
＼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／

※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。

爆サイ.com ／ ランキング加点パス

MEDIA GUIDE 2023年4～6月
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ランキング加点パスとは

ランキング加点パスとは、おすすめ店ランキングの加点対象になることでランクインを支援するサービスです。

スレッド内に店舗情報、画像、HPリンクを掲載することで、露出や注目度を高めて集客につなげることができます。

■ランキング加点パスのメリット

●まだ来店したことがない見込みユーザーやお店を探している潜在ユーザーに認知を広げ、興味・関心を持ってもらえる！

●お店のHPへリンクを掲載することで、スレッドを訪れた関心の高いユーザーを直接送客することができる！

●爆サイ.comオリジナルの確認済マークにより、ユーザーに安心感を与える！

様々なお店を探している
潜在ユーザー

様々なお店を渡り歩く
コアなユーザー

興味はあるものの、
まだ来店したことがない
見込みユーザー

🏡エリア
☎ 00-000-0000

🕒 24時間営業
💰 60分12,000円～

店名

前スレリンク

画像 店名************

オフィシャル
ホームページ

ポータルサイト

SNS・ブログ

●爆サイ.comおすすめ店ランキングの上位に掲載されることで、お店の露出や注目度がUP！

画
像

画
像

画
像

画
像
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↑ランクインにより露出が大幅アップ！ ↑スレッド内のリンクからユーザーを送客！

■実績付与制度
実績付与制度とは、1月1日～12月31日の1年間の中で、

6ヵ月以上掲載したお店に実績として付与されるものです。

付与された翌年にスレッド内の店舗情報に掲載されます。



ランキング加点パス掲載料金

ブロンズ

月額 ¥10,000 (税別)

・店舗情報

・画像（300×400px）

・テキストリンク（店舗ページ）

・スレッド一覧に 付与

（風俗・メンエス共通）

おすすめ店ランキング

加点対象

シルバー

月額 ¥20,000 (税別)

・店舗情報

・画像（300×400px）

・テキストリンク（店舗ページ）

・スレッド一覧に 付与

（風俗・メンエス共通）

おすすめ店ランキング

・求人リンク
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各都道府県 限定3枠枠数限定なし

ゴールド

次頁参照

・店舗情報

・画像（300×400px）

・テキストリンク（店舗ページ）

・スレッド一覧に 付与

おすすめ店ランキング

・求人リンク

各都道府県 限定3枠

・爆サイ.com 確認済マーク

風俗店 メンエス店

・爆サイ.com 確認済マーク

風俗店 メンエス店

・爆サイ.com 確認済マーク

風俗店 メンエス店

VIP

次頁参照

・店舗情報

・画像（300×400px）

・テキストリンク（店舗ページ）

・スレッド一覧に 付与

おすすめ店ランキング

・求人リンク

各都道府県 限定3枠

・爆サイ.com 確認済マーク

風俗店 メンエス店

常時3位以内掲載

（風俗・メンエス共通） （風俗・メンエス共通）

※ランキング掲載の 常時6位以内掲載常時10位以内掲載保証はございません。

・ブロンズマーク ・シルバーマーク ・ゴールドマーク ・VIPマーク
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ゴールド 単月 3ヵ月 6ヵ月

東京・大阪・愛知
(西東京・吉原を除く)

¥50,000 ¥135,000 ¥240,000

兵庫・福岡・神奈川・
埼玉・静岡・岐阜 ¥40,000 ¥108,000 ¥192,000

上記以外の地域
（西東京・吉原を含む）

¥30,000 ¥81,000 ¥144,000

ゴールド & VIP 都道府県別掲載料金

長期でお申込みいただくと掲載料金がお得に！枠を長期で押さえたい店舗様にもオススメ！

10%
OFF

20%
OFF

※掲載料金は全て税別表記です。【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。

¥48,000お得！

¥60,000お得！

¥36,000お得！

¥12,000お得！

¥15,000お得！

¥90,000お得！

VIP 単月 3ヵ月 6ヵ月

東京・大阪・愛知
(西東京・吉原を除く)

¥80,000 ¥216,000 ¥384,000

兵庫・福岡・神奈川・
埼玉・静岡・岐阜 ¥60,000 ¥162,000 ¥288,000

上記以外の地域
（西東京・吉原を含む）

¥50,000 ¥135,000 ¥240,000

10%
OFF

20%
OFF

¥72,000お得！

¥96,000お得！

¥60,000お得！

¥18,000お得！

¥24,000お得！

¥15,000お得！



申込・掲載に必要な項目
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・店名

申込に必要な項目

・爆サイスレッドURL

・掲示板（風俗 or メンエス）

・都道府県

・ランキング加点パスの種類

・エリア

掲載に必要な項目

・電話番号

・営業時間（24h表記）

・料金（●●分●●●円～など）

・業種（デリヘル、メンズエステなど）

・静止画（横300×縦400px）

・店舗ページリンク

・求人ページリンク（シルバー以上）

・営業許可書（風俗店のみ）

・誓約書（メンエス店のみ）

申込・掲載における注意事項

※掲載は1ヵ月の期間保証となります。

※掲載停止時は最終日23時50分頃に終了します。

※新規オープン店は開店後からの掲載となります。

ゴールド★★★

シルバー★★ ブロンズ★

🏡エリア
☎ 00-000-0000

🕒 24時間営業
💰 60分12,000円～

～スレッドタイトル（店名）～

前スレリンク

画像 店名************

🏡エリア
☎ 00-000-0000

🕒 24時間営業
💰 60分12,000円～

～スレッドタイトル（店名）～

前スレリンク

画像

🏡エリア
☎ 00-000-0000

🕒 24時間営業
💰 60分12,000円～

前スレリンク

画像

～スレッドタイトル（店名）～

※配信レポートの提出はございません。

※画像のクリエイティブは「No.1」「1番」「最高」「最安」「初」などの絶対的表現はNGです。

※画像の背景が白色の場合は、周りに1px以上の枠線が必須となります。

VIP★★★

🏡エリア
☎ 00-000-0000

🕒 24時間営業
💰 60分12,000円～

～スレッドタイトル（店名）～

前スレリンク

画像

※原稿の変更は2営業日以内に行います。（月3回まで変更可）
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Q & A

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。

現在爆サイ.comに店舗のスレッドがありません。申込は可能ですか？

可能です。媒体側へスレッド作成の依頼（審査あり）を行うため、事前に①営業許可書 or 誓約書②ホームページURLの2点提出が必要です。

Q

A

Q

月途中からの掲載は可能ですか？

可能です。月途中からの掲載は、『①当月満額掲載』『②当月日割＋翌月満額掲載』の2パターンがございます。

Q

A

A

ただし営業許可書 or 誓約書の提出、店舗情報・画像・URLなどの入稿を行っていただき、入金確認まで全て完了後からの開始となります。

①申込（申込に必要な項目の提出）※P4参照

②営業許可書（風俗店）or 誓約書（メンエス店）の提出

③掲載に必要な項目の提出※P4参照

④請求書発行と前入金

⑤掲載開始

遷移先の設定はオフィシャルサイト以外も可能ですか？

オフィシャルサイト以外にもポータルサイトの店舗ページへの遷移も可能です。ただしグループページへの遷移は不可となります。

Q

A

画像はサイズなどの規定はありますか？

画像サイズは、横300px ×縦400pxとなります。静止画のみとなり、容量の規定はございません。

Q

A

実績付与制度はどのマークが付与されることになりますか？

1年間に最も長く掲載したマークが実績として付与されます。例）6ヵ月ゴールド、3ヵ月シルバー、3ヵ月ブロンズ→ゴールドを翌年から付与

Q

A

また実績もおすすめ店ランキングの加点対象になります。
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－－－－－－－－－－－－－－－－－
マーク ：ブロンズ
業種 ：メンズエステ
地域 ：東京都
ランキング：2位～7位にて推移
サイトへの送客：CPC ¥14.3
TEL-TAP費用 ：CPA 約¥1,833
－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－－－－－－－－－－－－－－
マーク ：シルバー
業種 ：メンズエステ
地域 ：大阪府
TEL-TAP ：14
ユーザー ：569
セッションあたりの
平均エンゲージメント時間：3:03
サイトへの送客：CPC ¥27.2
TEL-TAP費用 ：CPA 約¥1,421
－－－－－－－－－－－－－－－－－

▼参考値▼ 同店舗でのポータルサイトＡからの流入
広告掲載費 ：¥100,000(税抜)
サイトへの送客：CPC ¥38.6
TEL-TAP費用 ：CPA 約¥1,897

ランキングの順位によって結果は変動いたしますが、誘導効果と問い合わせ単価は
非常にお得なメニューとなっております。

ぜひご検討のほどよろしくお願いいたします。

※注1) 本メニューは効果を保証するものではございません。

※注3) 掲載しているランキングはあくまでも事例であり、その順位を保証するものではございません。

他媒体と比較してCPAがほぼ変わらず、

■ケース① TEL-TAP計測あり

効果面でも良い結果になっています。

さらにCPCが半分以下のためユーザーを

より少ない予算で送客できています。

計測期間：1ヵ月

計測方法：店舗側でのGoogleアナリティクス

送客したユーザーがTEL-TAPにつながっており、

CPAが低予算に収まっているのが特徴です。

また平均エンゲージメント時間が3分超えのため、

訪問ユーザーは長くサイト内に滞在しています。

※注2) 上記は遷移先がオフィシャルホームページの事例です。

掲載事例

■ケース② TEL-TAP計測あり
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