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キーワード google順位 キーワード google順位 キーワード google順位 キーワード google順位

関西 熟女 1位 関西 熟女 風俗 1位 日本橋 熟女 1位 熟女 大阪 1位

十三 ヘルス 熟女 1位 熟女 ソープ 関西 1位 熟女 ホテヘル 大阪 1位 熟女 十三 デリヘル 1位

熟女 待ち合わせ 1位 熟女 大阪 ヘルス 1位 神戸 熟女 風俗 1位 日本橋 熟女 風俗 1位

熟女 十三 2位 熟女 日本橋 2位 熟女 木屋町 2位 熟女 天王寺 2位

熟女 奈良 2位 関西 人妻 2位 熟女 阪神 2位 梅田 熟女 風俗 2位

うれせんとは…

「うれせん」は2003年にオープンした人妻熟女の情
報に特化した専門サイトです。集まるユーザーはもち
ろん『人妻・熟女ファン』のみ。明確なターゲット層
にダイレクトなアプローチが可能なので、効率の良い
プロモーションを行うことができます。

2019年2月現在のGoogleAnalytics調べ
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うれせんのアクセスデータあれこれ

データは全てGoogleAnalytics参照

サイトビュー数の推移 ユーザー年齢分布

全電話発信の

15%は検索から。
「浮遊層」を獲得

しています

流入元別電話発信 検索流入の新規/リピーター比率

※「浮遊層」とは、どこのお店で遊ぶのか
どのサイトで選ぶのか決めていない、潜在
的な需要を抱えたユーザー層のことです。

人妻熟女に興味が無い層も含んだ不
特定多数のユーザーが流入する一般
ポータルと違い、質が高く実客に繋
がるユーザーばかりが集まってきて
います。

今まで弱かった年代
にもアプローチを

強化中！

リニューアル後も
安定成長中!!

メインは35～54歳。
人妻熟女好きが多い
年代が集まっています

SEOが強いから
検索流入も多数
しかも6割超が
新規ユーザー
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うれせんには反響に繋がる機能がいっぱい

┃マイページ機能 ┃エロ妻レポート

┃ソク妻

┃女性日記

┃オフィシャル埋込

┃動画投稿

メルアドがあれば誰でもうれせん会
員に。お気に入り機能・ユーザーラ
ンク、ポイントシステムなど機能も
豊富！固定ファンをがっぽり獲得！

うれせん会員による『良妻・エロ妻
情報共有クチコミ』コンテンツ。お
店や女の子のサービス内容がバッチ
リ伝わる！掲載には事前審査アリ。

今すぐ遊べる女の子が直感的に分か
りやすい。細かい待機情報も。

┃ランキング
お店・女の子・動画・口コミ投稿者、
の4つのランキング。注目度抜群。

検索機能やタグ付、女の子リンクや
メール投稿など機能大幅UP！

写メシステムを刷新。充実の検索機
能で「探す楽しさ」大幅UP！

口コミや写メや動画をiframeでオフィ
シャルに埋込。ランキングにも優位。

┃最安値割引
他媒体と比較し最も安い割引情報し
か掲載できないコンテンツ。店鋪管
理画面から自由に登録できますが、
審査を通らないと掲載されません。

イチオシ
機能!!

イチオシ
機能!!

イチオシ
機能!!

┃ピンクチラシ
月に1回の特別な割引表示枠。デカデ
カ表示で超目立つ！枠数限定です。

訴求力のあるコンテンツ！
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うれせんへ基本掲載されると、初期の状態では②・③（プ
レミアムプランは①も）へ掲載されます。その後店舗様専用
の管理画面をご活用いただくことにより割引や動画などの
『お店発信コンテンツ』へ掲載されます。お店発信コンテン
ツの更新頻度により、①・②の表示順位が決定されます。
多くお店発信コンテンツをご利用頂くと、より上位表示さ

れる可能性が大きくなり、さらにユーザー様の目につきやす
くなりますので、オススメです!

┃基本掲載すると、どこに表示されるの？

※PCのみ

掲載料金
プレミアム
プラン

スタンダード
プラン

無料プラン

大阪府内 30,000円/月

(税別)

20,000円/月

(税別)

無料

兵庫県内 20,000円/月

(税別)

10,000円/月

(税別)

無料

その他関西 20,000円/月

(税別)

無料 －
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基本掲載プランと掲載箇所



掲載プラン プレミアムプラン スタンダードプラン 無料

店鋪検索表示位置 最上段 中段 下段

在籍女性登録 無制限 無制限 無制限

リアルタイム最新情報投稿 30件／日 10件／日 ×

女性日記 ◯ ◯ ×

リアルタイム新人情報 ◯ ◯ ×

出勤情報登録 ◯ ◯ ×

動画投稿 3件／日 1件／日 ×

割引情報登録 ◯ ◯ ×

新規掲載店表示 ◯ ◯ ×

熟ショップ（PCのみ） ◯ × ×

店鋪検索 ◯ ◯ ◯

エロ妻レポート ◯ ◯ ◯

店鋪お気に入り登録 ◯ ◯ ×

女性お気に入り登録 ◯ ◯ ×

お店ランキング表示 ◯ ◯ ×

女性ランキング表示 ◯ ◯ ×

動画ランキング表示 ◯ ◯ ×

お店管理画面 ◯ ◯ ◯

うれせん会員向けポイント商品提供 ◯ ◯ ◯
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プランごとの機能差



・ランダム2枠表示
・W60*H90（10KB以内）
・jpeg/gif(アニメ不可)のみ
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バナー料金：DXバナー

全ての広告バナー掲載には、うれせんの基本掲載料に加え、別途バナー掲載料金が必要となります。

商品名 DXバナー 限定枠数

掲載料金 60,000円/月(税別) 5枠

PC：認証ページ

・関西/中四国共通枠
・ランダム2枠表示
・W160*H60（20KB以下）
・jpeg/gif(アニメ不可)のみ

①ヘッダーナビ部分
・ランダム1枠表示
・W108*H100（20KB以内）
・jpeg/gif(アニメ不可)のみ
②メインカラム中央
・ランダム4枠表示
・W270*H80（20KB以内）
・jpeg/gif(アニメ不可)のみ

・関西/中四国共通枠
・ランダム2枠表示
・W145*H45（15KB以内）
・jpeg/gif(アニメ不可)のみ

・5秒切替ランダム表示
・W640*H100（80KB以内）
・jpeg/gif(アニメ不可)のみ
・店鋪や在籍一覧ページの
フッターにも表示されます

・各店鋪様のページには表示
されません。

PC：トップページ SP：認証ページ SP：フッター MB：トップページ
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バナー料金：HOMEバナー

商品名 HOMEバナー 限定枠数

掲載料金 10,000円/月(税別) なし

・表示位置ランダム
・W140*H40（15KB以内）
・jpeg/gif(アニメ不可)のみ

・ランダム2枠表示
・W145*H45（15KB以内）
・jpeg/gif(アニメ不可)のみ

PC：全ページ SP：トップページ

全ての広告バナー掲載には、うれせん
の基本掲載料に加え、別途バナー掲載
料金が必要となります。



9

バナー料金：スマホ地域検索バナー

商品名 スマホ地域検索バナー 限定枠数

掲載料金 30,000円/月(税別) 1エリア1枠限定

・1エリア1枠限定
・W640*H107（80KB以内）
・jpeg/gif(アニメ不可)のみ

SP：地域検索ページ

全ての広告バナー掲載には、うれせん
の基本掲載料に加え、別途バナー掲載
料金が必要となります。

うれせんで最も利用されるコンテンツは「地域検
索」です。お店を探すほとんどのユーザーが、地
域検索ページを介して店鋪情報を探します。そん
なユーザーの目に、確実に触れる場所に設置した
バナーです。

梅田／難波／日本橋／谷九／十三／新大阪・西中島／天王寺
京橋・桜ノ宮／堺・堺東／大阪北部／大阪東部／大阪南部
大阪府その他／神戸・福原・三宮／阪神／姫路・加古川・明石
兵庫その他／河原町・木屋町・祇園／伏見・南インター
亀岡・福知山／京都その他／大津／雄琴／滋賀県その他／奈良／和歌山

┃掲載可能エリア

※うれせんは仕様上、掲載店鋪が0件のエリアは表示されません。
ご希望のエリアに掲載店鋪が無い場合はお受けできませんのでご了承ください。

※契約は1グループまたは1店鋪で1枠までとなります。




