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ＰＣの中に 眠っていませんか？

8,677,397 ＰＶ

1,265,234 ＰＶ

実際の店舗の実例結果

より「アクセス」「実客」を上げるためには？

すぐに実践できるワンポイントアドバイス！

投稿ルールを守って削除されないようにしよう！



すでに動画の時代は始まっています！
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※2018年版 総務省調べ

総務省調べによると2017年にはすでにスマホ保有率がPCを追い抜いています。
スマホが年々普及していく中でどうやって集客していくか…

さらに、5Gという通信規格が出来ようとしている昨今、通信速度も飛躍的に向上しています。
通信速度が上がった今、文字情報から「動画情報」に移り変わっています。
「スマホで動画を撮ってSNSに投稿」というのが当たり前の時代…

動画は何よりも身近なツールになっているのです。

サイト立ち上げから動画に力を入れているデラックスだからこそ…

デラックスの投稿動画をご利用下さい！

店舗様の として一番身近なパートナー



実際の店舗でのアクセス比較
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実際の店舗の比較データ

投稿動画はお得な事しかありません！

前後1週間のアクセス比較

前後1週間のアクセス比較

デラックスの動画一覧ページのアクセス数は非常に高いです。
それだけ多くのユーザーが閲覧しているという事なので、より効果的に投稿を行えばアクセスＵＰが狙えます。
また、オフィシャルＨＰにウィジェットを設置して頂ければさらに閲覧数が上がるので、
ランキング上位表示や動画一覧ページの並び順にも非常に有効です。

渋谷超有名ホテヘルＧ店 スマホページアクセス

池袋北口ホテヘルＨ店 スマホページアクセス

体験動画１本投稿

体験動画２本投稿

6,436 → 32,624

925 → 5,784

４０７％ＵＰ

５２５％ＵＰ



ユーザーから人気のある動画はこれ！
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１番人気 体験動画

撮るのが大変な分、効果は絶大！
DXでは他媒体の動画投稿も可能なので、他サイトで動画を撮った場合は
率先して投稿していきましょう！

２番人気 フェラ動画(疑似フェラ動画)

フェラの時の表情はプレイ中の雰囲気を感じられます。バイブを使った
疑似フェラでもOK！男性なら誰しもが持っている女性への征服感を満た
す動画として2番目に人気があります。

３番人気 オナニー動画

体験動画などに比べるとエロを全面に打ち出す事は難しいですが、
女の子が顔出しをしているとより多くのユーザーが見に来てくれます。
恥じらいの表情やエッチな雰囲気が分かるとより良いでしょう！

４番人気 人となりがわかる動画

体験動画が撮れなくてもこういった動画があるだけで
ユーザーの女の子選びの手助けをします。
ただし、エロさが表現しにくいので多少工夫が必要です。

女の子が一人で淡々と喋っているような動画だとユーザーの興
味は惹けません。
待機室で他の女の子と楽しくおしゃべりしている様子や、店員
さんとの会話インタビュー形式の動画の方が、お店選びの参考
になります。

最近ハマってる事は？

ゲームかな♪

あそこのスウィーツ
美味しいよね～

だよね～♪



効果を上げるには？
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タイトルで惹きつける

優良コメントで検索されやすくする

タグは侮れない！？

ユーザーが最初に見る文字情報になるので、
ユーザーが興味を惹きやすいワードを文頭にもってくるのがオスス
メです！
※動画の内容にそぐわないワードは逆効果です。

デラックスでは動画のSEO対策に非常に力を入れています。
他ページの使い回しコメントを登録するのではなく、
動画の内容が分かるオリジナルテキストを入れると効果的です。

「店名」「地域」「ジャンル」「動画タイトル」「動画コメント」
はフリーワード検索対象です。
上記の項目と被らないようなキーワードを登録すると検索範囲を幅
広くカバー出来るので閲覧数が上がりやすいです！

閲覧数UPを狙える！

ほんの少しでも手を掛けると再生回数も変わってきます。
そうする事で投稿動画の閲覧数UP、そしてランキング等も上位を目
指すことも可能です。
また、一日の動画の投稿数はかなり多いので、手元に多くの動画コン
テンツを持っている場合は日を跨いで投稿する事で、いつも投稿して
いる印象をユーザーに植え付ける事も出来るかもしれません。

サムネイルで視線を釘付け！？

女の子が顔出しをしている、もしくは動画の内容が分かるようなサ
ムネイルだとユーザーが見に来る可能性が上がります！
定期的にサムネイル変更するのも有効です。



ワンポイントアドバイス！
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※使い方は各サイトをご参照下さい。デラックスでは返答出来かねます。

各種ランキングは毎日更新！
お店や女の子のアクセスランキングは前日分を集計しています。
投稿動画と自撮り動画は週間ランキングや投稿してから当日までの
総合ランキングもご用意しています。

ユーザーの目に止まりやすい動画を数多く投稿する事でランキン
グ内に入ることも狙えます。
※重複動画にご注意下さい。

賢いキーワードの入れ方！
似たワードが複数入っていると検索ツールとしてもったいないです。
共通するようなワードを入力する事で検索されやすくなります。
また、一般的なワードを用いる事でも検索されやすくなります。

例えば…
「完全業界未経験」と登録する事で「完全業界未経験」「業界未
経験」「未経験」といった類似ワードで検索されてもヒットする
ようになるのでオススメです！
-----------------------------------------
例えば…
「綺麗な足」よりは「美脚」といった一般的、且つ検索されやよ
いワードにする事でヒットされやすくなります。

男優はマスク・覆面等をつけない方がイイ！
動画内に出演している男優が顔出しNGのために覆面などをしてい
るとユーザーの意識が男優に向いてしまい女の子の印象が薄くなっ
てしまいます。

男優によっては顔出しNGの場合もあるので、そういった場合には
モザイクを掛けるか、映らないようにカメラアングルを調整して
撮影するのがオススメです。

動画編集は無料で簡単に出来る！
無料アプリやプリインストールされているソフトなどで以前より気
軽に動画編集が出来るようになっています。本格的な機能を持った
アプリもありますので凝った動画作成も可能です。

PocketVideo VivaVIdeo iMovie(iOS,mac)VideoShow フォト(win)

スマートフォン(iOS,Android) / ＰＣ(Win,Mac)



投稿ルール＆違反と凍結について
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日頃より皆さまから投稿していただいた動画コンテンツは、延べ25,000件を超える投稿数と成長してまいりま
した。閲覧数の増加と共に、日に日にご好評のお声も増え大変うれしく思います。

一方で最近、動画内に性器が映り込んでいる動画やモザイク処理の薄い動画が目立つようになっており、適宜
弊社にて対応を行ってきましたが、先日サーバー管理会社から注意勧告を受ける事態となってしまいました。
これに加えて、サイトを利用するユーザー様からも

「自撮り動画コーナーなのに明らかに自撮りではない動画が投稿されている」
「内容の変わらない動画が何度も投稿されている」

等の改善を希望するご意見を多数いただいております。

以上のことから動画コンテンツ内容のさらなる充実と信用性を高めるため、チェック体制の強化、及び投稿
ルールをお守り頂けない動画におきまして事前通達せず対象の動画コンテンツを非表示とさせて頂きます。
また、投稿ルールに違反している動画が一定数に達しました場合、新規投稿機能に限り一定期間の機能停止と
なります。

(2019年5月8日より施行)



違反回数と投稿停止期間について
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警告１
合計10本目の違反で7日間の利用停止(新規投稿停止)

警告２
合計20本目の違反で30日間の利用停止(新規投稿停止)

警告３
合計30本目の違反で90日間の利用停止(新規投稿停止)

※1

※2

4/1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /10 5/6 5/7 5/8

投稿停止
(警告1)

停止
2日目

停止
3日目

停止
4日目

停止
5日目

停止
6日目

停止
7日目

投稿再開
12:00～

リセット
まで30日

リセット
まで30日 残り29日 残り28日 残り2日 残り1日 リセット

12:00

ＤＸ運営がパトロールします！
次項より記載のルールを元に、お店が投稿した動画のパトロールを
行っています。局部露出・重複といったものは違反カウントUPし、
一定数以上の動画においてルールをお守り頂けない場合は投稿停止
のペナルティがあります。

違反レベルで凍結期間が変動！
上記ペナルティも違反動画の本数によってレベルが変動します。
最長で90日間の利用停止もありますのでご注意下さい。

無違反30日継続で違反カウントリセット！
最後に違反カウントをした日から30日間の無違反継続で違反カウ
ントのリセットをします。
この期間の間に再度違反動画があるとカウントリセットまでの期間
も初期値(30日)に戻ります。
投稿停止中は違反回数を保持し、投稿再開後からの測定です(※2)

違反停止について
利用停止日を初日としてカウントし、規定日経過翌
日12:00に投稿再開致します。(※1)



違反カウントアップ対象(コンテンツ削除)
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局部
・性器(ペニス・ヴァギナ)
・アナル
・その他、局部の判別が出来てしまうもの
※白い水着や下着等で性器・アナルが透けて見えているものも含みます。

重複動画
・過去に投稿したものと同じ動画(重複率50％以上)
※10秒自撮り縦動画との重複もNGです。
※ユーザーが重複していると判断しうる動画も含みます。
※女性の紐付け違いもNGです。登録時にご確認下さい。
※音声有り無し、テロップ有り無し関係なく本編で判断致します。
※系列店等で店舗違いの重複投稿に限り投稿可能です。

その他
・本番行為
※いかなる理由があっても本番行為の動画投稿は厳禁です。

・不正アクセス
※弊社が調査の上、不正アクセスと認められたものは削除対象です。

重複は集客率が下がります！
同じ動画ばかり投稿しているとユーザーからの信頼が下がり、集
客率も下がってしまいます。
同じ動画を投稿している店舗様のページではユーザーの離脱率が
高くなっています。

労力・努力が無駄になってしまいます！
投稿した動画がルール違反で動画を削除され、しかも違反カウン
トもアップしてしまうのは本当にもったいないです。
投稿停止になってしまったら労力も努力も無駄になってしまいま
す。

局部露出は百害あって一利なし！
局部の露出は何の得にもなりません。
むしろ、露出が原因で警察当局にマークされてしまったり、挙句
の果てには店舗様にガサが入ってしまう可能性もゼロではありま
せん。まさに「百害あって一利なし」
透けて見えるもの…それは「見えて」いますので露出になります。
DX運営では局部露出はよりいっそう厳しく取り締まります。濃いボカシ(モザイク)をかければOK

店舗違いの重複のみ投稿可能！
グループ店など、店舗違いで同じ動画を投稿するのは可能です。
ルールに抵触しないラインでお手持ちの動画を有効活用して見て
下さい。



違反カウントアップなし(コンテンツ削除)
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モザイクについて
・局部の薄いモザイクはNG
※DX動画(2017年5月10日以降)を基準。

AF(アナルファック)の場合、テロップ必須

・注意書きテロップ必須
例：アナルファックです。本番行為ではありません。

著作権・肖像権を侵害している動画
・他方よりクレームがあった場合
※内容を調査の上、侵害していると認められる場合は削除します。

テロップは安全対策です！
「アナルファックです。本番行為ではありません。」
これは重要な情報です。
動画の内容、カメラアングルや構成等の見せ方如何では本番行為
に見えてしまう恐れもあります。
本番行為に見えてしまうだけで違反カウント対象になってしまう
ばかりが警察当局にマークされてしまう可能性も0ではなくなっ
てしまうので必ずテロップ挿入をお願いします。

著作権侵害は比較的身近！
デラックスではクレームがあった時のみ対応する事にしています
ので比較的自由に投稿していただけるルールになっておりますが、
それ故に著作権に抵触している動画がたまにあります。
こういった動画が多くなり、サーバー会社から注意勧告が来た場
合は事前告知なく削除する場合がございますのでご注意下さい。

モザイクの濃さには要注意！
局部にかけるモザイクが薄いと局部露出と判断されてしまう可能
性があります。そうなると違反カウントがアップされてしまうの
で下手すると新規投稿不可の利用停止になってしまうかもしれま
せん。
また、モザイクの掛け直しも店舗様のご負担になってしまうので
ご注意下さい。

・薄めモザイク必須：下痢・吐瀉物(ゲロ)・食糞
※注意書きテロップ必須です。
※性器にはモザイクは必要です。
例：このあと過激な映像が映し出されます。

・モザイク不要：小便(飲尿含む)・固形大便・塗糞
※注意書きテロップ必須です。(聖水は不要)
※性器にはモザイクは必要です。
例：このあと過激な映像が映し出されます。

アナルファックです。
本番行為ではありません。
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