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PV数

反響01

新型コロナウイルスの影響により

落ち込んだ数値も徐々に回復しています。

2020年1月 5月 9月 2021年1月 5月 9月

万月
平
均60以上!!

反響数

プラン毎によって数値に

大きな差が出ています。

プラン別店舗ページ訪問数月平均 プラン別コール数月平均

PV数推移

出大プ
てきラ
いなン
ま差毎
すがに
！

プラチナプランはフリープランの

約15倍

店舗ページ訪問数 反響数



コンテンツ紹介＆活用事例【1】02

いまセラ！

出勤中のセラピストから

今すぐ指名できるセラピストの

登録が可能です。

すぐに予約できるセラピストを

アピールすることでユーザーの

利用意欲促進が期待できます。

YouTube動画埋め込み

。

口コミ体験談

ユーザー参加型

コンテンツの代表格。

体験談の数が増えると

ユーザーの閲覧数上昇に繋がります。

写メブログ

女の子の様子やサービスを動画

でアピールすることができます

※他社ポータルサイトのクレジットが

入っているYouTube動画の埋め込みは

できません。

店舗公式YouTube動画を埋め込んで、
ユーザーによりリアルな情報を届けましょう！

有料限定

こまめな更新を心がけたいですね！

POINT

有料限定

セラピストの「素の姿」が

垣間見える、ユーザーの関心が

とても高いコンテンツ。

ウィジェット埋め込みも可能なので、

オフィシャルサイトに写メ日記紹介機能が

ない場合に代用することが可能です。

エステの達人でもオフィシャルサイトでもセラピストをどんどんアピール！

POINT

口コミ投稿を割引イベントの

条件にすると書き込んでもらいやすくなるのでオススメ！

POINT

POINT

マークがついたコンテンツは自動更新システム【Mr.Venrey】で対応可能！

詳しくは、営業担当までおたずねください。



コンテンツ紹介＆活用事例【2】

クーポン

ユーザー向けの

お得なクーポンを登録できます。

条件なしのクーポンのほか、

口コミを投稿してくれたユーザー限定の

クーポンも登録が可能です。

出勤情報

オリジナルランキング

店舗独自の

セラピストランキングを

10件まで設定・表示できます。

新着情報

セラピストの出勤予定を

登録できます。

登録日より2週間分を

まとめて登録が可能です。

店舗のリアルタイム情報を

発信することができます。

更新すると店舗一覧ページでの

表示が上がります。

クーポンをうまく使って新規も
リピーターも獲得！

POINT 当日はもちろん、出勤予定も
充実しているとユーザーの
予約が入りやすくなりますよ！

POINT

フレッシュな情報と上位表示で
ユーザーにアプローチ！

POINT
人気上昇中セラピストや期待の新人
さんをうまくアピールしていきまし
ょう！

POINT

有料限定

マークがついたコンテンツは自動更新システム【Mr.Venrey】で対応可能！

詳しくは、営業担当までおたずねください。
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プロモーション紹介03

たつ夫のTwitter
運営事務局のたつ夫が頑張って更新中！

URL https://twitter.com/esttatsujin

店舗ランキング

毎週金曜日更新の店舗ランキングを

Twitterでもご紹介しています。

オススメ店舗情報

店舗情報に店舗様の公式Twitterを

登録いただくことで、掲載ページと

Twitterアカウント両方をあわせて

ご紹介します。

新規掲載店舗(自動投稿)

新規で掲載された店舗様のページを

自動投稿にてご紹介します。

マガジン記事(自動投稿)

メンズエステの業界・お役立ち・

エリア情報を記載のマガジン記事を

更新次第、自動投稿にてご案内します。

こんなことをつぶやいています

フ
ォ
ロ
ー
し
て
ね
！



プラチナプラン ゴールドプランプラチナプラン ゴールドプラン
プラン別条件 フリープラン

月額料金(税抜) 35,000円 20,000円 0円 ※リンク必須

枠数 各都道府県 10枠 制限なし 制限なし

新着情報の更新回数 10回/日 5回/日 1回/日

検索結果順位 上位 中位 下位

ピックアップ画像 登録可 ー ー

出勤情報 ※登録日より2週間分登録可能

YouTube埋め込み
登録可 登録可 ー

メンズエステ：料金＆キャンペーン04

新規掲載キャンペーン‼

1ヶ月掲載期間延長‼

1ヶ月料金で 3ヶ月掲載

1ヶ月料金で 4ヶ月掲載

1ヶ月料金で 6ヶ月掲載

エリア プラチナプラン ゴールドプラン

大阪府 1ヶ月料金で 2ヶ月掲載

東京都 1ヶ月料金で 3ヶ月掲載

その他都道府県 1ヶ月料金で 5ヶ月掲載

※継続掲載時も適用

プランアップキャンペーン‼

※前回掲載終了より6ヶ月以上経過の店舗様も対象※継続掲載時は、通常の掲載サイクルになります。

キャンペーン期間

2023年1月1日～6月30日までのお申し込み分
契約開始 2023年2月1日～

ゴールドプランの料金で

プラチナプランへ掲載可能

※関西エリア以外の店舗様限定

※プラチナプランの空き枠がある場合のみ、適用

※新規および継続掲載時も適用

Mr.Venrey×エステの達人

コラボキャンペーン
をご利用でエステの達人ゴールドプランが無料で掲載可能!!

※お申込みの際は、フォームの備考に「Mr.Venreyコラボキャンペーン適用」の旨をご記載ください。

関西以外の
メンズエステ
店舗様限定！

2023年6月末
掲載まで

※アジアンエステも入稿可能です



風俗エステ：料金＆キャンペーン05

新規掲載キャンペーン‼

1ヶ月掲載期間延長‼

1ヶ月料金で2ヶ月掲載

1ヶ月料金で3ヶ月掲載

1ヶ月料金で4ヶ月掲載

エリア プラチナプラン ゴールドプラン

大阪府 1ヶ月料金で 1ヶ月掲載

東京都 1ヶ月料金で 2ヶ月掲載

その他都道府県 1ヶ月料金で 3ヶ月掲載

※継続掲載時も適用 ※前回掲載終了より6ヶ月以上経過の店舗様も対象

※継続掲載時は、通常の掲載サイクルになります。

キャンペーン期間

2023年1月1日～6月30日までのお申し込み分
契約開始 2023年2月1日～

プラチナプラン ゴールドプランプラチナプラン ゴールドプラン
プラン別条件 フリープラン

月額料金(税抜) 35,000円 20,000円 0円 ※リンク必須

枠数 各都道府県 15枠 制限なし 制限なし

新着情報の更新回数 10回/日 5回/日 1回/日

検索結果順位 上位 中位 下位

ピックアップ画像 登録可 ー ー

出勤情報 ※登録日より2週間分登録可能

YouTube埋め込み 登録可 登録可 ー



画像サイズ06

画像 プラチナプラン ゴールドプラン フリープラン

エリアバナー
660×200

※PC・SPとも330 ×100 サイズで掲載されます。
ー

PCピックアップ画像 160×100 ー

PC店舗トップ画像
※5枚まで登録可能です。（スライド表示） 760×220

SP店舗トップ画像 450×90

検索結果一覧画像 200×150 ー

背景画像
画像サイズ指定なし

（1MBまで）

新着画像 300×400

セラピスト画像 450×600

求人画像
※3枚まで登録可能です。（SPスライド表示）

480×360
※PC・SPとも 240×180サイズで掲載されます。

管理画面より設定可能です。 ※ファイル形式：JPGのみ



バナー設置場所

プラチナ
プラン

ゴールド
プラン掲載場所

フリー

プラン

01

PCエリアバナー

3枠：更新毎ランダム表示※

● ● ×

02

PCピックアップ画像

10枠：10分毎ランダム表示

● × ×

03

SPエリアバナー

（最上部)

1枠：更新毎ランダム表示※

● × ×

04

SPエリアバナー

（画面中段)

1枠：更新毎ランダム表示※

× ● ×

01プラチナ

02プラチナ

03プラチナ

04ゴールド

01ゴールド

▼ TOPページ(PC版) ▼ TOPページ(SP版)

プラチナプラン サイト内の検索結果が上位表示となる露出度の高いプランです。

ゴールドプラン 基本機能を備えたベーシックプランです。

※更新毎ランダム表示：
サーバーキャッシュを利用している関係上、切り替わるまで最大5分かかる場合がございます。
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