
メンズエステ・男性向けマッサージの優良健全店検索サイト

女性のお仕事探しを応援します！メンズエステ店のセラピスト求人

営業効率の向上を支援し、売上や利益拡大をお手伝いする独自開発ツール



集客サイト(エステラブ）・求人サイト(エステラブワーク) ・営業サポート(エステラブマネージャー)の

3つのサービスの連携でメンズエステ店の売上や利益拡大をお手伝いします。

エステラブのサービスとは

メンズエステ店やマッサージ店に

特化した集客サイト

セラピストの出勤情報や店舗の新着情報、

独自クーポンなどの様々な情報を

多くのユーザーに対して届けることができ、

新たな顧客獲得が狙えます。

集客

メンズエステ店やマッサージ店に

特化した求人検索サイト

セラピストだけでなく、受付スタッフや

店長候補などの募集もできるので、

より多くの女性求職者が狙えます。

求人

営業効率や顧客関係の向上を支援し、

売上や利益拡大をお手伝いする独自開発ツール

電話機能と顧客情報を連動させるCTIシステムと

顧客やセラピストの情報を集約・管理できる

CRMシステムで、営業効率や顧客関係の向上、

セラピストの給与管理までトータルサポートします。

営業サポート

集客強化

セラピストや
スタッフの充実により

予約・問合せ増加

ユーザーへの様々な
アプローチにより

エステラブのサービスとは

利益の最大化

店舗運営・管理ツールの
利用により



専任スタッフによる広告運用・分析で業界屈指の集客・求人応募率を獲得しています。

リスティング広告

キーワード検索の上位化
表示で実応募につながる
分析・設定を行っています。

ディスプレイ広告

Webサイトやブログにテキ

スト・バナー広告を掲載し、
ユーザーを誘引しています。

SEO対策

日々変化するキーワード
検索に適した独自の分析
～施策でユーザーを囲い
込みます。

Twitter配信

フォロワー数増加中。複数
のアカウントでユーザーに
情報を届けています。

メールマガジン

会員ユーザーに向けて
定期的にメールマガジンを
配信しています。

エステラブワークエステラブ エステラブワークエステラブ エステラブワークエステラブ エステラブワークエステラブ エステラブワークエステラブ

ノベルティ

ポスターをルームに設置。
Twitterでも話題となって
います。

求人系アグリゲーションサイト

スタンバイと連携し、
幅広いユーザーを獲得
しています。

記事サイト

メンズエステの業界情報などを
幅広く更新しています。

SNS広告

Instagramでも求職者への
アプローチを行っています。

純広告

爆サイなどの大手掲示板
サイトへ広告出稿して
います。

エステラブワーク エステラブワークエステラブワークエステラブ エステラブワークエステラブ エステラブワークエステラブ

広告展開・プロモーションについて



ネット予約機能 LINE通知機能 ユーザー会員機能

エステラブの特長

集客に欠かせない基本情報を網羅した店舗紹介ページの掲載はもちろん、店舗側・ユーザー側に便利な機能を搭載。

ネット予約への対応やLINEへの通知機能など、時流に合わせたアプローチでユーザー獲得をサポートします。

主流の予約機能であるネット予約が設定可能。

ネット予約可能店舗として店舗ページおよび

一覧ページでアピールができ、予約数の増加に

貢献します。

エステラブLINEアカウントからのネット予約

の受信や最新情報などの通知を受け取ること

が可能。LINEでの集客管理に役立ちます。

エステ媒体には珍しい会員限定機能を搭載。

店舗やセラピストのお気に入り登録機能のほか、

出勤情報お知らせ機能では、登録したセラピスト

の出勤情報がリアルタイムでメール通知されます。



セラピスト一覧

プラチナ おすすめ優良店

ゴールド 優良店

フリー なし

プラチナ

ゴールド

フリー

よく見られているセラピスト

有料プランはアイコン付きで表示

掲載イメージ

エステラブ

エリア・都道府県トップページ

おすすめ店舗

エリアランキングTOP３

プラン順に表示
※おすすめ順の場合
同プラン内1時間毎ランダム

店舗リストページ

セラピスト一覧ページ

新着情報

更新回数が増加

プラン順に表示（12件のみ）

※同プラン内1時間毎ランダム

※有料掲載＆サイトコンテンツ活用で
上位ランクイン
(詳細ロジックは非公開)

検索結果

オプション サブエリア追加

並び順（新着/おすすめ順）

1. プラチナ(メイン)

2. ゴールド(メイン) 

3. プラチナ・ゴールド(サブ) 

4. フリー

10 回/日

5 回/日

1 回/日

※店舗公開済かつ女性登録1名以上の有料掲載5店舗以上の場合

以下区画で1時間毎ランダム表示

エリアランキングTOP5

※有料掲載＆サイトコンテンツ活用で
上位ランクイン
(詳細ロジックは非公開)

1.プラチナ・ゴールド(画像あり)

2. フリー(画像あり)

3. プラチナ・ゴールド(画像なし) 

4. フリー(画像なし)



充実の求人検索項目・掲載情報 Twitterキャンペーン マガジン展開

セラピストだけでなく受付スタッフや店長候補など、幅広い職種での募集が可能。

検索のしやすさや興味をひくコンテンツで求職者を取り込むサイトの構成、

オリジナルキャラクター・Twitterを活用したサイト認知度を上げる取り組みのほか、

記事コンテンツ【エステラブワークマガジン】で「おすすめ店舗」として有料掲載店を紹介しています。

エステラブワークの特長

求職者の興味をひく項目を網羅した店舗紹介

ページと多数のこだわり条件やキーワード検

索などを盛り込み、ユーザーに魅力的なサイ

ト作りをしています。

ユーザー向けにギフト券プレゼントなどの

キャンペーンを不定期に実施。

フォロー・リツイートを条件にすることで

認知度アップにつながります。

応募や仕事のノウハウなどのお役立ち情報の

ほか、有料掲載店の紹介記事を掲載。

マガジンに掲載することで、有料掲載店の露

出がアップします。



エステ経験の有無に関係なく会員登録があり、20～30代が半数以上を占めています。

現在就業中かつ掛け持ちを含め定期的な勤務を希望している方が多いことから、

働きざかりで意欲の高い人材が集まっている傾向にあります。

エステラブワークの会員属性

現在の職業

会社員
28％

アルバイト・
パート
27%

その他 15％

学生 15％

無職 10％

主婦 5％

エステ経験

あり
44％

なし
56％

希望する働き方

週1～2回
34%

週3～4回
34%

掛け持ち
17%

週5回以上
4%

出稼ぎ 3%

短期 5% 土日のみ 3%

年齢構成

50歳～ 5%

40～49歳 18.5%

35～39歳
6.6%

30～34歳
10.9%

20～24歳
33.1%

25～29歳
17.2%

～19歳 8.6%



他メンズエステ求人媒体の応募単価と比較して、圧倒的な低コストを実現。

1人あたり約878円で採用見込みを獲得できる実績が出ています。

各媒体応募単価比較
フォーム・電話・LINE問い合わせ件数から平均応募人数を算出し、応募単価を試算しています。

※1 大阪府エリアのキャンペーンにて計算 ※2 自社調べ

媒体

プラン プラチナ 基本掲載 基本掲載

広告費用 5,000円 8,250円 30,000円

平均応募数 ６ 2 ３

応募単価 878円 4,125円 10,000円

求人媒体E

※1

求人媒体P

応募単価とは？

※2 ※2

セラピストや店舗スタッフなどを募集したときに、1応募に対してかかる費用のこと。

応募単価が安いほど、効率的な求人募集ができていることになります

エステラブワーク

コスパNo1クラス！

エステラブワークの費用対効果



セラピストを1名採用したときの店舗利益試算例

エステラブワークプラチナプランでセラピスト1名を採用した場合

店舗の利益として【 149,122円】が見込めます。応募単価を意識しながら

求人募集を行うことで、店舗の利益を着実に積み上げることが可能です。

セラピスト1名

300,000円/月

歩合(50%)

150,000円/月

応募単価

149,122円/月

売上 経費 店舗利益

878円/月

エステラブワーク
プラチナプラン

エステラブワークの費用対効果



プラチナ

ゴールド

フリー

お店からの最新投稿

更新回数が増加

掲載イメージ

エリア・都道府県トップページ

おすすめのメンズエステ求人

求人情報

プラン順に表示
※おすすめ順の場合
同プラン内1時間毎ランダム

店舗リストページ

店舗求人ページ

プラン順に表示（12件のみ）

※同プラン内1時間毎ランダム

募集要項

有料プランは3職種の募集が可能

検索結果

エステラブワーク

プラン順に表示（30件のみ）

※同プラン内1時間毎ランダム
プラチナ

ゴールド

フリー

10 回/日

5 回/日

1 回/日

3 項目

3 項目

1 項目

オプション サブエリア追加

並び順（新着/おすすめ順）

1. プラチナ(メイン)

2. ゴールド(メイン) 

3. プラチナ・ゴールド(サブ) 

4. フリー



エステラブマネージャーについて

集客・求人掲載だけでなく、顧客管理や営業効率向上も支援！パソコンはもちろん、スマートフォンでも操作可能！

権限を分けてアカウントを設定できるのでスタッフ間での役割分担も行え、効率化アップ！

CTICRM

精算管理

セラピストの給与計算やPDF・

Excelでの明細発行機能

コースやオプション等の売上詳細から

セラピストへの給与計算や明細の発行が

行えます。

お客様からの着電時に自動で

顧客情報を表示

かけてきた相手の情報をアプリとパソコン上に表示します。

相手がリピーターなのか新規のお客様なのか見分けられます。

売上傾向のデータをグラフで表示

顧客情報や受付情報を一元管理しているため、リアルタイムに売上データに反映されます。

売上傾向の見える化で経営の迅速な意思決定が実現します。

利用可能端末：Android

(推奨環境：Android OS9～11)



広告掲載料金（関東・関西・中部・中国エリア）
キャンペーン実施中！今ならお得にご契約いただけます。
現在キャンペーン中につき、エステラブ・エステラブワークのセット掲載での販売となります。

キャンペーン オプション

サブエリア追加1ヶ月料金(税抜) プラチナプラン ゴールドプラン

15,000円

関西
30,000円 20,000円

中部 10,000円 5,000円

5,000円
/ 3ヶ月掲載

1ヶ月料金で期間延長

25,000円広島・岡山

岡山
（倉敷市 / 岡山その他）

（全域） （岡山市）

25,000円 15,000円

こちらのエリアは
オプション販売は
ございません。

*

初回のみリンク設置で＋1ヶ月

初回のみリンク設置で＋1ヶ月

初回のみリンク設置で＋1ヶ月

3ヶ月掲載

4ヶ月掲載
初回のみリンク設置で＋1ヶ月

大阪市
難波・日本橋・桜川
梅田・北新地
堺筋本町・本町

関西
大阪市その他および大阪市外

兵庫県・京都府・滋賀県・

奈良県・和歌山県

30,000円 20,000円
初回のみリンク設置で＋1ヶ月

3ヶ月掲載

3ヶ月掲載

3ヶ月掲載

2ヶ月掲載

15,000円

関東 25,000円



プラチナプラン ゴールドプラン
オプション

サブエリア追加

広告掲載料金（九州エリア）

*

1ヶ月料金(税抜)

福岡
（博多駅周辺）

25,000円 15,000円
CTI・CRM利用店限定

2ヶ月掲載

25,000円 15,000円

初回のみ＋２ヶ月

3ヶ月掲載

25,000円 15,000円

福岡
（久留米市・八女市)   

福岡
（八幡・黒崎)  

25,000円 15,000円

25,000円 15,000円

3ヶ月掲載

1ヶ月料金で期間延長

エステラブ・エステラブワークのセット掲載での販売となります。

キャンペーン

25,000円 15,000円 5ヶ月掲載熊本・鹿児島

福岡
（天神・大名・今泉)   

福岡
（その他)  

2ヶ月掲載

5ヶ月掲載

こちらのエリアは
オプション販売は
ございません。



掲載プラン フリープラン

枠数 制限なし 制限なし 制限なし

先行掲載 契約月前月15日 0:00～ 契約月前月15日 0:00～ -

プラン別表示 おすすめ優良店 優良店 -

検索結果順位 最上位 上位 下位

おすすめ店舗表示 最上位 上位 下位

新着情報更新回数 10回/日 5回/日 1回/日

セラピスト情報表示件数 最大500名表示可 最大500名表示可 最大500名表示可

出勤情報 利用可 利用可 利用可

顧客管理システム(CRM) 利用可 利用可
利用可

（関東：3ヶ月、関西：6ヶ月）

コールセンターシステム(CTI) 利用可 利用可
利用可

（関東：3ヶ月、関西：6ヶ月）

フリープランプラチナプラン ゴールドプラン

プラン比較【01】

掲載プランにより広告表示位置が異なります。

有料プランは2種類ありますが、広告の力を最大限に活かすなら露出度が高いプラチナプランがおすすめです。

イチオシ！

*

＊1 前回掲載終了時より6ヶ月未満の再掲載を除く

1

エステラブ・エステラブワークのリンク設置必要



プラン名

ルームごとの複数枠掲載

※同一オフィシャルサイト・電話番号で

複数ルームを運営している場合

制限あり

各都道府県1ルームずつのみ掲載可

OK例：

メンズエステ梅田ルーム(大阪府)

メンズエステ神戸ルーム(兵庫県)

NG例：

メンズエステ梅田ルーム(大阪府)

メンズエステ難波ルーム(大阪府)

フリープラン
プラチナプラン ゴールドプラン

プラン比較【02】

画像 プラチナプラン ゴールドプラン フリフリープランープラン

ロゴ画像
指定サイズ：420×315px

最大1枚表示可 最大1枚表示可 最大1枚表示可

お店の写真
表示サイズ：正方形 最大10枚表示可 最大5枚表示可 最大5枚表示可

セラピスト画像
推奨サイズ：300×400px

最大10枚表示可 最大10枚表示可 最大1枚表示可

プラチナプラン ゴールドプラン※形式：jpgのみ

OK例：

メンズエステ梅田ルーム(大阪府)：プラチナプラン

メンズエステ難波ルーム(大阪府)：プラチナプラン

メンズエステ神戸ルーム(兵庫県)：ゴールドプラン

制限なし

ルームごとに有料プランを契約することで

各都道府県内外問わず掲載可

ルームが複数ある店舗様は条件によって複数枠掲載が可能です。ルームごとの広告掲載で集客・求人効率が格段に上がります。

有料プランでは掲載条件が優遇されるほか、各画像の設定可能枚数が多くなり、より効果的にアピールができます。

フリープラン
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