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※ご掲載料金のご案内※

■掲載料金
月額￥63.000（税込）
直リンク掲載・店舗紹介ページによる掲載、共に同額となります。
検索ページにて貴店名・ショップイメージ画像を掲載。及び携帯版への掲載
※ラブギャラリー掲載料金は1ヶ月単位です。

ラブギャラリー　http://www.lvg.co.jp/

■掲載期間
①　月末〆　1日～末日までの1ヶ月間（前月25日にお支払い）
②　月中〆　16日～翌月15日までの1ヶ月間（当月10日にお支払い）
※ラブギャラリー掲載料金、及び関連契約料金は全て前払いです。

■お支払い方法
初月分はお申し込み時にご集金、以降はご請求書の期日までに弊社指定口座へお振込み
ください。
ご入金を確認できない場合、掲載継続できない場合があります。
※振り込み手数料はご負担頂いております。

■お申し込み→掲載までの流れ
①掲載申込書・ホームページ掲載情報記入表等のご記入
②風営法上の受理書（許可証）のコピーのお預かり
③ご入金
④書類のご確認及び、掲載準備作業開始
⑤貴店情報の掲載開始
※直リンク掲載の場合作業開始から約3営業日、紹介ページ掲載の場合は約10営業日
必要です。掲載希望日をご確認のうえ、余裕をもってお申し込みください。

◆ご注意
・2005年4月より、掲載申し込み時に「届出書、または許可証のコピー（店舗単位）」が必要となりました。
・業種によっては直リンク掲載のみの掲載となる場合がございます。
・弊社独自の判断により、ご掲載をお断りする場合がございます。

■貴店オフィシャルサイト企画・制作・管理
ラブギャラリーでは、オフィシャルサイトの企画・制作・管理代行を行っております。

※ｻｰﾊﾞ　ﾄﾞﾒｲﾝは別途となります。

※詳細はお見積もりいたします。

◆企画・制作・管理におけるご注意
①ｻｲﾄ運営の権利は弊社に属します。貴社運営、他社運営はできません。
②弊社独自の判断により、企画・制作・運営をお断りする場合がございます。



※地域別ご掲載料金プランのご案内※

■神奈川エリア限定ご掲載プラン Ａプラン 通常掲載(店舗紹介ページ）・直リンク　どちらか選択

在籍女性の名鑑取材対応

コンテンツ取材対応 月額63.000円 　　(税込）

Ｂプラン 通常掲載(店舗紹介ページ）・直リンク　どちらか選択

在籍女性の名鑑取材月１回以内対応

コンテンツ取材対応 月額52.500円 　　(税込）

Ｃプラン　 通常掲載(店舗紹介ページ）・直リンク　どちらか選択

在籍女性の名鑑取材なし

（宣材写真での名鑑更新随時）

コンテンツ取材対応 月額42.000円 　　(税込）

Ｄプラン　 （直リンク掲載のみ）

在籍女性の名鑑なし

（テキストのみの更新情報対応）

月額31.500円 　　(税込）

■千葉・埼玉・三多摩エリア限定ご掲載プラン

Ａプラン 通常掲載(店舗紹介ページ）・直リンク　どちらか選択

在籍女性の名鑑取材対応

コンテンツ取材対応 月額63.000円 　　(税込）

Ｂプラン 通常掲載(店舗紹介ページ）・直リンク　どちらか選択

在籍女性の名鑑取材月１回以内対応

コンテンツ取材対応 月額52.500円 　　(税込）

Ｃプラン　 通常掲載(店舗紹介ページ）・直リンク　どちらか選択

在籍女性の名鑑取材なし

（宣材写真での名鑑更新随時）

コンテンツ取材対応 月額42.000円 　　(税込）

Ｄプラン　 （直リンク掲載のみ）

在籍女性の名鑑なし

（テキストのみの更新情報対応）

月額31.500円 　　(税込）

■群馬・栃木・茨城エリア限定ご掲載プラン

Ａプラン 通常掲載(店舗紹介ページ）・直リンク　どちらか選択

在籍女性の名鑑取材対応

コンテンツ対応 月額52.500円 　　(税込）

Ｂプラン 通常掲載(店舗紹介ページ）・直リンク　どちらか選択

在籍女性の名鑑取材なし（宣材のみ）

コンテンツ取材対応 月額42.000円 　　(税込）

Ｃプラン　 通常掲載(店舗紹介ページ）・直リンク　どちらか選択

在籍女性の名鑑取材なし

（宣材写真での名鑑更新随時）

コンテンツ掲載対応（宣材 月額31.500円 　　(税込）

Ｄプラン　 （直リンク掲載のみ）

在籍女性の名鑑なし

（テキストのみの更新情報対応）

コンテンツ無し 月額21.000円 　　(税込）



※業種別ご掲載料金プランのご案内※

■ソープランド限定ご掲載プラン Ａプラン 通常掲載(店舗紹介ページ）・直リンク　どちらか選択

在籍女性の名鑑取材対応

コンテンツ取材対応 月額63.000円 (税込み）

Ｂプラン 通常掲載(店舗紹介ページ）・直リンク　どちらか選択

在籍女性の名鑑取材月１回以内対応

コンテンツ取材対応 月額52.500円 (税込み）

Ｃプラン　 通常掲載(店舗紹介ページ）・直リンク　どちらか選択

在籍女性の名鑑取材なし

（宣材写真での名鑑更新随時）

コンテンツ取材対応 月額42.000円 (税込み）

Ｄプラン　 （直リンク掲載のみ）

在籍女性の名鑑なし

（テキストのみの更新情報対応）

月額31.500円 (税込み）

■キャバクラ・ガールズバーご掲載プラン

Ａプラン 通常掲載(店舗紹介ページ）・直リンク　どちらか選択

情報掲載及び、在籍女性の名鑑掲載（宣材写真）

コンテンツ取材対応

月額42.000円 　　(税込）

Ｂプラン （直リンク掲載のみ）

情報掲載及び、在籍女性の名鑑掲載

（宣材写真・サムネイルのみ）・取材非対応

月額26.250円 　　(税込）

Ｃプラン　 （直リンク掲載のみ）

店舗情報・取材非対応

（３ヶ月の継続契約となります）

月額10.500円 　　(税込）

×3ヶ月分

（お申し込み時￥31.500）

※オリジナルホームページをＨＰをお持ちではないお店様におかれ

ましては、データベースを紹介ページとして表示することも可能です。

その際、画像やテキスト等、ラブギャラリーのデータベースに基づい

た表示となります。

■出会い喫茶・ピンクサロンご掲載プラン ■直リンク限定

※イベント情報のテキスト更新対応

※名鑑・登録なし

月額31.500円 (税込み）

※交際倶楽部様につきましては、テレクラ/デートクラブの確認書が

　 必要となります。

※性的サービスを思わせる表現は一切ご掲載できません。

■セクシーキャバクラ限定ご掲載プラン ■直リンク限定

※イベント情報のテキスト更新対応

※名鑑・登録なし

月額36.750円 (税込み）

※サービス内容をご掲載できない場合がございます。

■オナクラ限定ご掲載プラン ■直リンク限定

※イベント情報のテキスト更新対応なし

※名鑑・登録なし

月額31.500円 (税込み）

※サービス内容をご掲載できない場合がございます。



※Lovg Galleryコンテンツのご案内※

　　　■Ｌoｖｅ　Ｇａｌｌｅｒｙご掲載店舗様

　　　　がご利用頂けるコンテンツ一覧です。

　　　※コンテンツ（取材枠）に関しまして

　　　　は、お店様間で順番のご案内

　　　　となります。

　　　※一部、有料のコンテンツや、

　　　　Ｌｏｖｅ　Ｇａｌｌｒｅｙ独自の審査が必要

　　　　なコンテンツがございます。

　　　※更新は弊社にて行います。

　　　　更新・変更の際は弊社担当、または

　　　　管理画面からメールにて

　　　　ご連絡くださいませ。

　　　◆管理画面によるお店様での

　　　　 更新が可能なコンテンツもございます。

　　　※Love Gallreyのご掲載は、モバイル

　　　　版のご掲載も含まれております。

　　　　（モバイルには、ページの関係上

　　　　一部、掲載内容が異なる場合が

　　　　ございます。）

　　　※弊社が取材した画像、動画、または

　　　　イラスト、ロゴに関しての著作権は

　　　（株）彩コーポレーション及び

　　　　Moving Pictures Co.,Ltdに属します。



※Love Galleryオプションバナーのご案内※
■コンテンツバナー

広告枠15件
■通常掲載（１リンク1店舗）
1件月額￥210.000（税込）
■特別掲載（グループ共通入口 等）
1件月額￥315.000（税込）
・ﾑｰﾋﾞｰｷﾞｬﾗﾘｰhttp://www.lovegallery.jp/左側

・ラブギャラリーコンテンツ「ムービー」ページ内PICUP　GIRL

・ラブギャラリーモバイルの「店舗検索」「地域別」「業種別」ページ

■地域別オプションバナー ・「お勧め風俗店」（テキストバナー）

に同時掲載いたします。

広告枠6件
■通常掲載（１リンク1店舗）
1件月額￥63.000（税込）
■特別掲載（グループ共通入口 等）
1件月額￥94.500（税込）

■グラビアオプションバナー

広告枠6件
■通常掲載（１リンク1店舗）
1件月額￥31.500（税込）
■特別掲載（グループ共通入口 等）
1件月額￥47.250（税込）

■体験取材オプションバナー

広告枠6件
■通常掲載（１リンク1店舗）
1件月額￥52.500（税込）
■特別掲載（グループ共通入口 等）
1件月額￥78.750（税込）

■MOVIEオプションバナー①

広告枠12件
■通常掲載（１リンク1店舗）
1件月額￥63.000（税込）
■特別掲載（グループ共通入口 等）
1件月額￥94.500（税込）

■MOVIEオプションバナー②

広告枠6件
■通常掲載（１リンク1店舗）
1件月額￥42.000（税込）
■特別掲載（グループ共通入口 等）
1件月額￥63.000（税込）



※Love Galleryオプションバナーのご案内※
■特別掲載枠　Ｔｏｐバナー

■Ｔｏｐオプションバナー
定価￥210.000／一週間
※540×125ピクセル以内　アニメＧｉｆ・Ｆｌａｓｈバナー可
※「ムービーギャラリー下段」http://lovegallery.jp/open.htm

   「フードルメロン上段番目」http://www.fudolmelon.com

　 の2箇所にも同時掲載
※ご案内：ご掲載位置は、ご契約頂く時期により、

変更される場合がございます。

（ＬＧ独自の「キャンペーン」や「お知らせ」がある場合

一部、レイアウトを変更せざるをえない為）

　事前に必ずご確認、お問い合わせください。

キャンペーン中につき　掲載期間は

一週間→１５日間（半月）に延長させて頂いております。

■各ページランダム表示バナー

■通常掲載（１リンク1店舗）
1件月額￥15.750（税込）
■特別掲載（グループ共通入口 等）
1件月額￥25.200（税込）
※NEWS( 新情報）・イベント情報・地域別イベント情報・得ダネ情報

　割引券・モバイル＆メルマガ・お知らせ・リンク・サイトマップ
※グループ共通入り口について 　業種別・店舗検索・女の子検索・女の子検索結果
・ご掲載名は○○グループ、ご掲載店名、女性名のいずれかとなり 　撮りおろし名鑑・スポットライト・イカせる女・現場です！
　ます。 　の17ﾍﾟｰｼﾞの内のいづれか2箇所に、ﾗﾝﾀﾞﾑに表示
・グループ共通入り口ページ内に未掲載の店舗バナー、リンクがある 　されるﾊﾞﾅｰです。
　場合、１店舗分につき+￥10.500　加算させて頂いております。 　（図はｲﾒｰｼﾞです。実際のﾍﾟｰｼﾞとは異なります。）
・「メガネ」マーク特典は既掲載２店舗までとさせて頂きます。 ※バナー画像は１契約につき１デザインとなります。



※Love Galleryオプションバナーのご案内※
NEW■ラブギャラリーモバイル（携帯版）サムネイルバナー
　　H20　10/16～START ■地域別料金表

■東京都 枠数 外部リンク 内部リンク
池袋 東口 16枠（8枠ランダム表示） \8,400 \5,250

池袋 西・北口 16枠（8枠ランダム表示） \8,400 \5,250

大塚・巣鴨・駒込 8枠 \8,400 \5,250
赤羽 8枠 \6,300 \4,200
吉原 8枠 \6,300 \4,200
鶯谷・日暮里・西日暮里 8枠 \8,400 \5,250
上野・湯島・御徒町 8枠 \8,400 \5,250
金町・町屋 8枠 \5,250 \3,150
新宿・歌舞伎町 8枠 \8,400 \5,250
大久保 8枠 \8,400 \5,250
高田馬場・目白 8枠 \5,250 \3,150
渋谷・代々木 8枠 \8,400 \5,250
恵比寿 8枠 \5,250 \3,150
六本木・青山・赤坂 8枠 \5,250 \3,150
麻布・表参道
五反田 8枠 \8,400 \5,250
蒲田・大森 8枠 \5,250 \3,150
品川・白金・高輪 8枠 \5,250 \3,150
新橋・浜松町・汐留 8枠 \6,300 \4,200
銀座・東銀座 8枠 \5,250 \3,150
葛西 8枠 \5,250 \3,150
秋葉原・神田・浅草橋 8枠 \6,300 \4,200
錦糸町・亀戸 8枠 \8,400 \5,250
新小岩・小岩 8枠 \6,300 \4,200
高円寺・中野・吉祥寺 8枠 \6,300 \4,200
立川・日野 8枠 \5,250 \3,150
調布・府中・町田 8枠 \5,250 \3,150

（携帯画面サンプル）
■埼玉県
西川口・蕨 8枠 \8,400 \5,250
草加・越谷 8枠 \6,300 \4,200
さいたま・大宮 8枠 \8,400 \5,250
所沢・川越・入間 8枠 \5,250 \3,150
熊谷 8枠 \5,250 \3,150

■神奈川県
横浜・曙町・桜木町・関内 8枠 \5,250 \3,150
川崎堀之内・南町 8枠 \6,300 \4,200
川崎溝の口 8枠 \5,250 \3,150
厚木・大和 8枠 \5,250 \3,150

■千葉県
西船橋・船橋・津田沼・市川 8枠 \6,300 \4,200
千葉 8枠 \6,300 \4,200
松戸・柏 8枠 \6,300 \4,200

■茨城県
土浦市・つくば市 8枠 \5,250 \3,150

※料金は税込みです。

※ご掲載開始時、バナーは５０×５０ピクセルの「店舗紹介用サムネイル画像」の流用となります。

   (バナー変更等は、店舗様管理画面で可能となる予定です。詳しくは、弊社担当までお問い合わせください）

※地域別以外での検索結果でも、該当店舗様は表示されます。

　（その際、該当店舗様が複数（8件を超えた場合）はランダム表示となります。約１０分でローテーションされます）

※デリヘル店舗様におかれましては、実質的な出張地域の範囲内で複数エリアのご掲載も可能です。

※外部リンク→店舗様オリジナルホームページモバイル版、　内部リンク→ラブギャラリーモバイル版店舗紹介ページです

お知らせ：お申し込み過多の場合、姉妹サイトモバイルバナーご契約店舗様を優先ご案内とさせて頂きます。



※Love Galleryオプションバナーのご案内※
NEW■姉妹サイトモバイル（携帯版）ＴＯＰページテキストバナー

（携帯画面サンプル） 　　　　（携帯画面サンプル） 　　　（携帯画面サンプル） 　（携帯画面サンプル）

モバイルサイトテキストバナー

■ソープランドＬＧテキストバナー　１箇所￥16.800/月額

（店舗紹介ページへの内部リンク１箇所￥8.400/月額）

■ハコヘルＬＧテキストバナー　　 　１箇所￥3.150/月額

■ホテヘルＬＧテキストバナー　 　　１箇所￥2.100/月額

■デリヘルＬＧテキストバナー　　 　１箇所￥5.250/月額

（店舗紹介ページへの内部リンク１箇所￥3.150/月額）

■人妻ＬＧテキストバナー　　 　　　　１箇所￥3.150/月額

■ＳＭクラブギャラリー　　　　　 　　　１箇所￥8.400/月額

※表示位置は各サイトＴＯＰﾍﾟｰｼﾞ赤枠部（３箇所）にローテーションで表示

※ご契約開始～３ヶ月間のキャンペーン価格です。

※各サイトともに、該当業種店舗様のみのご案内となります。

※テキスト１１文字×2行の合計２２文字以内でのご掲載です。

※枠数制限は「人妻ＬＧ」「ホテヘルＬＧ」は21枠、その他はそれぞれ9件です

ご注意：上記枠数から3件を順次表示する｛約１０分間隔ローテーション｝と

　　　　 　なります。その為、表示されない時間帯が発生いたします。

※予告なくキャンペーン価格を終了することがございます。

 　事前にお問い合わせくださいますよう　宜しくお願い申し上げます。

（携帯画面サンプル） 　　　　　　（携帯画面サンプル） ※該当姉妹サイトにご掲載中のお店様のオプションとなります。



※ラブギャラリー姉妹サイトのご案内※

関西エリア「ラブギャラリー」 　　　九州エリア「ラブギャラリー」 　　　　　　熊本エリア「ラブギャラリー」

http://kansai.lvg.co.jp/ 　　　http://www.lvg9.com/　 　　　　　　　http://www.kumamoto.lvg9.com/

茨城エリア「ラブギャラリー」 　　　東海エリア「ラブギャラリー」 神奈川エリア「ラブギャラリー」

http://ibaraki.lvg.co.jp/ 　　　http://www.tokai-lvg.com/ http://kanagawa.lvg.co.jp/

ラブギャラリー姉妹サイト一覧

◆「ソープランドＬＧ」     「スレイブ＆マスター」(有料）　　　　　　　「ムービーギャラリー」 「携帯動画ブログ」(有料）

http://www.soapgallery.jp/         http://www.lvgsm.com/                 http://www.lovegallery.jp/ http://blog.lvgtv.com/

◆「人妻ＬＧ」 「ＬＧ動画　（ＬＧプレイヤー）」(有料）

http://www.hitoduma-lg.com/ http://www.lgp.jp/

　　　「ラブギャラリー」
　　　http://www.lvg.co.jp/

◆「デリヘルＬＧ」 ◆「ハコヘルＬＧ」

http://www.dh-lvg.com/ 　　　　NEW http://www.hako-lg.com/

「キューティマスクメロン」(有料）　「女性求人サイト ハナコとタロー」(有料）　　　　◆「エステLG」 ◆「ホテヘルＬＧ」

http://www.fudolmelon.com 　　http://www.lvgjob.com/　　　　　　　　　　　　　　http://www.esute-lg.comhttp://www.hotel-lg.com/

◆マークのサイトは、「ラブギャラリー」ご掲載のお店様に１サイトのみ無料掲載しております。（+￥10500で該当サイトに追加もできます）



※ラブギャラリー姉妹サイトのご案内※
■デリヘルLG http://www.dh-lvg.com

※デリヘル専用
■30枠ローテーション（更新ごとに掲載位置が入れ替わります）

1件月額￥31.500（税込）

◆ご案内
上記バナーオプションご契約店様のｻﾑﾈｲﾙを表示させて頂きます。

表示はご掲載順とさせて頂きます。

■ソープランドLG http://www.soapgallery.jp ■30枠ローテーション（更新ごとに掲載位置が入れ替わります）

■通常掲載

1件月額￥31.500（税込）

広告枠6件

■通常掲載（１リンク1店舗）

1件月額￥21.000（税込）

■特別掲載（グループ共通入口 等）

1件月額￥31.500（税込）

■Slave&Master http://www.lvgsm.com ■スレイブ＆マスター掲載料金
1件月額￥52.500（税込）
ラブギャラリー既掲載店
1件月額￥10.500（税込）
※このサイトは店舗情報をお店で入力頂いております。

◆「リアルタイム情報」「イベント情報」「フェティッシュ写真館」「Ｔｏｐライン

　 ニュース」は、お店で 更新できます。表示は「更新順」となります。

◆無料登録もできます。

☆ ※検索結果表示順は、有料掲載店様が優先されます。

■スレイブ＆マスターコンテンツバナー料金
1件月額￥63.000（税込）
ラブギャラリー既掲載店
1件月額￥31.500（税込）
*グループ共通入り口バナー可

*6枠限定

*バナーご契約店様のｻﾑﾈｲﾙを☆位置にサービスで表示させて頂きます

■人妻ＬＧ　http://www.hitoduma-lg.com

広告枠制限なし
■通常掲載
1件月額￥31.500（税込）

※サムネイルバナーは女性の画像とさせて頂きます。
※ご契約順での表示位置となります。
※横一列は６枠までとなります。
※フラッシュ、ＧＩＦのバナーはご遠慮頂いております。



※ラブギャラリー姉妹サイトのご案内※
■ホテヘルＬＧ　http://www.hotel-lg.com/

オプションサムネイルバナー
■1件月額￥5.250（税込）キャンペーン価格
◆枠制限はございません
※ご契約開始～３ヶ月間のキャンペーン価格です。

※サムネイルバナーは女性の画像とさせて頂きます。

※横一列は６枠までとなります。

※ご契約順での表示位置となります。

※キャンペーン終了、及びご契約期間が３ヶ月を超える場合、

　以降の価格は定価となります。

※フラッシュ、ＧＩＦのバナーはご遠慮頂いております。

　ご了承くださいませ。

※予告なくキャンペーン価格を終了することがございます。

　事前にお問い合わせくださいますよう　宜しくお願い申しあげます。

■女性向け求人サイト「ﾊﾅｺとﾀﾛｰ」　http://www.lvgjob.com/

■「ハナコとタロー」ご掲載

性風俗店　 　

ライブチャットレディ

プロダクション関連　他 月額￥21.000

キャバクラ

飲食店　他 月額￥10.500

お知らせ：「ﾗﾌﾞｷﾞｬﾗﾘｰ」と「ﾊﾅｺとﾀﾛｰ」間で、それぞれ別のﾃｷｽﾄ ※首都圏性風俗店で「ラブギャラリー」同時掲載の場合、

情報でのご掲載はできかねます。　あしからずご了承くださいませ。 　月額10500円（セット料金）とさせて頂きます。

■オプションバナー （別名称でのご掲載は￥21.000となります）

※１時間ごとのランダム表示となります。 ※九州エリア

※ﾓﾊﾞｲﾙ版http://www.lvgjob.com/m/ では、3ﾊﾞﾅｰ分が プロダクション関連　他 月額￥21.000

　　ﾗﾝﾀﾞﾑ表示となります。 性風俗店　他　 　 月額￥10.500

■ﾗﾌﾞｷﾞｬﾗﾘｰ 及び　ハナコとタロー　既掲載店様 NEW
◆関東版 月額￥48.300（税込） Hot News!!　
（３ヶ月契約￥86.940　　　６ヶ月契約￥144.900） お店側で入力頂けるコンテンツです。

求人のPRにご利用ください。

◆関西版 月額￥39.900（税込）

（３ヶ月契約￥71.820　　　６ヶ月契約￥119.700） 詳しくは弊社までお問い合わせください

◆九州版 月額￥33.600（税込）

（３ヶ月契約￥60.480　　　６ヶ月契約￥100.800）

■ﾗﾌﾞｷﾞｬﾗﾘｰ未掲載店様・ホストクラブ様・その他

◆関東版 月額￥63.000（税込）

（３ヶ月契約￥113.400　　　６ヶ月契約￥189.000）

◆関西版 月額￥52.500（税込）

（３ヶ月契約￥94.500　　　６ヶ月契約￥157.500）

◆九州版 月額￥42.000（税込）

（３ヶ月契約￥75.600　　　６ヶ月契約￥126.000）

■Fudol Cuty Mask Melon http://www.fudolmelon.com

■キューティマスクメロン/フードルメロン掲載料金
初月￥73.500（税込）
2ヶ月目以降（バックナンバー）￥21.000（税込・月額）
※バックナンバーは2契約目からは￥10.500となります。

　独自の取材によるFudol Cuty Mask Melonでしか見れない「お宝画像」

　で人気の総合アダルトサイトです。（ラブギャラリーではございません）

　専用カメラマンの手配は弊社にて行います。

※Love Gallreyご掲載店様は、LoveGallreyトップページに一週間バナー掲載

　　いたします。



※ラブギャラリー姉妹サイトのご案内※

フードルメロン
（キューティマスクメロン）
のご案内
http://www.maskmelon.com/

紹介ページサンプル

■更新
ご掲載開始から毎日４枚の
（月～土、計24枚）の画像が
ＵＰされます）

2週目・3週目と、バナー位置が
一段づつ下がります。

一ヶ月後以降、バックナンバー
に画像を残す場合、バックナン
バー掲載料金がかかります

http://www.fudolmelon.com/i/
(携帯版）は、ＰＣご掲載一週間
後の画像が24枚揃った段階で
ご掲載開始となります。

■ご掲載料金
別途料金表をご覧下さい。

◆このコンテンツは
独自の画像で構成しております。
ご掲載には撮影が必要となります

◆撮影場所、メイク、小物等は
お店様でのご用意となります。



※各種機能のご案内※

■携帯動画ブログ　http://blog.lvgtv.com/

1件月額￥31.500（税込）
ラブギャラリー既掲載店
1件月額￥15.750（税込）
※携帯電話のカメラ機能を使って撮った動画や静止画を、パソコンを

使わずにアップロードできる機能です。アップロードすると、設置時に

同時生成されるお店専用ブログにも反映されます。また、貴店オフィシ

ャルサイトに容易に設置できます。

記事は「LoveGallery Mobile Movie&Photo Blog」に同時

反映されます。

※携帯電話からの閲覧の場合、一覧はキャリアにより５～１０件表示 ※動画保存目安は３０件です。

　 となりますが、記事下部の＜前の記事＞＜次の記事＞をクリックで ※一部の機種では見れない場合がございます

　 全ての記事が閲覧できます。

■ＬＧプレイヤー http://www.lgp.jp

■月額システム利用料
※下記一覧表をごらんください。

デジカメ等で撮った動画を簡単に大画面動画に変換＆ＵＰできます。

フラッシュで生成されるので、閲覧者

は特別なソフトを導入することなく手軽に視聴できます。

大画面・大容量動画をお店で簡単にＵＰ！

ぜひお試しください。

ご利用料金表 オプション

プラン 料金 ＬＧご掲載 容量 グループ利用 ビューワー

スタンダード \63,000 \52,500 2ＧＢ × \15,750

プレミアム \105,000 \94,500 4ＧＢ ○ \15,750

※グループ利用の場合、アカウントは一つとなります

※動画更新情報は「エロじいさんの風俗動画」にも反映されます。

※「エロじいさんの風俗動画」内、動画再生ランキングは、一週間以内の動画再生回数を集計しております。

※ビューワーの表示は一箇所とさせていただいております。複数表示の場合、別途となります。

ＬＧプレイヤーを使ってお店様の動画専用サイトも作れます。
アドレスはhttp://○○○○.ero-g.net/　となります。○○○○はご自由にお決め頂けます。

これらの機能を使ってオリジナルホームページの在籍女性一覧に動画を表示させませんか？
画像＋動画で在籍の女性の魅力を 大アピール！

ご不明な点ございましたら弊社までお問い合わせください。

ＮＥＷ■お店様でＵＰ！「Ｈｏｔ　Ｎｅｗｓ！」

■Ｈｏｔ Ｎｅｗｓ　ＵＰ機能

お店で 新情報、お得な情報、イベント、等を自由にＵＰ！

ぜひお試しください。

　詳しくはお気軽にお問い合わせください。



※各種機能のご案内※

～ご提案～
ラブギャラリーの携帯動画・携帯画像UPシステム「携帯動画ブログ」を
お店のオリジナルホームページの新着情報にしてみませんか？

ホームページ内の更新情報に・・・ 　このシステムをはめ込むだけ！

　ラブギャラリーＴＯＰページ
■月額システム利用料
1件月額￥31.500（税込）
ラブギャラリー既掲載店
1件月額￥15.750（税込）
※携帯電話のカメラ機能を使って撮った動画や静止画

　　 更新！を、パソコンを使わずアップロードできる機能です。

アップロードすると、設置時に同時生成されるお店専用

ブログに反映しますので、貴店オフィシャルサイトに容易

に設置できます。

また、「LoveGallery Mobile Movie&Photo Blog」に同時

反映されます。

　　　ココ！

※ご契約店舗様の 新更新記事が１件のみ反映されます。

※約１時間に４回リロードされます。 　　ご導入店舗様例

さらに！
携帯動画ブログ

　　　ココ！

※ご契約店舗様の 新更新記事が１件のみ反映されます。

※約１時間に４回リロードされます。

　　　　　　　※携帯電話からも更新できます。（もちろん携帯電話からの閲覧もＯＫ）

お店の新着、更新情報を画像・ムービー付でアピールしてみませんか？

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　詳しくは弊社担当までお問い合わせください



※各種機能のご案内※
※このコンテンツは、名鑑登録のないご掲載ではご利用いただけません。



※各種機能のご案内※

　　～コンテンツ内　新人情報　と　本日の出勤　にサムネイルのみ画像登録ができます！～



※関連サイト※

九州風俗嬢検索 風俗突撃漫画レポート アイドル風俗嬢グラビア おっぱいプリンプリン物語

http://www.fudol9.com/ http://www.totsuman.com/ http://www.fudolgallery.com/ http://bigmilk.blog16.fc2.com/

濡れて早漏 四文字熟女 メコスジブログ

http://nuresou.blog105.fc2.com/ http://4jyukujyo.blog107.fc2.com/ http://yoshiikuzo.blog109.fc2.com/

<注意事項>

①特別掲載枠：グループ店共通の入口もしくはグループ店でローテーションを組む場合は特別掲載枠の適用になります。

②各オプションバナーに関して、対象となるグループ店はLOVE GALLERYに通常店舗掲載していることを条件とさせて頂きます。

③予告なくページデザインの変更をする場合があります。その場合でも基本的な掲載個所が変わることはありません。

④貴店ホームページへリンクする場合、他社風俗サイトアドレス内へのリンクはお断りさせて頂きます。

⑤ダイヤルQ2サイト、その他問題があると思われるサイトのリンクはお断りする場合があります。

⑥各コンテンツの広告枠は増減する場合があります。予めご了承下さい。

⑦サーバーメンテナンスや不慮の事態によりサーバーが一時停止、一時閲覧不可となっても、掲載料は返還できません。

⑧弊社の過失によってお店側に発生した損害の上限賠償額は、掲載料、オプションバナー料、HP管理料等を足した金額（月額）となります。

⑨掲載後においても、貴店HPコンテンツの更新内容によっては、弊社独自の判断により掲載の継続をお断りする場合がございます。

　（契約継続拒否、即時削除）

⑩当局の指導により、当サイト内のコンテンツや掲載基準を予告なしに変更する場合がございます。

  ⑪振込手数料はお店様ご負担でお願い致します。お支払期日迄にご入金を確認できない場合、掲載継続できない場合もございます。

　（初月分は申込時にご集金）

⑫無店舗型性風俗特殊営業店の方：2005年2月14日（月）より新規申込時に「風俗営業届出受理書のコピー」も添付して頂く事になりました。

　ご理解とご協力をお願いいたします。

～備考欄～





※オプション一覧※
対象サイト 名称 枠数制限 金額 備考
バナー　ラブギャラリーPC版 コンテンツバナー 15 \210,000 グループ入り口は￥315.000

バナー　ラブギャラリーPC版 地域別ｵﾌﾟｼｮﾝﾊﾞﾅｰ 6 \63,000 グループ入り口は￥94.500

バナー　ラブギャラリーPC版 ｸﾞﾗﾋﾞｱｵﾌﾟｼｮﾝﾊﾞﾅｰ 6 \31,500 グループ入り口は￥47.250

バナー　ラブギャラリーPC版 体験取材ｵﾌﾟｼｮﾝﾊﾞﾅｰ 6 \52,500 グループ入り口は￥78.780

バナー　ラブギャラリーPC版 MOVIEｵﾌﾟｼｮﾝﾊﾞﾅｰ① 12 \63,000 グループ入り口は￥94.500

バナー　ラブギャラリーPC版 MOVIEｵﾌﾟｼｮﾝﾊﾞﾅｰ② 6 \42,000 グループ入り口は￥63.000

バナー　ラブギャラリーPC版 特別掲載枠TOPﾊﾞﾅｰ 1 \210,000 半月（１５日）の掲載料

バナー　ラブギャラリーPC版 各ﾍﾟｰｼﾞﾗﾝﾀﾞﾑ表示ﾊﾞﾅｰ 42 \15,750 グループ入り口は￥25.200

バナー　ラブギャラリーモバイル版 携帯向けｻﾑﾈｲﾙﾊﾞﾅｰ 8～16 \3.150～ 内部リンク・外部リンクを選択

バナー　デリヘルLG ﾌﾚｰﾑﾊﾞﾅｰ 30 \31,500 ローテーション

バナー　デリヘルLGモバイル TOPﾍﾟｰｼﾞﾃｷｽﾄﾊﾞﾅｰ 9 \3,150 外部リンクは￥5.250

バナー　ソープランドLG ﾌﾚｰﾑﾊﾞﾅｰ 30 \31,500 ローテーション

バナー　ソープランドLG TOPﾍﾟｰｼﾞｻﾑﾈｲﾙﾊﾞﾅｰ 6 \21,000 グループ入り口は￥31.500

バナー　ソープランドLGモバイル TOPﾍﾟｰｼﾞﾃｷｽﾄﾊﾞﾅｰ 9 \8,400 外部リンクは￥16.800

掲載　SMスレイブ＆マスター 掲載料（ﾓﾊﾞｲﾙ込み） 掲載 \52,500 ラブギャラリー同時掲載で￥10.500

バナー　SMスレイブ＆マスター ﾌﾚｰﾑﾊﾞﾅｰ 6 \63,000 ラブギャラリー同時掲載で￥31.500

バナー　SMスレイブ＆マスターﾓﾊﾞｲﾙ TOPﾍﾟｰｼﾞﾃｷｽﾄﾊﾞﾅｰ 9 \8,400

バナー　人妻LG TOPﾍﾟｰｼﾞｻﾑﾈｲﾙﾊﾞﾅｰ なし \31,500

バナー　人妻LGモバイル TOPﾍﾟｰｼﾞﾃｷｽﾄﾊﾞﾅｰ 21 \3,150

バナー　ホテヘルLG TOPﾍﾟｰｼﾞｻﾑﾈｲﾙﾊﾞﾅｰ なし \5,250

バナー　ホテヘルLGモバイル TOPﾍﾟｰｼﾞﾃｷｽﾄﾊﾞﾅｰ 21 \2,100

バナー　ハコヘルLGモバイル TOPﾍﾟｰｼﾞﾃｷｽﾄﾊﾞﾅｰ 9 \3,150

掲載　求人　ハナコとタロー 掲載料(モバイル込み） 掲載 \21,000 風俗店（ラブギャラ同時掲載で￥10500）

\10,500 キャバクラ　等
バナー　求人　ハナコとタロー ﾌﾚｰﾑﾊﾞﾅｰ なし \48,300

ｸﾞﾗﾋﾞｱ　ｷｭｰﾃｨﾏｽｸﾒﾛﾝ TOP位置 随時 \73,500  バックナンバーは￥21.000

動画　携帯動画ブログ 記事反映 掲載・ｼｽﾃﾑ \31,500  ラブギャラ同時掲載で￥15.750

動画　LGプレイヤー 記事反映 掲載・ｼｽﾃﾑ ￥63,000～  ラブギャラ同時掲載で￥52,500～

掲載　姉妹サイト追加 記事反映 掲載 \10,500  該当業種に限る
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