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店舗型エステ

出張型エステ

ルーム型エステ

店舗に直接来店し受付を済ませた後、
店舗内の別室でサービスをおこなう形態

お客様が希望する自宅やホテルなどの場所へ
セラピストを派遣し、サービスをおこなう形態

マンションの一室をプライベート空間として提供し、
サービスをおこなう形態

エステの達人とは
▼TOPページ(PC版)

エステの達人[ メンズエステ ]は、アロマエステや
マッサージなどのリラクゼーション情報サイトです。

01

▼3つの業種形態

※通称、マンションエステや隠れ家エステとも呼ばれます。
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風俗エステ

サイト特徴 － SEO －02

風俗エステ風俗エステ
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2019年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

SEO施策として、エリア複合やニーズの高いワードの掛け合わせなどの効果設定をおこなっています。

SEO上位ワード数
※検索結果10以内のワード 110％アップ (2019年1月：11月 対比)

（件）

SEO
エステ関連ワード上位！
・メンズエステ ヌキなし
・抜きなしエステ
・メンズエステ 人気 他

Googleアドワーズ広告
エステ系ワードで流入数アップ！
・メンズエステ
・マッサージ オイル
・近くのマッサージ 他
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風俗エステ

サイト特徴 － 反響状況 －03

風俗エステ

636

1,053

風俗エステ

SEO上位化に伴い知名度もアップし、
掲載店舗数が増加しています。

マガジン、Twitterでの積極的な情報発信などで
幅広いユーザーを獲得し、反響を伸ばしています。

掲載店舗数
※フリープラン含む 846％アップ

(2018年：2019年 対比)

ホームページ・ブログ流入数
※ホームページおよびブログへのアクセス数 369％アップ

電話問合わせ数
※スマートフォンの電話タップ数 232％アップ

(2018年：2019年 対比)
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プラチナプラン

月額料金 35,000円

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。

プラン・料金04
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ゴールドプラン02

各都道府県 10枠 限定

（税抜）

月額料金 20,000円 （税抜）

▼TOPページ

SP エリアバナー
プラチナプラン最上位プラチナ・ゴールドプラン対象

PC エリアバナー

掲載特典：
TOPページ「エリアバナー」+「PCピックアップ画像」表示
さらに、SPサイト最上部に「エリアバナー」を表示！

掲載特典：
TOPページ「エリアバナー」表示
さらに、SPサイトでは画面中段に「エリアバナー」を表示！
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基本機能を備えたベーシックプランです。

SP エリアバナー
ゴールドプラン中段プラチナプラン対象

PC ピックアップ画像

3枠：更新毎ランダム表示

10枠：10分毎ランダム表示

■PC版 ■SP版

1枠：更新毎ランダム表示

1枠：更新毎ランダム表示



プラン比較05

風俗エステ

プラン別条件 プラチナプラン ゴールドプラン フリープラン

枠数 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

出勤情報 登録可 登録可 ー

いまセラ！ 登録可 登録可 ー

※登録日より2週間分登録可能

※出勤情報設定後に登録可能

その他コンテンツも充実！ ・クーポン ・オリジナルランキング ・求人情報 ・写メブログ など
※フリープランの店舗様もご利用いただけます。

※いまセラ！：出勤中のセラピストから今指名できるセラピストを登録できるコンテンツです。

■掲載お申し込みについて

1.フォームよりお申し込みください。
https://www.est-tatsujin.jp/advertgeneral/form

2.審査～承認後、
アカウント情報をご案内いたします。

3.ログイン後、
情報登録および公開設定ください。

先行掲載：前月15日 ※新規掲載・前回掲載終了より6ヶ月以上経過の場合適用
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キャンペーン06

風俗エステ

キャンペーン期間 2020年1月1日～2020年6月30日までのお申し込み分
(2020年2月1日～掲載開始分)

エリア プラチナプラン ゴールドプラン

大阪

東京

その他
都道府県

+1ヶ月お得に掲載可能!!

3ヶ月掲載

4ヶ月掲載

6ヶ月掲載

月額料金で3ヶ月掲載

月額料金で5ヶ月掲載

2ヶ月掲載

※前回掲載終了より6ヶ月以上経過の店舗様も対象※継続掲載時も適用
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月額料金で

新規掲載キャンペーン

ゴールドプランの料金でプラチナプランへ掲載可能!!プランアップキャンペーン
関西エリア以外の店舗様限定!!

※新規および継続掲載時も適用
※プラチナプランの空き枠がある場合のみ適用可能



画像サイズ07

風俗エステ

画像 プラチナプラン ゴールドプラン フリープラン 設定方法

エリアバナー 600×200 600×200 ー

管理画面より設定可

PCピックアップ画像 160×100 ー ー

PC店舗トップ画像 760×220 760×220 760×220

SP店舗トップ画像 450×90 450×90 450×90

検索結果一覧画像 200×150 200×150 ー

背景画像 画像サイズ指定なし（1MBまで）

新着画像 300×400 300×400 300×400

セラピスト画像 450×600 450×600 450×600

求人画像 480×360 480×360 480×360

※PC・SPとも330 ×100 サイズで掲載されます。

※5枚まで登録可能（スライド表示）

※3枚まで登録可能（SPスライド表示） ※PC・SPとも 240×180 サイズで掲載されます。

※ファイル形式：JPGのみ

★

★

★

★

★

★：登録することで注目度がアップ
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