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メンズエステ体験メディア
趣旨

「メンズエステ業界に、より多くのリアルな体験を」
もともとメンズエステの一般ユーザーだった管理人がこの業界に違和感を持ちました。すでに歴史的には20年前後と言われ
て、関東でもメンズエステ店は1000店近く。せっかく男性客は非現実なギャップある癒やし体験したいのに、どうしても当た
り外れが多く、高いお金を払っても余計に気分を悪くしてしまい、メンズエステ業界を嫌いになってしまう。これでは本末転倒
です。そんな良い意味でも悪い意味でもグレーな業界で、少しでもメンズエステ業界を好きになってもらうには、より多くのリ
アルな体験を届けるメディアが必要だと判断しました。

メンズビズとは？
メンズビズは、もともとRAXTIMEというメンズエステポータルサイトの管理人ブログとしてスタート。しかし「競合のブログよりもさらに
面白いメディアを作りたい」となり、デザインとドメインを一新。他の体験ブログよりもより早く、より多く対応できるよう、管理人と筆頭
に外部ライター含めて現在 2人態勢で対応。記事内容はリアル感を大事にして、ユーザーを第一に考えるため、体験内容次第では記
事にしないご提案をする場合もございますが、それほどまでにより良い体験を届けることに重点を置いたリアル体験メディアです。
2018 年 4月時点で 1 日約22,000PV、1ヶ月62 万 PVまで成長。さらにSEOでは店舗名で検索すると2～3番目にはメンズビズの体
験記事が表示されるほどgoogle には高い評価を頂いており、より高い宣伝効果が期待できます。



メンズエステ体験メディア
コンテンツ

体験記事（1回 21,600 円。広告掲載店は月1回無料あり）

店舗様と日程調整をして、ライターが伺って受けた施術体験を記事にいたします。

新規店舗のお知らせ（1回10,800 円）
新しくできた店舗の考察をした記事です。新規店舗を開店する際の宣伝としてご利用になれます。

テーマ別まとめ記事（1回10,800 円）
「B90以上のセラピスト特集」「安いメンズエステ店特集」などテーマごとにまとめられた記事です。取り上げたいイベ
ントやセラピストさまなどいましたら、ご相談ください。



メンズエステ体験メディア
広告枠

Point    スマホで全ページのヘッダーでの露出

ヘッダー1
スマホ上部1段目

・月額料金：  32,400円（税込）
・枠内枚数 ：  最大5枚（ランダム表示）
・サイズ      ：  360 × 80
・特典         ：   月1回 取材無料
　※同月2回目以降取材料21,600 円
　※施術料のご負担は店舗様でお願い致します。

ヘッダー1



メンズエステ体験メディア
広告枠

Point    スマホで全ページのヘッダーでの露出

ヘッダー2

ヘッダー2
スマホ上部 2段目

・月額料金：  21,600円（税込）
・枠内枚数 ：  最大10枚（ランダム表示）
・サイズ      ：  360 × 80 
・特典         ：   月1回 取材無料
　※同月2回目以降取材料21,600 円
    ※施術料のご負担は店舗様でお願い致します。



メンズエステ体験メディア
広告枠

Point    スマホで全ページのヘッダーでの露出

ヘッダー3

ヘッダー3
スマホ上部3段目

・月額料金：  21,600円（税込）
・枠内枚数 ：  最大10枚（ランダム表示）
・サイズ      ：  160 × 130
・特典         ：   月1回 取材無料
　※同月2回目以降取材料21,600 円
　※施術料のご負担は店舗様でお願い致します。



メンズエステ体験メディア
広告枠

大バナー1
最大 32枚 全表示

大バナー1
PC記事下部（全表示）
スマホ記事下部（全表示）

・月額料金：  21,600円（税込）
・枠内枚数 ：  最大32枚
・サイズ      ：   300 × 250
・特典         ：   月1回 取材無料
　※同月2回目以降取材料21,600 円
　※施術料のご負担は店舗様でお願い致します。

スマホページ 記事下部

Point    記事を読んだ後がもっとも自然とクリックされます。

PCページ 記事 下部

大バナー1
最大 32 枚
 全表示



メンズエステ体験メディア
広告枠

Point    ページ上部の露出が多くブランディングに強いです

大バナー2
スマホ 記事上部   2～3段目
PC 記事上部 2段目

・月額料金：  21,600円（税込）
・枠内枚数 ：  最大10枚（ランダム表示）
・サイズ      ：   300 × 250
・特典         ：   月1回 取材無料
　※同月2回目以降取材料21,600 円
　※施術料のご負担は店舗様でお願い致します。

スマホページPCページ

大バナー2

大バナー2



メンズエステ体験メディア
広告枠

Point    PC 右サイドで強く露出、占拠できます

PCページ 記事ページ上部

PCページ 全右側
大バナー3

大バナー3
PC 右カラム 上部（全表示）
PC 記事上部 3段目

・月額料金：  10,800円（税込）
・枠内枚数 ：  最大32枚
・サイズ      ：   300 × 250
・特典         ：   無し

大バナー3
全表示

大バナー3
全表示



メンズエステ体験メディア
広告枠

Point    スマホ記事の上下で安く露出、さらに取材1回無料付き

小バナー1
スマホ記事下部（大バナー1の下。全表示）
スマホ記事上部（大バナー2の下に 3枠）

・月額料金：  10,800円（税込）
・枠内枚数 ：  最大32枚
・サイズ      ：   300 × 125
・特典         ：   月1回 取材無料
　※同月2回目以降取材料21,600 円
　※施術料のご負担は店舗様でお願い致します。

スマホページ 記事ページ上

小バナー1
最大 32枚

小バナー1
全表示

スマホページ 記事ページ下

小バナー1
ランダム表示



メンズエステ体験メディア
広告枠

Point    PC 記事下の新枠で露出、PC右サイドで露出

PC 記事ページ  大バナー4の下

PCページ  右サイド

小バナー2
PC 記事下 （大バナー4の下。最大 32枚。全表示）

・月額料金：  10,800円（税込）
・枠内枚数 ：  最大32枚
・サイズ      ：   300 × 125
・特典         ：   無し

PC右カラム （大バナー3の下。最大 32枚。全表示）

小バナー2
全表示

小バナー2
全表示



メンズエステ体験メディア
広告枠

Point    スマホTOPの下を独占（2回に1回表示）

スマホ TOPページ下

小バナー3

・月額料金：  10,800円（税込）
・枠内枚数 ：  最大32枚
・サイズ      ：   300 × 125
・特典         ：   無し

スマホ TOPページ下（記事サムネイル下。全表示）

小バナー3
全表示



メンズエステ体験メディア
広告枠

Point    つい押してしまう見慣れた青いテキストリンクで安く露出

PC・スマホ 記事ページ テキスト広告

・月額料金：  5,400円（税込）
・枠内枚数 ：  最大15
・文字数      ：  20 文字以内
・特典         ：   無し

PC、スマホ記事ページ文章上部（最大10 枚。ランダム表示）

テキスト広告



メンズエステ体験メディア
体験取材について

セッティングについて
取材の日程はメール（mensbz@raxtime.jp）へ候補 3つほど日
時を記載の上お送りください。基本、平日のみ対応です。どうし
ても土日依頼ご希望の場合は一度お問い合わせください。日時が
決まりましたら次に取材の詳細を伺う流れとなります。基本関東
の対応のため、その他エリアについては交通費を頂く場合があり
ますので一度ご相談ください。

セラピストの選定について
取材で選ぶセラピスト様は、できるだけ人気があるセラピストです
と、より良い記事が書けます。人気がないセラピスト様を体験し
てもきっと良い体験はできませんし、記事で盛るようなことも不可
です。最悪の場合、体験後に記事にするのは厳しいというご提案
をする場合があります。ユーザーを裏切れないためです、ご了承く
ださい。記事関係なくナマの実力を見たい！というご依頼も可能で
すのでお気軽にお問い合わせください。

セラピストへ取材と伝えるのか？
セラピストに取材と伝えるか、伝えないかはどちらでも大丈夫です
が、伝えると非常に緊張してしまうタイプがおり、頭真っ白になっ
てしまい、普段どおりの実力を発揮できない場合があります。セ
ラピストさまの性格を理解して、慎重にご検討ください。取材と
伝えない場合は、施術料を「1. 入り口受取」「 2. 振り込み 」「3. カー
ド決済済みというテイにする」以上からお選びください。

納期について
現在取材のご依頼が非常に増えており、一回目の記事をお見せす
るためには最大 5日ほどかかる場合があります。早くて1日でお
見せできる場合もございます。都度前後しますことご了承くださ
い。また、アップ希望日がありましたら合わせてご連絡ください。
アップ希望日がない場合はこちらで決めさせていただきます。


