣特設ページ店長インタビュー企画 ガールズヘブン SP/PC ● グループ1名

4 ｢はじめての高収入｣特設ページ女の子インタビュー企画 ガールズヘブン SP/PC ● グループ1名

5 女の子マイページ内 マイページ初心者バナー ガールズヘブン SP
●

グループ1店舗
●ガールズグループコミュニ
ティへのリンク指定可

6 フローティングバナー （4月のみ掲載） ガールズヘブン SP/PC
●

グループ1店舗

●ガールズグループコミュニ
ティへのリンク指定可
●バナーフォーマット有

7 ガールズブーストボタン（4月・5月掲載） ヘブンネット SP
●

グループ1店舗

8 求人イメージガール （4月・5月掲載） ヘブンネット SP
●

グループ1店舗
女の子1名
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※下着が見えていたり、未成年を連想させる制服などはお断りさせていただきます。
※特設ページは、愛知・岐阜・三重・静岡の掲載店舗がランダムで表示されます。



特典一覧【岐阜エリア】

特設プラン 通常プラン

22枠限定
愛知：10枠

岐阜・静岡：各5枠
三重：2枠

NO 特典名 媒体 デバイス
岐阜

100,000円(税抜) 30,000円(税抜)
掲載条件

1 ｢はじめての高収入｣検索絞り込み ガールズヘブン SP/PC ● ●

2 ｢はじめての高収入｣特設ページテーマ参加 ガールズヘブン SP/PC 3テーマ 1テーマ

3 ｢はじめての高収入｣特設ページ店長インタビュー企画 ガールズヘブン SP/PC ● グループ1名

4 ｢はじめての高収入｣特設ページ女の子インタビュー企画 ガールズヘブン SP/PC ● グループ1名

5 女の子マイページ内 マイページ初心者バナー ガールズヘブン SP ●
●ガールズグループコミュニ
ティへのリンク指定可

6 フローティングバナー （4月のみ掲載） ガールズヘブン SP/PC ●
●ガールズグループコミュニ
ティへのリンク指定可
●バナーフォーマット有

7 ガールズブーストボタン（4月・5月掲載） ヘブンネット SP ●

8 求人イメージガール （4月・5月掲載） ヘブンネット SP ● 女の子1名
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※下着が見えていたり、未成年を連想させる制服などはお断りさせていただきます。
※特設ページは、愛知・岐阜・三重・静岡の掲載店舗がランダムで表示されます。



特典一覧

特設サイトからも誘導
初心者特典で未経験者に訴求

これまでの遷移先に加え、はじめての求職者が集まる今回の特設サイトから
も誘導していきます。初心者特典の重要性が高まりますので、特設サイトの
開設にあわせ、特典の見直しを行ってみてはいかがでしょうか

▮誘導例(一部抜粋)

特設サイト 都道府県TOP 検索結果
今回の特設サイトから参加店
の一覧に誘導。アクセスの増
加を見込んでいます。

リニューアルで画像のサイズ
を大きくし、初心者に分かり
やすく誘導。

検索結果では注目カテゴリと
して絞り込みを行いやすくし
ています。

※開発中のイメージ画像です。実際のものとは異なる場合があります。

デザインは開発中のため、
こちらは参考画像です。

10

※タイプ順で表示されます。



特典一覧

初心者が気になるカテゴリをピックアップ
不安を解消し、反響の増加を見込みます

▮カテゴリの例(一部抜粋)

身バレ対策に自信あり 脱がなくてもOK

SNS面接OK 1日体験OK

講習なし 日給3万円以上

高収入のお店で働いてみたいけど...
親や彼氏にバレたらどうしよう。裸になるのは恥ずかし
な。乱暴に触られるのは嫌。講習も男の人がやるの？...

特設プラン 通常プラン

3テーマ 1テーマ
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特典一覧

店長さんや先輩キャストのインタビューで
お店の安心感をアピールできます

※画像はGirlsBoxの例です

▮インタビュー例

※開発中のイメージ画像です。実際のものとは異なる場合があります。

▮特設サイト店長・先輩インタビュー

ガールズヘブンに来る求職者は、他のサイトではニュース系のサイトや小説系のサ
イトを良く読んでいるという傾向があります。特に働く場合には情報収集をしっか
りと行うことが多く、インタビューでお店のメリットをアピールすることで、はじ
めて働こうという求職者に良い印象を与えることができます。

デザインは開発中のため、
こちらは参考画像です。

デザインは開発中のため、
こちらは参考画像です。
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特典一覧

ガールズヘブン会員ページに掲載できる新バナー
「マイページ初心者バナー」。
マイページを持っているユーザーはガールズヘブ
ンを閲覧する頻度も高く、反響に繋がりやすい。
また、マイページ内に表示する初の広告バナーで
すので、お店をアピールするのに最適です。

反響に繋がりやすい会員ユーザー
にもアピールできる
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特典一覧：ガールズブーストボタン 掲載期間：4/1～5/31

スマホ版

バナー名 ガールズブーストボタン

掲載面 ランキングページ

サイズ(px) 横140×縦140

形式 PNG

容量 100KB以下
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スマホ版

バナー名 求人イメージガール

掲載面 ガイドTOP

サイズ(px) 横400×縦280

形式 PNG

容量 100KB以下

文字数
(店舗名)

全角半角問わず20文字以内

文字数
(女の子名)

全角半角問わず20文字以内

特典一覧：求人イメージガール 掲載期間：4/1～5/31
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PC版

バナー名 フローティングバナー

掲載面 ガイドTOP

サイズ(px)
PC版：掲載サイズ800×120px
（写真部分は330×120px）

形式 JPEG のみ

容量 100KB以下

▼PC版

特典一覧：【PC】フローティングバナー 掲載期間：4/1～4/30
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スマホ版

バナー名 フローティングバナー

掲載面 ガイドTOP

サイズ(px)
SP 版：掲載サイズ640×200px
（写真部分は330×200px）

形式 JPEG のみ

容量 100KB以下

▼スマホ版

特典一覧：【スマホ】フローティングバナー 掲載期間：4/1～4/30
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全国出稼ぎ大特集

旅行deバイト拡大版
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概要

ポイント

1

求職者が増える4月・5月に特設サイトを拡大し出稼ぎを提案

4月・5月は環境の変化による転職が増えます。そこで、旅行感覚で出稼ぎに行こうというコンセプトの
企画ページ「旅行deバイト」を拡大し、求職者に対して、長距離の出稼ぎを大きく訴求していきます。

ポイント

2

PVの多いページからの導線

メリットを伝えやすい企画ページ

▮特設サイトのポイント

出稼ぎを働き方の候補に入れてもらう
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[PC]はじめてでも分かりやすい導線

▼都道府県TOP ▼ランキング

▼検索結果 ▼お店TOPページ

※開発中のイメージ画像です。実際のものとは異なる場合があります。

※はじめての高収入拡大版と同時開催です
PC版では、ユーザー閲覧数の多い｢都道府県
TOP｣｢検索結果｣｢ランキング｣ページ全面で告
知。訪問したユーザーの目に必ず入ります。
掲載期間：4/1(水)～5/31(日)

※はじめての高収入拡大版と同時開催です
お店トップページのヘッダーの上に告知バ
ナーを設置。興味を持った方を適切に誘導し
ます。
※オフィシャライズページでは表示しません。
掲載期間：4/1(水)～5/31(日)
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[SP]はじめてでも分かりやすい導線

▼ランキング▼検索結果 ▼その他のページ

PC版と同様に｢都道府県TOP｣｢検索結果｣｢ランキング｣では大きく告知を行います。都道府県TOPでは新
設した｢表紙バナー｣リンクの1つを企画ページに遷移させます。検索結果とランキングでは下部にポップ
アップでバナーを表示。また、お店トップページのヘッダー上部に企画ページへのリンクを設置します。
※ヘッダー上部バナーはオフィシャライズ時は表示されません。
※はじめての高収入拡大版と同時開催です 掲載期間：4/1(水)～5/31(日)

※開発中のイメージ画像です。実際のものとは異なる場合があります。

▼都道府県TOP
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お仕事検索 36.9%

ガイドトップ 30.9%

ランキング 14.0%

その他コンテンツ

18.2%

バナーからの遷移

※開発中のイメージ画像です。実際のものとは異なる場合があります。

▮ 2019年の反響推移▼都道府県TOP ▼特設ページ

※旅行deバイト拡大版と同時開催です
バナーからは各エリア版に遷移します。
エリアは、北海道・東北・甲信越・北陸・関
東・東海・関西・中国・四国・九州北・九州
南・沖縄です

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

▮コンテンツ別アクセス数

各バナーからは特設ページに遷移します。特設
ページはコンテンツアクセスの8割を占める「お
仕事検索」「ガイドトップ」「ランキング」に設
置するため、ガールズヘブンのユーザーのほとん
どの目に入ります。
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企画特設ページイメージ

出稼ぎのメリットを充分に伝えられる
企画ページを作成

店長インタビュー企画
企画

1

「出稼ぎの特典はありますか？」や「面接はどこで受けられる
の？」、「宿泊場所はどうしたら良いですか？」など求職者が気
になる質問に答えていただくコンテンツです。しっかりと答える
ことで求職者に安心感を与えることができます。

女の子インタビュー企画
企画

2

出稼ぎテーマ検索
企画

3

出稼ぎで来ている女の子をモデルケースとしてインタビューを行
い、表示します。お給料や出稼ぎのメリット・デメリットを女の
子からの情報として表示すると働くイメージが持ちやすくなりま
す。

｢Web面接可」｢寮完備」など出稼ぎに出る方が気になるテーマで
絞り込んで探すことができます。※出稼ぎ10の質問よりも下部に
表示されます。

※開発中のイメージ画像です。実際のものとは異なる場合があります。

デザインは開発中のため、
こちらは参考画像です。
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特設ページ一覧イメージ

※開発中のイメージ画像です。実際のものとは異なる場合があります。

選択した都道府県の、初心者
特典ありで絞り込んだ検索結
果に遷移します

▮一発検索メニュー部

登録された店長インタビュー
からランダムに表示します。
もっと見るで店長インタ
ビューの一覧に、各サムネイ
ルを選択すると記事ページに
遷移します。

▮店長インタビュー部

登録された女の子インタ
ビューからランダムに表示し
ます。
もっと見るで女の子インタ
ビューの一覧に、各サムネイ
ルを選択すると記事ページに
遷移します。

▮女の子インタビュー部

カテゴリを選択すると、所属
する都道府県が表示され、都
道府県を選択すると、対象店
舗の一覧に遷移します。

▮カテゴリ部

エリアを変更できます

▮エリア変更部

愛知

三重

岐阜

静岡

愛知

三重

岐阜

静岡
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特典一覧

特設プラン 通常プラン

27枠限定
愛知・静岡：各10枠

岐阜：5枠
三重：2枠

NO 特典名 媒体 デバイス

愛知

150,000円(税抜)
三重・静岡

100,000円(税抜)

東海

30,000円(税抜)
静岡

20,000円(税抜)

掲載条件

1 ｢旅行deバイト｣検索絞り込み ガールズヘブン SP/PC ● ●

2 ｢旅行deバイト｣特設ページテーマ参加 ガールズヘブン SP/PC 3テーマ 1テーマ

3 ｢旅行deバイト｣特設ページ出稼ぎ10の質問 ガールズヘブン SP/PC ● グループ1名

4 ｢旅行deバイト｣特設ページ出稼ぎモデルケース ガールズヘブン SP/PC ● グループ1名

5 女の子マイページ内 マイページ高収入バナー ガールズヘブン SP
●

グループ1店舗
●ガールズグループコミュニ
ティへのリンク指定可

6 フローティングバナー （4月のみ掲載） ガールズヘブン SP/PC
●

グループ1店舗

●ガールズグループコミュニ
ティへのリンク指定可
●バナーフォーマット有

7 ガールズブーストボタン（4月・5月掲載） ヘブンネット SP
●

グループ1店舗

8 求人イメージガール （4月・5月掲載） ヘブンネット SP
●

グループ1店舗
女の子1名
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※下着が見えていたり、未成年を連想させる制服などはお断りさせていただきます。
※特設ページは、愛知・岐阜・三重・静岡の掲載店舗がランダムで表示されます。



特典一覧【岐阜エリア】

特設プラン 通常プラン

27枠限定
愛知・静岡：各10枠

岐阜：5枠
三重：2枠

NO 特典名 媒体 デバイス
岐阜

100,000円(税抜) 30,000円(税抜)
掲載条件

1 ｢旅行deバイト｣検索絞り込み ガールズヘブン SP/PC ● ●

2 ｢旅行deバイト｣特設ページテーマ参加 ガールズヘブン SP/PC 3テーマ 1テーマ

3 ｢旅行deバイト｣特設ページ出稼ぎ10の質問 ガールズヘブン SP/PC ● グループ1名

4 ｢旅行deバイト｣特設ページ出稼ぎモデルケース ガールズヘブン SP/PC ● グループ1名

5 女の子マイページ内 マイページ高収入バナー ガールズヘブン SP ●
●ガールズグループコミュニ
ティへのリンク指定可

6 フローティングバナー （4月のみ掲載） ガールズヘブン SP/PC ●
●ガールズグループコミュニ
ティへのリンク指定可
●バナーフォーマット有

7 ガールズブーストボタン（4月・5月掲載） ヘブンネット SP ●

8 求人イメージガール （4月・5月掲載） ヘブンネット SP ● 女の子1名
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※下着が見えていたり、未成年を連想させる制服などはお断りさせていただきます。
※特設ページは、愛知・岐阜・三重・静岡の掲載店舗がランダムで表示されます。



特典一覧

特設サイトからも誘導
出稼ぎ特典で訴求効果ＵＰ!!

これまでの遷移先に加え、出稼ぎを検討する求職者が集まる今回の特設サイ
トからも誘導していきます。出稼ぎ特典の重要性が高まりますので、特設サ
イトの開設にあわせ、特典の見直しを行ってみてはいかがでしょうか

▮誘導例(一部抜粋)

特設サイト 都道府県TOP 検索結果
今回の特設サイトから参加店
の一覧に誘導。アクセスの増
加を見込んでいます。

リニューアルで画像のサイズ
を大きくし、分かりやすく誘
導。

検索結果では注目カテゴリと
して絞り込みを行いやすくし
ています。

デザインは開発中のため、
こちらは参考画像です。

※開発中のイメージ画像です。実際のものとは異なる場合があります。 27

※タイプ順で表示されます。



特典一覧

出稼ぎを検討する求職者が気になる項目を
ピックアップして誘導します

▮カテゴリの例(一部抜粋)

SNS面接OK 綺麗な寮完備

10万円以上稼げる 交通費支給

出稼ぎ保証あり

働きたいところが遠くにあるけど、面接はお店まで行か
ないと駄目？どこに泊まったら良いの？きれいな所に泊
まれる？短い期間でも働けるの？交通費は出る？...

中心地で働く

28

特設プラン 通常プラン

3テーマ 1テーマ



特典一覧

出稼ぎを検討する求職者の疑問を解決し
応募に繋げるコンテンツ

※画像はGirlsBoxの例です

▮インタビュー例

※開発中のイメージ画像です。実際のものとは異なる場合があります。

▮特設サイト店長・先輩インタビュー

出稼ぎで働くことを検討する求職者に、出稼ぎで気になるポイントをインタビュー
形式で表示。求職者の疑問を全て解決できる店舗としてアピールすることができま
す。また、出稼ぎで来ている先輩の例を表示することで、出稼ぎに対しての不安を
取り除き、応募に繋げることができます。

デザインは開発中のため、
こちらは参考画像です。

デザインは開発中のため、
こちらは参考画像です。
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特典一覧

ガールズヘブン会員ページに掲載できる新バナー
「マイページ出稼ぎバナー」。
マイページを持っているユーザーはガールズヘブ
ンを閲覧する頻度も高く、反響に繋がりやすい。
また、マイページ内に表示する初の広告バナーで
すので、お店をアピールするのに最適です。

反響に繋がりやすい会員ユーザー
にもアピールできる
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スマホ版

バナー名 ガールズブーストボタン

掲載面 ランキングページ

サイズ(px) 横140×縦140

形式 PNG

容量 100KB以下

特典一覧：ガールズブーストボタン 掲載期間：4/1～5/31
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スマホ版

バナー名 求人イメージガール

掲載面 ガイドTOP

サイズ(px) 横400×縦280

形式 PNG

容量 100KB以下

文字数
(店舗名)

全角半角問わず20文字以内

文字数
(女の子名)

全角半角問わず20文字以内

特典一覧：求人イメージガール 掲載期間：4/1～5/31
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PC版

バナー名 フローティングバナー

掲載面 ガイドTOP

サイズ(px)
PC版：掲載サイズ800×120px
（写真部分は330×120px）

形式 JPEG のみ

容量 100KB以下

▼PC版

特典一覧：【PC】フローティングバナー 掲載期間：4/1～4/30
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スマホ版

バナー名 フローティングバナー

掲載面 ガイドTOP

サイズ(px)
SP 版：掲載サイズ640×200px
（写真部分は330×200px）

形式 JPEG のみ

容量 100KB以下

▼スマホ版

特典一覧：【スマホ】フローティングバナー 掲載期間：4/1～4/30
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