
＼月間10億PVを超える日本最大級のローカルクチコミ掲示板／

爆サイ.com ／ ナイト系SP広告枠

MEDIA GUIDE 2023年4～6月

※本資料に関しまして、記載されている内容は予告なしに改定されることがあります。予めご了承ください。



1. 爆サイ.comとは？

2. 爆サイ.comはこんな人が見ています！

3. 広告枠 メニュー紹介

① 風俗VIP枠

② メンエスVIP枠

③ メンエス 最ヘッダ枠

④ ランキングバナー枠

⑤ グループ専用枠

4. 長期掲載特別割引

5. Q & A
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爆サイ.comとは？
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①地域密着型のクチコミ掲示板
圧倒的な情報量と利便性の高さから地方ユーザーを
中心に絶大な支持を得ています。

＼爆サイ.comのポイント！／

②合計4,000以上の掲示板を保有
100以上のカテゴリが47都道府県別で分かれています。

風俗カテゴリはお店や嬢個人の

クチコミサイトとしても人気！

クチコミ掲示板としては日本最大級！

カテゴリ数

爆サイ.comのアクセス数は国内60位、掲示板カテゴリ数において 堂々の1位！

アクセス数

※2023/2/8のデータです

※ランキングはSimilarWebのデータを参照しています※2023/2/8のデータです

③新機能続々リリース
天気、星占い、いいね！・レスアンカー、スタンプなど
ユーザーに喜ばれる新しい機能を続々リリースしています。



爆サイ.comはこんな人が見ています！

爆サイ.comは関東や関西だけでなく、様々な地域で利用されています。

２０代後半〜４０代の男女が中心で約9割がスマホユーザーです。

3※2023年3月現在。Googleアナリティクスのデータを元に作成
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■メニュー名 風俗VIP枠

■掲載料金（税別） ¥30,000 ¥50,000

■掲載エリア 右記以外の各都道府県 東京・吉原・大阪・福岡

■掲載箇所 「風俗・お店」掲示板のレス一覧ページ（右の赤枠参照）

■配信デバイス スマートフォン

■掲載期間 1ヶ月

■保証形態 期間保証

■原稿仕様

サイズ：300 × 250 pix ×1本

容量：80KB以内

形式：gif or jpg

※アニメーションは3ループ以内（無限ループ不可）

※枠線と境界線が分からない白背景はNG

(その際は画像に1pxの枠線が必須)

※「No.1」「1番」「最高」「初」などの絶対的表現はNG

■特徴

・同枠内ではネットワーク広告が表示されません

・掲載は風俗店（店舗型・無店舗型）が対象で1枠につき1店舗です

・グループ店は店舗ごとの掲載となります

・配信レポートの提出はございません

・掲載にあたり届出確認書の提出が必要です

各都道府県の「風俗・お店」掲示板のみに絞った特別枠です。

風俗店様にとって非常に高いブランディング効果が期待できます。
レス一覧ページ
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風俗VIP枠



各都道府県の「メンエス・お店」掲示板のみに絞った特別枠です。

メンエス店様にとって非常に高いブランディング効果が期待できます。
レス一覧ページ
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メンエスVIP枠

■メニュー名 メンエスVIP枠

■掲載料金（税別） ¥20,000 ¥30,000

■掲載エリア 各都道府県（大阪以外） 大阪

■掲載箇所 「メンエス・お店」掲示板のレス一覧ページ（右の赤枠参照）

■配信デバイス スマートフォン

■掲載期間 1ヶ月

■保証形態 期間保証

■原稿仕様

サイズ：300 × 250 pix ×1本

容量：80KB以内

形式：gif or jpg

※アニメーションは3ループ以内（無限ループ不可）

※枠線と境界線が分からない白背景はNG

(その際は画像に1pxの枠線が必須)

※「No.1」「1番」「最高」「初」などの絶対的表現はNG

■特徴

・同枠内ではネットワーク広告が表示されません

・掲載はメンエス店が対象で1枠につき1店舗です

・グループ店は店舗ごとの掲載となります

・配信レポートの提出はございません

・各種法令に違反していない旨の誓約書の提出が必要です



メンエス最ヘッダ枠

リーズナブルな料金で爆サイ.comへ掲載可能なメンエス店舗様向けの特別プラン！
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■メニュー名 メンエス 最ヘッダ枠

■掲載料金（税別） ¥10,000 ¥15,000

■掲載エリア 右記以外の各都道府県（1つ選択） 東京・大阪・愛知

■掲載箇所 メンエス掲示板（お店・個人・総合）のスレッド・レス一覧ページ

■配信デバイス スマートフォン

■掲載期間 1ヶ月

■保証形態 期間保証

■原稿仕様

サイズ：320 × 50 pix ×1本

容量：50KB以内

形式：gif or jpg

※アニメーションは3ループ以内（無限ループ不可）

※枠線と境界線が分からない白背景NG

（その際は画像に1px以上の枠線が必須）

※「No.1」「1番」「最高」「初」などの絶対的表現はNG

■備考

・同枠内にはネットワーク広告が表示されません

・掲載はメンエス店が対象で1枠につき1店舗です

・グループ店は店舗ごとの掲載となります

・配信レポートの提出はございません

・各種法令に違反していない旨の誓約書の提出が必要です

ユーザーの目に留まりやすいメンエス掲示板の最上段に掲載されます。

※上記枠は旧メンエスエコノミープランです。



ランキングバナー枠

注目度が高いランキングの上部と下部の2枠を大きく使ってユーザーに訴求できます。
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■メニュー名 ランキングバナー枠

■掲載料金（税別） ¥30,000 ¥20,000

■掲示板 風俗 メンエス

■掲載エリア 各都道府県（1つ選択）

■掲載箇所 ランキングページ（上下2箇所）

■配信デバイス スマートフォン

■掲載期間 1ヶ月

■保証形態 期間保証

■原稿仕様

サイズ：300 × 250 pix 上下各1本（上下同じ原稿可）

容量：80KB以内

形式：gif or jpg

※アニメーションは3ループ以内（無限ループ不可）

※枠線と境界線が分からない白背景NG

（その際は画像に1px以上の枠線が必須）

※「No.1」「1番」「最高」「初」などの絶対的表現はNG

■備考

・同枠内にはネットワーク広告が表示されません

・営業許可書（風俗店）、誓約書（メンエス店）の提出が必要です

・掲載は風俗店 or メンエス店が対象で1枠につき1店舗です

・グループ店は店舗ごとの掲載となります

・配信レポートの提出はございません

上部

下部



■メニュー名 グループ専用枠

■掲載料金（税別） ¥80,000 ¥50,000

■掲示板 風俗 メンエス

■掲載エリア 各地域 ※右記より1つ選択

■配信デバイス スマートフォン・PC

■掲載箇所
SP：各地域の掲示板一覧（ヘッダとミドル）
PC：各地域のスレッド・レス（ヘッダとフッタ）

■掲載期間 1ヵ月（期間保証）

■原稿仕様

【SP】容量：50KB以内、形式：gif or jpg、サイズ：320×100px

【PC】容量：100KB以内、形式：gif or jpg、サイズ：728×90px

※原稿本数：SPとPCで各最大5本まで可

※遷移先：グループ店サイト、個別店ページどちらでも可

※アニメーションは3ループ以内（無限ループ不可）

※枠線と境界線が分からない白背景NG（画像に1px以上の枠線必須）

※「No.1」「1番」「最高」「初」などの絶対的表現はNG

■掲載条件

①掲載地域に3店舗以上を有するグループ

②営業届出書（風俗）、誓約書（メンエス）の提出が必須

・風俗：同一届出書内に掲載する店名が全て記載されている

・メンエス：掲載する店名全て、代表名、所在地全て記載

③グループ店として確認できる（全体のサイトや統一ドメインなど）

■備考
・同枠内にはネットワーク広告が表示されません

・配信レポートの提出はございません

北海道・北東北
（北海道・青森・秋田・岩手）

南東北
（宮城・山形・福島）

南関東
（東京・西東京・吉原・神奈川・埼玉・千葉）

北関東
（茨城・栃木・群馬）

甲信越
（山梨・新潟・長野）

東海
（愛知・岐阜・三重・静岡）

北陸
（富山・石川・福井）

関西
（大阪・兵庫・京都・滋賀・奈良・和歌山）

山陽
（広島・岡山・山口）

山陰
（鳥取・島根）

四国
（徳島・高知・愛媛・香川）

北部九州
（福岡・佐賀・長崎・大分）

南部九州・沖縄
（熊本・宮崎・鹿児島・沖縄）

グループ専用枠
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PCヘッダ

PCフッタ

SPヘッダ

SPミドル

SP：掲示板一覧 PC：各地域掲示板のスレッドとレス

グループ専用枠掲載箇所
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長期でお申込みいただくと掲載料金がお得に！

※掲載料金は全て税別表記です。

お得な料金で掲載したい店舗様にオススメ！

メニュー名 単月 3ヶ月 6ヶ月

風俗VIP枠 ¥30,000 ¥81,000 ¥144,000

風俗VIP枠
(東京・吉原・大阪・福岡)

¥50,000 ¥135,000 ¥240,000

メンエスVIP枠 ¥20,000 ¥54,000 ¥96,000

メンエスVIP枠
(大阪のみ)

¥30,000 ¥81,000 ¥144,000

メンエス 最ヘッダ枠 ¥10,000 ¥27,000 ¥48,000

メンエス 最ヘッダ枠
(東京・大阪・愛知)

¥15,000 ¥40,500 ¥72,000

ランキングバナー枠 風俗 ¥30,000 ¥81,000 ¥144,000

ランキングバナー枠 メンエス ¥20,000 ¥54,000 ¥96,000

グループ専用枠 風俗 ¥80,000 ¥216,000 ¥384,000

グループ専用枠 メンエス ¥50,000 ¥135,000 ¥240,000

【備考】 ※お支払いは掲載前に一括入金となります。 ※掲載途中での解約および返金はできません。

¥9,000お得！

10%
OFF

20%
OFF

長期掲載特別割引
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¥36,000お得！

¥15,000お得！ ¥60,000お得！

¥6,000お得！ ¥24,000お得！

¥9,000お得！ ¥36,000お得！

¥9,000お得！ ¥36,000お得！

¥6,000お得！ ¥24,000お得！

¥24,000お得！ ¥96,000お得！

¥15,000お得！ ¥60,000お得！

¥3,000お得！ ¥12,000お得！

¥4,500お得！ ¥18,000お得！



掲載までの流れについて教えてください。

掲載開始は毎月1日からとなっております。以下の3点を遅くとも入稿開始前日（土日祝の場合は月内の平日）までに行う必要がございます。

・届出確認書（風俗店）、誓約書（メンズエステ店）の提出

・バナー入稿（クリエイティブ審査あり）

・前入金

掲載料金を1ヵ月分満額を支払うので、月途中からの掲載は可能ですか？

可能です。ただし届出確認書 or 誓約書の提出、バナー入稿を行っていただき、入金確認まで全て完了後からの配信開始となります。

Q

A

Q

店舗の所在地と異なる都道府県に掲載することは可能ですか？

可能です。

Q

A

1店舗で1つの都道府県に2つ以上の枠を掲載することは可能ですか？

可能です。実際に集客と求人を別枠としてご掲載いただいている店舗様もおります。

Q

A

1店舗で複数の都道府県に掲載することは可能ですか？

可能です。所在地のある都道府県だけでなく、近隣の都道府県からも集客や求人を希望される店舗様にオススメです。

Q

A

A

出張エステ（回春エステ）でメンエスVIP枠などに掲載することは可能ですか？

出張エステ（回春エステ）店は、メンエスVIP枠、メンエス最ヘッダ枠、メンエスランキングバナー枠、

Q

A

メンエスグループ専用枠への掲載は不可となっております。

Q&A 1
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バナーの仕様「アニメーションは3ループ以内」というのを詳しく教えてください。

アニメーションの表現は動きや点滅など基本的に自由であり、コマ数などの制限もございません。（プランに応じて容量制限あり）
ただしアニメーションの区切りを1ループとし、3ループ以内で止めていただくことがルールです。（無限ループは不可）

各広告枠の残り枠数の最新情報を知りたいのです。

各広告枠は都道府県別に枠数が設定されており、残り枠数の最新情報はスプレッドシートでご確認いただけます。
こちらのシートは残り枠数がリアルタイムで更新されるため、最新の情報として確認が可能です。
空枠確認：https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ilxMX1aIielnrZOMOL9k1FVhy4KabzPHHYCbDRnD5tI/edit#gid=355169329

Q

A

Q

満稿エリアの枠が空いた場合、先に案内してもらうことはできますか？

満稿のエリアにつきましては予約を受け付けております。予約の際に店舗名をお伝えください。枠が空いた際にはご予約いただいた店舗様を優先して
ご案内させていただきます。ただし空き枠に対して予約数が上回った場合には抽選となります。（先着順ではありません）

Q

A

掲載途中にバナーを変更することは可能ですか？

掲載途中のバナー変更は可能です。ただし変更は月に3回までとなっております。
また変更の度にクリエイティブ審査があるため、即日対応ができない場合がございますので予めご了承ください。（原則2営業日以内の変更）

Q

A

バナーで掲載ができない表現はありますか？

性器（モザイク・ボカシを含む）、性行為を助長するもの、児童ポルノなどは全てNGとなっております。
またメディア側によるクリエイティブ審査が入稿の度にございます。

Q

A

A

Q&A 2
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※枠数はPVなどの状況に応じて変更になる可能性があります。

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ilxMX1aIielnrZOMOL9k1FVhy4KabzPHHYCbDRnD5tI/edit#gid=355169329


お問い合わせ・お申し込み先・会社概要

お問い合わせ・お申し込みは下記までお願いします。

株式会社ジオン 営業部

電話：03-6805-0200

問い合わせ先メールアドレス：ad@zeoninc.com

■会社概要

■商号：株式会社ジオン

■設立：2017年

■所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-2-6 K-1ビル

(サテライトオフィス) 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-27-11 祐真ビル

■TEL：03-3797-1188（代表）

■事業内容：パートナーセールス事業、メディア事業
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