
風俗情報ネットワーク

・出勤情報がラクラク更新！

・大量露出効果で最速ブランディング！

・仕事量を削減！時間が作れる！

2012.6 Presented by 「M-free」
「M-free」は業界を元気にします。

「仕事量が多い！」「時間がないんだよ！」「低予算でブランディングしたい！」
そんな店長さんのために作りました。



複数サイトの更新が面倒！という店長さんでも安心！
風俗情報ネットワークでは、メンズバリューの管理画面を更新するだけで、Twitterや300以上提携ブ

 

ログサイトなどにデータが配信されます。
※同期の関係で少し時間がずれる場合がありますので予めご了承ください。
※2012年6月現在デリヘルコンビニクラブは別の管理画面です。近日実装予定。

複数の風俗情報サイトに
情報掲載！

風俗情報ネットワークで出来ること

Twitterの表示例

■お店専用ツイッター ■外部サイトでのウィジェット掲載

「専用のアカウント」をご用意！
※管理上、アカウント情報はお渡しできません。

アドネットワーク
「アドネットワーク」とは文字通り、広告のネットワークです。
風俗情報ネットワークの提携サイトは300サイト以上あり、メンズバリュー

 

の管理画面に女の子の出勤情報や店長ＮＥＷＳを入力すると、女性の

 

出勤時間にあわせて自動配信します。
あるお店ではメンズバリューのお店の詳細ページへのアクセス数が月間

 

7000クリックを超えます。

風俗サイト

風俗嬢メンズバ（2012年7月ＯＰＥＮ予定）

その他、ぽっちゃり、ニューハーフなどジャンルを
しぼったサテライトサイトを続々OPEN予定！

※サイトの特性により店舗様の業種や、
女の子のタイプによって掲載されない場合があります。

風俗情報ネットワークで「専用のアカウント」をご用意！
Twitterをリアルタイムで利用している人だけでなく、一般サイトに張られた
Twitterウィジェットなどにも情報が拡散！バイラル的に貴店の認知度向上を図ります。
※2012年6月現在配信できる情報は、出勤情報、店長ニュースになります。

出勤情報とNEWSが駆け巡る!

2012年6月現在

全国版 エリア版

PC スマホ

（例）風俗ポータル系
http://fuu-search.com/tokyo/web/shop/36
http://paper.li/fuinfo_jp/1320225260



①ブログネットワークで大量配信！

AV女優ブログ、エロ情報サイト、エログなど約300以上の外部提携ブログサイトなどにネットワーク配信！

「エロ」を求めている男性層に徹底リーチ！貴店を効果的にブランディングします。

実際に設定されたアダルト広告例（ＤＭＭブログ）

http://blog.dmm.co.jp/

アドネットワークサンプル

ローテーションで回しているケースも

 

ある

 

ので、タイミングによっては表示されない

 

媒体もありますが、ご了承ください。

直接お店の詳細ページに飛びます！

女の子の詳細ページ 店長NEWSの詳細ページ

拡大



アドネットワーク配信に必要な情報

 
☆まずはこれだけお願いします！ ☆

①女の子の登録をお願いします。 ②女の子の出勤時間の入力をお願いします。

アドネットワークには出勤時間と
PRテキストが合成された状態で配信されます。

アドネットワークには女の子が出勤する2時間前

から出勤終了時までリアルタイムに配信します。



②話題のミニブログ「Twitter」でも配信！

「Twiter」とは簡単なブログのようなものです。140文字の制限がある分手軽に始められるのが特徴です。
Twitterにはフォローというブックマークのような機能があり、ツイッター上でつぶやいたことはフォロワーへリアルタイムに配信されます。
メンズバリューでは管理画面に出勤情報と店長NEWSを入力しただけで、その内容を自動で配信する機能を搭載しています。
Twitterをリアルタイムで利用している人だけでなく、一般サイトに張られたTwitterウィジェットなどにも情報が拡散！バイラル的に貴店の認知度向上を図ります。

 
※2012年6月現在配信できる情報は、出勤情報、店長ニュースになります。

出勤情報の配信！

店長NEWSの配信！



【本店ツイッター機能】とは
簡単に言いますと、メンズバリュー管理画面で設定いただいた女の子の出勤情報を、貴店独自で運営されているツイッターに
吐き出しちゃおう!という機能です。独自のツイッターの更新が大変!という担当者様は是非ご利用ください。
※ツイッターに記載されるURLのリンク先はメンズバリューのお店のNEWSページ、または女の子の詳細ページです。

ＷＥＢメンズバリュー

 
本店ツイッター機能の説明と連携手順

手順1 店舗様が独自でやっている
オフィシャルのツイッターにログイン！

手順2 別タブでＷＥＢメンズバリュー
店舗様管理画面にログイン！

手順3 その管理画面の左メニュー
【お店のツイッター】ボタンをクリック！

手順4 【お店のツイッターと
メンズバリューを連携させる】ボタンをクリック！

手順5 ツイッターのアプリ連携画面
【連携アプリの認証】ボタンをクリック！

これで終了です。
※連携をストップすることも出来ます。手順は同じです。



風俗情報ネットワークの３つの工夫

①一つの管理画面から一発更新！
複数サイトの更新が面倒！という店長さんでも安心！
風俗情報ネットワークでは、メンズバリューWEBの管理画面を更新するだけで、

他の全てのサイトにデータが共有されます。
※同期の関係で少し時間がずれる場合がありますので予めご了承ください。
※2012年6月現在デリヘルコンビニクラブは別の管理画面です。近日実装予定。

②出勤情報がリアルタイム配信！
女の子の出勤情報の配信は、出勤日当日の２時間前～出勤終了時までリアルタイムで配信されます。
女の子のお茶を防ぐことで定着率を上げ、求人コストを下げる意味でも是非ご活用ください。
※ブログネットワーク、Twitterのみ

③ユーザーIPアドレスによる振分けでエリアブランディング！
閲覧ユーザーのIPアドレス情報から、貴店営業エリアにマッチしているかどうかを判断し優先配信！

これにより貴店営業エリアでのブランディングを効果的に行うことができます。
※ブログネットワークのみ



風俗情報ネットワーク  
コース別カタログ

WEBメンズバリュー

Go-fuozokuTV
デリヘルコンビニクラブ全国版・エリア版



ＷＥＢメンズバリュー

※ ＷＥＢメンズバリュー（PC・MB）年齢認証バナーは登録・更新は弊社にて行います。掲載の1週間前までに弊社へお送りください。
PC年齢認証ページのW300×H400画像は女の子の画像に限ります。在籍の女の子画像を弊社へお送りください。

リンク先は店舗詳細ページとなります。

入稿マーク



Go-fuzokuTV

該当する1エリアで上位表示



デリヘルコンビニクラブ

 
エリア版

デリヘルコンビニクラブ

 
全国版



あなたの理想を叶える為の最大の武器です。

ローコストで最大限のブランディングを。スピーディー、そして革新的に。

最高のブランディングを追求する店舗様の為に最大のパフォーマンスを。

 ＶＩＰコース  126,000円
お店の「価値」を低コストでＰＲしたいという店長様にお勧めです。

 エクセレントコース  63,000円
管理画面に入力した情報は、Twitterやアダルトブログへ情報を配信します。

 ベーシックコース  31,500円



コース料金（税別）＆掲載位置

コース名称
風俗情報ネット

 

ワーク
VIPコース

風俗情報ネットワーク
エクセレントコース

風俗情報ネットワーク
ベーシックコース

WEBメンズバリュー
無料SP掲載

WEBメンズバリュー

 

無料掲載

媒体名 表示場所 ¥120,000 ¥60,000 ¥30,000
¥0

（年齢認証バナー
必須)

¥0
（年齢認証
バナー必須)

メンズバリュー PC＆スマホ
アドネットワークへ

 

の表示回数
無制限 1,000万回表示まで 500万回表示まで

メンズバリュー
※PC

スマホ＆ガラ

 

ケー
年齢認証ページ ランダム

メンズバリュー
PC

スマホ＆ガラ

 

ケー

店舗検索結果
ページ

（店舗該当エリア）
最上段ランダム

上段
ランダム

中段
ランダム

下弾
テキストランダム

最下段テキスト
ランダム

メンズバリュー PC
店舗検索ページ

左カラム
上段ランダム 下段ランダム

メンズバリュー スマホ
地図ページの

バナー
ランダム

（店舗該当エリア）

デリヘルコンビニクラブ

 

全国版 PC
年齢認証
ページ

サイド＆中段
ランダム

デリヘルコンビニクラブ

 

全国版 PC
エリアトップ

ページ
上段特大バナー＆

 

下段ランダム
下段

ランダム
下段

ランダム

デリヘルコンビニクラブ

 

全国版 PC
全てのコンテンツ

ページ
上段

ランダム
上段

ランダム

デリヘルコンビニクラブ

 

全国版 ケータイ エリアトップページ
上段

ランダム
中段

ランダム
中段

ランダム

デリヘルコンビニクラブ

 

エリア版 PC＆ケータイ
年齢認証
ページ

上段
ランダム

上段
ランダム

上段
ランダム

デリヘルコンビニクラブ

 

エリア版 PC＆ケータイ
店舗検索結果

ページ
上段

ランダム
上段

ランダム
上段

ランダム

風俗動画go-fuzokuTV PC＆ケータイ
エリアトップページ

 

（店舗該当エリア）
上段

ランダム
中段

ランダム
中段

ランダム

※ ＷＥＢメンズバリュー（PC・MB）年齢認証バナーは登録・更新は弊社にて行います。掲載の1週間前までに弊社へお送りください。

 

PC年齢認証ページのW300×H400画像は女の子の画像に限ります。在籍の女の子画像を弊社へお送りください。リンク先は店舗詳細ページとなります。
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