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男性
80％

女性
20％

風俗大衆 JOINT STYLEとは
週刊大衆がリニューアル。今までになかった風俗サイトです！
風俗に関する読み物としての面白さを追求した『風俗大衆』とアダルトに関する読み物に特化した『大衆ヴィーナスweb』を統合いたします。
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風俗系ニュースサイト

2,000,000/月 ページビュー
400,000/月 ユニークユーザー

風俗大衆 JOINT STYLEヴィーナス大衆Web

3,000,000/月ページビュー
500,000/月ユニークユーザー

男女比 デバイス割合年代比

30代
60％

40代
20％

20代
20％

Android
45％ iOS

30％

PC
20％

※User Insightによる推定データ

SPユーザー 75％
PCユーザー20％

https://erotica-t.jp/
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風俗総合ニュースサイト

※2018年09月データ※2018年09月データ

アダルト系ニュース配信サイト

大衆ヴィーナスWebと合体

＋ ＝ 画像は開発中のものです
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アクセス誘導の流れ
従来の大衆ユーザーに加え、弊社独自のDSP広告により、他サイトでは囲えないユーザーを
獲得することが可能になりました！

小冊子

日本全国フーゾク嬢巡り

https://erotica-t.jp/

週刊大衆本誌
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配信設定はご契約店舗様状況により変動します

従来の風俗ユーザー

小冊子は不定期となります

DSP広告についての詳しい説明は営業担当まで。

ヴィーナス大衆webの
アダルトユーザー

弊社独自のDSP広告による一般のユーザー

大衆誌面のユーザー

人妻好きなユーザー

弊社運営の風俗サイトからのユーザー
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リニューアルについて
デザインを一新！無駄を極限まで削ぎ落したハブ的サイトに生まれ変わりました！

風俗大衆はこれまでの風俗店紹介の記事を中心に配信してきたスタイルを引継ぎ、大衆ヴィーナスWebとの統合。
DSP配信の導入など、風俗サイト以外のユーザーを囲い込むことをコンセプトとした斬新な風俗サイトとなります。
クライアント様はじめ、ユーザー様、皆様に愛されるような風俗界の「つなぎめ」となるよう進化を続けていきます。

サイトのユーザビリティーの改善
デザインを一新し、よりスタイリッシュに！
徹底的に無駄を省いた斬新な風俗サイトになりました。
よりユーザービリティに拘った、シンプルで見やすいサイトへ
変更いたしました。

DSP配信の導入
バナープラン以上のご契約店様にはDSP広告を付与！
弊社独自のシステムで15000サイト以上に貴店の広告を拡散
することで、まったく新しいユーザー層を取り込むことが
可能になります。

ワンコインプランの導入
業界初！？ワンコイン(500円)からのプランを新設。
『まずは少額のお試しで…』そんなクライアント様向けに
ご用意いたしました。
たった500円で風俗大衆を体感してください。

アダルトサイトとの融合
姉妹サイトである「大衆ヴィーナスWeb」との統合により
風俗サイト以外のユーザーを集めることが可能になります。
ご契約店様には、今まで以上のアクセスをお約束いたします。
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掲載料金について

＜プレミアムプラン＞
大衆専属ライターによる風俗ニュース記事を3本／月
サイト内広告『プレミアムバナー』『サイドバナー』
DSP広告 20,000円分相当(クリック値：10,000clk 想定)を付与

＜グループプラン＞＊グループプランは複数店舗掲載可
大衆専属ライターによる風俗ニュース記事を4本／月
サイト内広告『プレミアムバナー』『サイドバナー』
DSP広告 50,000円分相当(クリック値：25,000clk 想定)を付与
グループページを付与
大衆誌面(全国フーゾク嬢巡り)サービス

プレミアムプラン・グループ店プラン詳細

大衆専属ライターによる風俗ニュース記事を2本／月
DSP広告 5,000円分相当(クリック値：2,500clk 想定)を付与
サイト内広告 サイドバナー を付与
大衆誌面(全国フーゾク嬢巡り)サービス

バナープラン(旧 PRプラン)

2018年10月 サイトリニューアル

https://erotica-t.jp/

露出度が一番低いプランです。営業時間や電話番号、自由にリンク先を設定すること
が出来るショップページを利用できます。

無料プラン

新設されたプランになります。文字通りワンコイン(500円／月額)契約。
上記有料プランと比較すると露出箇所は多くはありませんが ショップ情報に加えて、
自由にリンク先も設定することが可能なお得なプランです。
大衆誌面(全国フーゾク嬢巡り)サービス

ワンコインプラン

20,000円分配信 (CPC 2円)

IMP単価

1店舗 10万円（税別）

10,000クリック

50,000円分配信 (CPC 2円)
IMP単価

25,000クリック

1グループ 20万円（税別）

5,000円分配信 (CPC 2円)
IMP単価

2,500クリック

1店舗 3万円（税別）

1店舗 500円（税別）
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クリエイティブ入稿サイズ

各プランごとのクリエイティブ一覧は下記の通りとなります。データ持ち込みも可能ですので参考にしてください。
また、クリエイティブをご依頼される場合は3営業日～5営業日程度お時間を頂くようになります。

https://erotica-t.jp/

IMP単価

グループ店バナーグループプラン

グループ・プレミアムプラン

プラン 名称 サイズ(拡張子) 表示箇所

バナープラン(旧 PRプラン)

ワンコインプラン

ショップロゴ

プレミアムバナー

サイドバナー

ショップテキスト(インフォメーション)

ショップテキスト(インフォメーション)

ショップロゴ

980 x 390(jpg)

980 x 300(jpg)

300 x 130 (jpg)

980 x 430(jpg)

ショップロゴ

サイドバナー

ショップテキスト(インフォメーション)

300 x 130 (jpg)

980 x 430(jpg)

980 x 430(jpg)

グループページ ランダム表示

店舗ページ 及び 一覧ページ

各エリア最上部 ランダム1件表示

各ページ 右サイド ランダム3件表示

店舗ページ 及び 一覧ページ

店舗ページ 及び 一覧ページ

各ページ 右サイド ランダム3件表示

店舗ページ 及び 一覧ページ

店舗ページ 及び 一覧ページ

店舗ページ 及び 一覧ページ
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サイトの特性
大衆本誌とDSP広告を配信することで幅広いユーザーを呼び込める！
一般的な風俗サイトは広告出稿できる場所が限られているため一定のユーザー層しか獲得できません。週刊大衆という誌面媒体を最大限に利用する
ことで幅広いユーザーを呼び込むことが出来るうえ、DSP広告により多数の提携サイトにもバナー広告を配信することでクリックという実際のユー
ザー以外にも視覚的な訴求効果をエリアや趣向を決めて展開することで 今までとはまったく異なる風俗サイトとなりました。

是非、風俗大衆 JOINT STYLEをレギュラー広告媒体のひとつとしてご利用ください！

●弊社独自のDSP広告によりクリックを保証
サイト内においては広告はもちろん、DSP広告による複数のメディア露出によって掲載店舗
様を全力でPR致します！さらに、週刊大衆本誌の掲載で多角的にアプローチすることによ
り、ユーザーに掲載店舗様をより印象付けます。

一般的な風俗情報サイトのように、サイト内を回遊させてPVを稼ぐのではなく、新規ユー
ザーを外部から引き込んで店舗様のオフィシャルサイトに直接誘導します！
最終的な閲覧ページが店舗のオフィシャルサイトや他社運営ページとなるため風俗大衆を見
て来店したというお客様は少ないかもしれませんが、アクセス流入数が効果測定の判断基準
に！

●まったく新しいユーザーを外部から引き込める

『まずはお試しで…でも無料枠では目立たない』…そんなクライアント様向けに新設された
プランです。ショップページや新着情報から生きたユーザーをお届けすることで、まず風俗
大衆を体験してください。通常の有料プランの検討期間としてぜひご活用ください。

●業界では珍しい？ワンコインプランの導入

風俗大衆
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