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体入ねっとは、全国対応の風俗求人情報サイトです。
新機能の追加で多様な検索に対応！初心者から経験者まで！体入ねっとが新生活のプラットホームに！

初心者に強い !充実のコンテンツスマホに特化
注目ワードでの特設ページなど、あら
ゆるニーズに応える豊富なコンテン
ツ！！

スマホ版の操作性を更に強化！カンタ
ン操作で探したい情報までサクサク誘
導！

「まずは体験入店で」が合言葉！「体入」
のソフトなイメージが風俗初心者の女
の子から人気！

体入ねっと概要



※検索をしている端末が在る地域によって若干の差異はございます。

☆ＴＯＰ10入り（１ページ目表示）では430エリア以上︕︕

☆ＴＯＰ10入り（１ページ目表示）では380エリア以上︕︕

(2019.04　Google検索)

ＳＥＯ（検索エンジン最適化）対策にて
主要キーワードで継続中！！！

☆全国主要都市名の100 以上のPC,スマホ検索で

そのほか各人気検索キーワードでも
ＴＯＰ10 入り（１ページ目表示）続々！

その他「風俗 体験入店」「高収入 体験入店」「デリヘル 体入」等で常に１ページ目表示

SEO対策
強化中!!! で「風俗 体入」 第　位

☆全国主要都市名の100エリア エリア以上のPC、スマホ検索で



出稼ぎ情報「出稼ぎねっと」 即日体入情報「即日体入ねっと」

働く前に気になるあんな事やこんな事「よくある質問」

より使いやすくなった検索機能と新コンテンツ！ 出稼ぎ・即日体入の特設ページは別サイトのように演出！

多彩なコンテンツでさらに露出度UP！！

注目ワード「出稼ぎ」に特化した求人情
報コンテンツ。 出稼ぎねっとでは大エリ
ア（関東・ 関西等）から検索でき、他の
エリアにも出稼ぎ募集をアピール可能に
︕もちろん検索前ピックアップ表示によ
るお店の露出度も大幅UP︕

各店舗様に寄せられているよくある質問を事前にリサー
チの上まとめました。あとはお店ごとに使いたい項目の
み回答を登録するだけ︕もちろん独自のQ&Aも追加可能
で最大50項目掲載可能。女の子が気になる事への回答の
形でお店の魅力を表現︕その後の女の子とのやりとりが
スムーズになり、離脱率大幅軽減に︕

速報性が高く、クリック率の高い即日体験
入店情報コンテンツ︕ 今日中にお金がほ
しい︕そんな女の子の動向を逃さぬよう、 
本日の募集人数や面接に必要なものなどを
アイコンを交え見やすくアピール︕もちろ
ん検索前ピックアップ表示によるお店の露
出度も大幅UP︕

コンテンツ紹介

多様な店舗様の個性に応えるべく、より詳細な検索項目を増強！ 

お店のタイプや細かな待遇などからお店ページへ確実に誘導し、 女

の子からの問い合わせ・応募にグッと結びつきやすく！新コンテン

ツの出稼ぎ情報をまとめた「出稼ぎねっと」、 即日体入できるお店

を掲載した「即日体入ねっと」を特設ページとしてご用意（一部機

能は有料掲載店舗様のみのご案内となります）。 

他にも「よくある質問」コンテンツを追加し、お店ごとの特徴を 

Q&A形式でも紹介可能に。もちろん従来のコンテンツもより使い

やすくなるよう随時アップデートしております。

？？？



強化

内容を更に強化「働く女の子の声」
露出場所が増え（各都道府県トップ）更に注目度がUPしました︕︕

その他注目コンテンツ

アピール力抜群「入店祝い金」

お店と女の子が簡単に使用できる専用フォームでやりとりもスムーズ。
女の子が安心して使える「匿名でお問い合わせ」

コンテンツ紹介

働く女の子の声により、女の子の不安を軽減。登録内容も更に充実。

特集ページで露出度UP「求人動画」
インパクト大の動画でアピール︕特集ページもあり、より露出度もUP︕



PC版 ページ紹介

紹介動画掲載可能！
youtube 動画を
簡単に追加できます。

地図は見やすい
Googleマップ表示。

女の子を意識した
可愛いキャラクター

なでクマ なで子

■検索結果一覧での表示 ■店舗詳細ページ

マップ

CLICK!! アピール力抜群！
面接に必要な物が掲載可。

即日体入情報

出稼ぎに特化した情報を
しっかり掲載できます。

出稼ぎ情報



スマホ版 ページ紹介

アカウント名のみで
簡単に追加できます。

大きな入店祝い金表示で
女の子のお財布にアピール。

体入ねっとではスマホ版の
開発に力を入れています。

LINE応募対応！

入店祝い金

当店の魅力

女の子ユーザーが利用するのは圧倒的にスマホ！■検索結果一覧での表示

画像３枚とコメントで
お店の雰囲気が伝わります

TAP!!

キャストへのインタビューを
画像付き３件まで掲載可能！
女の子の安心感アップ

働く女の子の声



掲載プラン

ゴールドプラン特典

都道府県ページの「おすすめ」欄にバナーとコピーを掲載！
他県での「出稼ぎ」特集ページへのピックアップ表示が可能！

検索結果、各種特集ページでの優先表示

■有料プラン 主な掲載内容 ※無料プランでも一部使用可能な機能がございますが、機能に制限があります。

入店祝い金 待遇アイコン 店舗画像 画像PR 紹介動画

働く女の子の声アクセスMAP LINE 応募 出稼ぎ情報 よくある質問 即日体入情報

サブエリア登録 ＋



プラン比較表

*1 東京・神奈川・千葉・埼玉・大阪
*2 *1以外のエリア

※表示順位について詳しくは
   3ページをご覧ください。  



求人情報〔PICKUP〕

入店祝い金〔PICKUP〕

今すぐ体験入店できる！お店♪〔PICKUP〕

求人動画〔PICKUP〕

働く女の子の声〔PICKUP〕

よくある質問〔PICKUP〕

都道府県内の有料掲載（ゴールド優先）からランダム表示。店舗ページへダイレクトに誘導

都道府県内の【入店祝い金】登録店からランダムでリストアップ（有料掲載優先）。
登録店リスト一覧へはワンクリックで。

都道府県内の【即日体入ねっと】登録店からランダムでリストアップ（有料掲載優先）。
【即日体入ねっと】ページへはワンクリックで。

都道府県内の【求人動画】登録店からランダムでリストアップ（有料掲載優先）。
特集ページへはワンクリックで。

都道府県内の【働く女の子の声】登録店からランダムでリストアップ（有料掲載優先）。
店舗ページへダイレクトに誘導

都道府県内の【Q&A】登録店からランダムでリストアップ（有料掲載優先）。
店舗ページへダイレクトに誘導

都道府県内の【出稼ぎねっと】登録店からランダムでリストアップ（ゴールド優先）。
【出稼ぎねっと】ページへはワンクリックで。

旅行気分でお仕事探し！出稼ぎ〔PICKUP〕
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露出枠紹介【SP】

求人情報〔PICKUP〕

入店祝い金〔PICKUP〕

今すぐ体験入店できる！お店♪〔PICKUP〕

求人動画〔PICKUP〕

働く女の子の声〔PICKUP〕

よくある質問〔PICKUP〕

都道府県内の有料掲載（ゴールド優先）からランダム表示。店舗ページへダイレクトに誘導

都道府県内の【入店祝い金】登録店からランダムでリストアップ（有料掲載優先）。
登録店リスト一覧へはワンクリックで。

都道府県内の【即日体入ねっと】登録店からランダムでリストアップ（有料掲載優先）。
【即日体入ねっと】ページへはワンクリックで。

都道府県内の【求人動画】登録店からランダムでリストアップ（有料掲載優先）。
特集ページへはワンクリックで。

都道府県内の【働く女の子の声】登録店からランダムでリストアップ（有料掲載優先）。
店舗ページへダイレクトに誘導

都道府県内の【Q&A】登録店からランダムでリストアップ（有料掲載優先）。
店舗ページへダイレクトに誘導

都道府県内の【出稼ぎねっと】登録店からランダムでリストアップ（ゴールド優先）。
【出稼ぎねっと】ページへはワンクリックで。

旅行気分でお仕事探し！出稼ぎ〔PICKUP〕
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月額料金表
（ゴールドプラン・シルバープラン）

単月
掲載

￥30,000

￥80,000

￥150,000 ￥100,000

￥20,000

￥54,000

神奈川・千葉
埼玉・大阪エリア

ゴールド
（VIP店表示）

シルバー
（優良店表示）

￥45,000

￥120,000

￥225,000 ￥125,000

￥25,000

￥67,000

東京エリア

ゴールド
（VIP店表示）

シルバー
（優良店表示）

￥15,000

￥40,000

￥75,000 ￥50,000

￥10,000
(税込 ￥49,500 ） (税込 ￥27,500 ） (税込 ￥33,000 ） (税込 ￥22,000 ） (税込 ￥16,500 ） (税込 ￥11,000 ）

(税込 ￥132,000 ） (税込 ￥73,700 ） (税込 ￥88,000 ） (税込 ￥59,400 ） (税込 ￥44,000 ） (税込 ￥29,700 ）

(税込 ￥247,500 ） (税込 ￥132,500 ） (税込 ￥165,000 ） (税込 ￥110,000 ） (税込 ￥82,500 ） (税込 ￥55,000 ）

￥27,000

ゴールド
（VIP店表示）

シルバー
（優良店表示）

その他のエリア

プラン

エリア

3ヶ月
セット

6ヶ月
セット

お得な複数月セットプランもご用意！

複数月セットプランについて

◇掲載期間中にシルバープランからゴールドプランへの変更は、残り期間に関わらずゴールドとの差額を払うことにより変更可能です。

◇掲載期間中にゴールドプランからシルバープランへの変更はできません。

◇掲載期間途中での解約に寄る返金は、いかなる理由でも応じません。



オプションバナー 1. index 特別バナー

¥10,000
（税込 ¥11,000）

（税込 ¥49,500）

（税込 ¥33,000）

（税込 ¥22,000）

（税込 ¥33,000）
¥30,000その他

風俗店

サイトの入口、全国トップの画面に表示されます。

2. 都道府県バナー

¥45,000

¥20,000その他エリア

東 京

¥30,000大阪・神奈川
埼玉・千葉

各都道府県 限定2枠

各都道府県トップページの最上部、女の子の
一番目に留まる場所で高い反響が期待できます。

3. ゴールドプランバナー
ゴールドプラン掲載店の特典に
なります。（非売品）

東京都内のゴールドプラン掲載店の特典になります。（非売品）

■都道府県トップページ

■検索結果ページ（東京）

■全国トップページ

1

2

3

■都道府県トップページ

■全国トップページ
index 特別バナー、
ゴールドプランバナーが
ランダム表示（スライド）

■検索結果ページ

■検索結果ページ（東京）

2

3

画像と共に72文字までのコメント掲載が可能。

4. ピックアップ枠

東京都内の検索結果ページの5店紹介毎に1枠差し込み表示で1ページ
最大3枠（ランダム表示）。

体入ねっとTOPページ　限定2枠

PC スマートフォン

4

4



初回
申し込み
以降は
単月または
セットプラン
でのご掲載
となります

対象エリア：対象エリア：神奈川・千葉・埼玉・大阪

※以下のお申し込みはキャンペーン対象外とさせていただきます。
（前回の有料掲載終了から6ヵ月以内のお申込み・個別店名の表記の無いグループ求人様のお申込み・同一店様の店名変更によるお申込み・その他当サイトによる同一店様と判断されたお申込み。）

新規ご掲載
キャンペーン

2021年4月版

ご新規のご掲載お申込み限定で
1ヶ月の料金で複数月掲載！

先行掲載は掲載スタート前月の21日～開始可能！

対象エリア：全国（東京・大阪・神奈川・千葉・埼玉以外のエリア）

なんと、１ヶ月の料金で　　　　　掲載!２ヶ月

なんと、１ヶ月の料金で　　　　　掲載!３ヶ月

45,000円初回お申し込み時

初回お申し込み時 25,000円

対象エリア：対象エリア：東京

ゴールドプラン

シルバープラン

２ヶ月 掲載で （ 税込 49,500円 ）

（ 税込 27,500円 ）

（ 税込 33,000円 ）

（ 税込 22,000円 ）

（ 税込 16,500円 ）

（ 税込 11,000円 ）

掲載で２ヶ月

30,000円初回お申し込み時

初回お申し込み時 20,000円

ゴールドプラン

シルバープラン

２ヶ月 掲載で

掲載で２ヶ月

15,000円初回お申し込み時

初回お申し込み時 10,000円

ゴールドプラン

シルバープラン

3ヶ月 掲載で

掲載で3ヶ月

なんと、１ヶ月の料金で　　　　　掲載!２ヶ月


