
全国メンズエステランキングは選ばれ続けて
総合メンズエステのランキングサイト業界最大級！

これからもお客様・店舗様に喜ばれるサイトNo.1を目指して進化していきます！



全国メンズエステランキングに
掲載すると集客数が上がるのか！

アクセス数＆電話の実績と結果で勝負します！
店舗様サイトへの

ナゼ？
Answer!
Answer

"
Answer

#

メンズエステのランキングサイトとして
最大級の店舗掲載数！
情報の更新＆新規店舗の追加登録 !

ユーザーが店舗選びで確実に使うサイト！
月間数十万ユーザー以上のご利用実績！

Googleにて「メンズエステ ランキング」
「メンズエステランキング」とエリア・地域名の検索で

1ページ目の上位表示！



こんなに全国メンズエステランキングが
集客できるのはランキングのおかげ？

どうやってランキング付けするの？

様々なサイト・文献で解説がありますが、人間の心理として順位付けされている事で
選びやすくスムーズに意思の決定を行うことが出来ます。
また日本では「ランキング」と言うキーワードと合わせて自分が購入・検討している
ワードを検索する傾向にあります。（例：「ランキング 家電」など）

ユーザーが見るのは上位店舗だけなのでは？
新しく参加する店舗はランキング上位に行けない？

そもそも

人気の

ランキン
グ

だけど
…



ユーザー行動測定・地域細分化・推移型順位付け
ランキングは公平・平等なシステム化！

様々な仕組みで安心・平等なランキング！

だから

ユーザーの動きを数値化してランキングに反映！
サイト内での全てのクリックやページの移動経路等の
あらゆる項目を数値化しランキングに反映！
新着・ランダム表示等、全体を見て頂く施策をしております。

全国の店舗を網羅しており、さらに地域に特化！
エリアに関して細分化数は業界TOPクラスの実績！
1ページ毎に独立したSEOを行っております。
また地域だけではなく、カテゴリー別でも細分化しております。

一定の期間で集計を行う、公平なランキング！
掲載した順番でランキングが固定される様なことはありません。
過去からの累計ではなく、一定の集計期間で順位が決まります。
新しく掲載の店舗様にも平等にランキングにご参加頂けます。



全国メンズエステランキングの機能・システムは
ランキングシステムだけじゃありません！さらに

24時間編集可能! 効果を実感!! SSL完全対応!!!
もちろん、スマートフォン完全対応！

店舗様の最新情報が
すぐにお客様に届きます !

割引情報を記載して
クリック数UP!

業界に先駆け高水準の
セキュリティ対策 !

各店舗様に専用の
編集ページをご用意 !

割引情報のクリック数で
ランキングにも好影響 !

SSLでセキュリティ対策
プラスSEOでも高評価 !

パソコン・スマートフォン共に同じページの表示（レスポンシブ化）を行うことで
Google からモバイルフレンドリーでSEO的にも高い評価を頂いております。



実際に全国メンズエステで
ランキング・広告を掲載するまでの流れさらに

さらに無料・有料と複数のプランから選んで頂けます !

新規にお申込頂ける店舗様には最大14日間のサービス期間が御座います。
例：2日からの掲載開始の場合、16日～契約となり、2日～15日までがサービス期間になります。
例：17日からの掲載開始の場合、翌1日～契約となり、17日～月末までがサービス期間になります。

お申し込み!

弊社担当よりご連絡

当サイトの掲載申込みページ
で簡単ご入力、お申込可能 !
約3分でお申込は完了します !

弊社担当よりプランの種類や
詳細に関して、またご不明な
点ご質問に関して、メール等
でご説明をさせて頂きます。

ご契約内容の確認

掲載内容のご確認

風俗営業許可証のコピーを
ご提示・ご利用規約への同
意をして頂きます。

許可証・店舗情報に関して
ご確認させて頂きます。
併せて翌月分からの掲載料
金の請求書を発行いたしま

掲載料のご入金

掲載開始

サービス期間について

弊社の営業日は平日の9時～17時までになります。17時以降のお申し込みは翌営業日にご連絡致します。
受付時間に関して

お支払完了後、弊社に
振込名義人を明記して
メールをお願いします。

ご入金を確認致します。
確認後、掲載予定日に
掲載を開始致します。



ニーズに合わせて複数のプランをご用意しております
全国メンズエステランキングの有料掲載プラン選べる

価格は全て税抜きです。ご契約は１ヶ月単位となり、翌月掲載分を前払い頂きます。
翌月からは、毎月２０日頃、ご請求書をメールにて発行させて頂きます。
ご契約を中止される場合はご契約終了日までにその旨のご連絡をお願い致します。



Dプラン

Bプラン (１枠限定）

(おすすめセラピスト）(サムネイル追加）

バナー広告 (300×60px)Bプラン
１エリア１枠限定掲載！

Bプランのバナー掲載箇所・Dプラン（基本の有料掲載）に関して
エリアページへの有料掲載プランに関する補足説明（PC版）

掲載が可能なバナー広告は１つのエリアに１枠のみ！
掲載をご希望の方はお早めに！

サムネイル画像
おすすめセラピスト１枠

割引情報表示店舗情報を簡単表示！ 店舗情報ページ

有料掲載の中で最もベーシックなプラン！

店舗情報のランキング一覧の中にサムネイル画像を
追加で掲載することが可能になります。
さらに「おすすめセラピスト」に女性の写真掲載が
セットになります。
サムネイルやおすすめセラピストに写真を掲載する
事でユーザーの目に止まりやすくなります。
さらに新規掲載開始から７日間は　　マークが表示
されます。

ランキングに参加して頂いている店舗様の
詳細な情報を紹介するページを用意して
います。
「割引情報」や「セラピスト情報」を登録し
ておくとランキング一覧から簡単に情報
を表示する事が出来るようになります。
情報の登録は管理画面から簡単に行うこ
とができます。

別ページにて詳しくご紹介します。

Click!!Click!!



Bプランのバナー掲載箇所・Dプラン（基本の有料掲載）に関して
エリアページへの有料掲載プランに関する補足説明（スマホ版）

おすすめセラピストについて
おすすめセラピストが掲載される順番は？
おすすめセラピストは、おすすめセラピストの変更を行った順番で最
新のセラピスト情報が上位に表示されます。

おすすめセラピストの変更方法は？
おすすめセラピストは、管理画面から簡単に変更することができます。
変更可能回数は１枠に５回までとなり、この回数は毎月リセットされ
ます。
また、セラピストを変更すると７日間　　マークが表示され注目され
やすくなります。

おすすめセラピストの掲載枠は増やせるの？
おすすめセラピストは、最大５枠まで増枠することが可能です。また、
１枠追加する毎に月額10,000 円（税別）の掲載料金が必要になり
ます。

他のページにも掲載されるってホント？
おすすめセラピストに登録されたセラピストは「セラピストランキング」
やトップページの「今一押しのピックアップセラピスト」にも表示され
ます。
表示される順番
セラピストランキング：ランキングシステムで集計されたランキング順
今一押しのピックアップセラピスト：全9枠の中でランダムに表示

Dプラン

Bプラン (１枠限定）

サムネイル画像
おすすめセラピスト１枠

スマートフォンを利用してお店探しをするユーザーは非常に多く、スマートフォンから
でも簡単に利用できるようにデザインされています。

全ての情報は、もちろんスマートフォンにも対応しています！

割引情報と店舗詳細ページ



＜PC＞

＜スマホ＞

Aプラン (１枠限定）

Cプラン

Cプラン Cプラン
Cプラン Cプラン
Cプラン Cプラン
Cプラン Cプラン
Cプラン Cプラン

Cプラン
Cプラン
Cプラン
Cプラン
Cプラン
Cプラン
Cプラン
Cプラン

Aプラン (１枠限定）

Aプラン・Cプランのバナー掲載箇所・TOPページの表示内容に関して
TOPページへの有料掲載プランに関する補足説明

バナー広告 (468×60px)Aプラン

バナー広告 (300×60px)Cプラン

効果絶大！１枠限定のプレミアムバナー！

エリアページ以外のページの殆どに表示されます。
ユーザーの目に入る機会が非常に多いためクリック数
が増えることはもちろん、ユーザーの印象にも残る特
別なバナーです。

露出度の高いトップページバナー！

トップページの目立つ場所に表示されるため非常に
露出度の高いバナーです。

※PC版とスマホ版では表示方法に以下のような違いが
あります。
＜PC＞表示制限無し、ランダムで表示順が変化。
＜スマホ＞表示制限１０枠、ランダムで表示されるバナーが変化。

「今一押しのセラピスト」は全ての「おすすめセラピスト」の中からランダム表示
Dプランから利用可能になる「おすすめセラピスト」に登録されている全てのセラピストの中からランダムで
９名を表示しています。表示・非表示や表示される順番などは、完全にランダムとなっております。
PC版ではトップページ上部、スマホ版では「今一押しの厳選セラピスト」をタップすることで画面がスクロー
ルして９名が表示されます。

Click!!Click!!



PC版・スマートフォン版の表示内容に関して
店舗詳細ページに関する補足説明

厳選セラピスト
最大１００名まで登録可能！

表示内容：セラピスト情報・料金システム・割引特典・アクセス（地図）

セラピストの登録は最大１００名まで可能です。
詳細ページを開いた時は、まず１０名までが表示されますが
「次の１０人を読み込む」をクリックすることで次々とセラピス
トが表示されていきます。

割引特典
自由度の高い入力フォーム＆期間設定が可能！

上記イメージはPC版ですが、もちろんスマホにも対応しています！
スマホ版では同じ内容がスマホに合わせたデザインで表示されます！

自由度の高い入力フォームを採用していますので、工夫次第
でユーザーの印象に残る割引を設定することができます。
期間の設定をすることで簡単に期間限定割引を発行するこ
とができます。もちろん！設定期間が過ぎた割引は自動で非
表示になります。
また、電話番号を目立つように表示しているので実客につな
がりやすい割引画面になっています。

店舗情報をシンプルにわかりやすく
ユーザーに届けます

Click!!Click!!

セラピストの一覧から写真
をクリックすると
セラピストのプロフィール
が表示されます！

アクセス（地図）表示
スマホのアプリで簡単道案内！
PC版では地図の表示のみになりますが、スマホ版で表示した
場合、地図アプリで簡単に店舗までの道のりを案内すること
が可能になります！
※派遣型の店舗様の場合はアクセスは非表示となります。



お気に入りのセラピストを指一本で簡単キープ！
セラピスト検索システム「セラキープ」について①（PC・スマホ）

お店のセラピストを表示させるには？
セラキープには、登録されたセラピストが全員表示されます。
通常通りセラピストの登録をしていただくだけでOKです。

実装以来ユーザーから大変好評を得ているコンテンツです。
サービス内容以外にもセラピスト目的でお店を探している
ユーザーも多数おり好みのセラピストを探しているユー
ザーにとても人気のあるコンテンツになります。

セラキープは
全国メンズエステランキングの
オリジナルコンテンツです！

　  や　 を表示させるには？
セラピストの写真と一緒にアイコンを表示させるには以下の条件が必
要になります。

おすすめ！

有料掲載枠をご利用中の店舗様
おすすめセラピストを変更すると7日間表示

おすすめ！

キープしたセラピストはどこで表示されるの？
セラピストの写真を右にスワイプするか　 をタップすることで、セラ
ピストがキープされます。
キープされたセラピストはキープリストで確認することができます。



まだあるセラキープの便利機能！
お気に入りのセラピストを指一本で簡単キープ！

セラピスト検索システム「セラキープ」について②（PC・スマホ）

電話につながりやすい詳細ページ
セラキープやキープリストから簡単にセラピストの
詳細を開くことが可能です。
セラピストの詳細ページには「電話をかける」ボ
タンや「店舗詳細ページ」へのリンクボタンが設
置されているので予約の電話や店舗情報を調べる
動きに繋がりやすくなります。
好みのセラピストを見つけるという事は、予約の
電話をかけるきっかけになります！

キープリスト登録制限無し！
お気に入りのセラピストを登録するキープ
リストは、セラピストの登録人数の上限が
ありません！
キープされているセラピストは、「今日の電
話」につながらなくても「次の電話」につ
ながる可能性が高くなります。
セラピストが退店などの理由により登録削
除された場合は、自動でキープリストの中
からも削除されますので特別な操作は必
要ありません。

様々な条件で絞り込める
全国のセラピストは様々な条件で絞り込みをしてから
検索する事が可能です。
【絞り込み項目】
エリア・業種・年齢・身長・バストサイズ等
好みの条件で見つけたセラピストであれば、その後の
予約電話につながりやすくなります。



当社のサービス全般に関するご質問
Q!A

無料でもリンクコードを発行してもらえますか？
お申し込み頂いた店舗様には、メールにて店舗様専用のリンクコードを発行致します。
リンクコードは店舗様ホームページに必ずご設置ください。

電話対応または、訪問はしていますか？
弊社ではメールでの対応になります。必要な場合は弊社の代理店からご連絡させて頂きます。

女性広告に掲載できるセラピストがいません。
ご要望に応じて柔軟に対応致しますので、ご相談頂けたらと思います。

ランキングの順位はどうやって決めているのですか？
当サイト内でのユーザーの全ての動き（クリック・ページの遷移）を数値化したものと
店舗様のサイトからの流入量、その他様々な要素を順位決定の指標としております。
集計した指標を独自のアルゴリズムを用いてランキングの順位を決定しております。
またアルゴリズムに関しては予告なく変更を加える場合があります。

同一店舗で複数のエリアに掲載できますか？
ランキング掲載に関しましては、原則1店舗様1エリアのみ掲載とさせて頂いております。
支店等がある場合は、弊社にてホームページ等を確認させて頂き、支店の確認が取れた場合
には、複数エリアへのランキング参加を例外的に認める場合があります。
また女性広告（おすすめセラピスト）に関しては複数エリアへの掲載が可能です。


