
「つよいおんなのこ」 「痴女風」の広告枠のご案内

当グループサイトは、国内最大級の女性上位系、フェチ系サイトとして、これ

までに多くの店舗店長様から高い評価をいただいて参りました。

当サイトは、女性上位系、Ｍ男系、エステ系、フェチ系の風俗遊びに高い関心

のあるユーザーだけが、閲覧しているサイトですので、総合風俗ポータルサイ

トに広告掲載するよりもはるかに効果が高いです。

今後、末永いお付き合いができるよう日々アクセスアップに努めて参ります。

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

◎基本情報（掲載料金）（風俗店様向け）

「つよいおんなのこ」http://www.tsuyoi.jp/

→基本プラン：全ページ掲載 月額：38,000 円

出勤情報・新着ニュースなども掲載。

（上記プランで「女王様----責め好きな女」にも同時掲載。）

「痴女風」http://www.chijogirl.com/

→全ページ掲載 月額：30,000 円

※つよいおんなのこへ同時掲載の場合は

「痴女風」をディスカウントで月額 20,000 円に致します。

◎弊社サイトの特徴

・「つよいおんなのこ」トータル 1 日平均 35,000PV

・ヤフー BB マガジンで推薦サイトになりました！

・「週間 SPA」の風俗サイト特集に掲載されました！

・ダウンタウン松本さんがラジオ番組内で、

お気に入りサイトとして「つよいおんなのこ」を紹介していただきました。

・業界関係者が誰でも知ってる超有名サイトです。

・複数ページ掲載により、SEO 対策に効果的です。

・２サイト同時掲載で割引特典あり

http://www.tsuyoi.jp/
http://www.chijogirl.com/


◎有料掲載のご注意（店舗様、代理店様）

日本国内の法律に反する店舗の掲載は出来ません。

掲載には審査が御座います。

風適法の届出済み確認書が必要です。

掲載位置ならびアクセス数の保障はありません。

バナーや画像などの入稿データはご準備下さい。

◎お支払いに関して

・広告掲載料金は完全前払い制となっております。

・表示してる金額は月単位の金額となります。

・初回入金分に関しては開始月の日割り料金＋翌月分でお支払い下さい。

・支払い締め切りは月末となります。（銀行営業日で）

・更新確認は自動更新となりますので掲載中止の場合は毎月２５日

・までにご連絡下さい。それ以降の解約は１ヶ月料金を御請求致します。

・表示金額は消費税を含んでおりません。（別途消費税が加算されます。）

・振り込み手数料は店舗様、代理店様がご負担下さい。

・売り掛け、現金支払いは一切対応しておりませんので、全ての広告料金

を弊社指定口座に御入金下さい。

・領収書の発行はおこなっておりません。振込み時の明細を代用して下さい。

◎入稿データ（つよいおんなのこ 風俗店様向け通常枠）

①サムネイル画像１枚 ７０×８４

（http://www.tsuyoi.jp/fuzoku.html http://www.tsuyoi.jp/ などかなり多くのページ）

②店舗バナー ３００×６０

（http://www.tsuyoi.jp/fuzoku.html 風俗エリア全ページの下部）

③イメージバナー ２５０×１００

http://www.tsuyoi.jp/fuzoku_shibuya.html で使用する宣伝用バナーです。

④店舗紹介コメント （７０文字程度までＯＫ）

①～④まで４点

http://www.tsuyoi.jp/fuzoku.html
http://www.tsuyoi.jp/
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◎入稿データ（痴女風 風俗店様向け通常枠）

⑤サムネイル画像１枚 ７０×８４

http://www.chijogirl.com/
⑥店舗バナー １２７×３４

http://www.chijogirl.com/
⑦イメージバナー ２５０×７６

RECOMMENDバナー http://www.chijogirl.com/mainpage01.html

⑧ピックアップガールバナー ９８×７６

http://www.chijogirl.com/tokyo01.html
⑨店舗紹介コメント （６０文字程度までＯＫ）

⑤～⑨まで５点

※２サイトセット掲載の場合は上記①～⑨まで９点のデータ入稿が必要です。

◎弊社更新作業の御案内

・有料掲載店舗様からの御依頼に対しては可能な範囲で早期対応致します。

・作業時間の目安ですが・・・・・

・バナー交換、画像交換などの作業 ２営業日程度

・複雑な変更作業 ３営業日程度

・年末年始、夏季休暇、ＧＷなどは若干お時間を頂きます。

・ご質問や作業依頼への回答に関しては１日中にはご返信させて頂きます。

・希望の方には（有料契約店様ならび有料契約代理店様）弊社電話番号も

お伝えしてますので電話での相談も可能です。

但し作業依頼に関しては聞き間違い防止の為にメールで御依頼下さい。

・弊社運営時間

平日（月～金） 午前１０時～午後１８時

土、日、祝はお休みさせて頂きます。

http://www.chijogirl.com/
http://www.chijogirl.com/
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◎風俗ポータルサイト、動画系サイトなど情報サイト広告に関して

弊社では風俗店様の広告以外にもポータルサイト様へアクセス提供も

行っております。

料金などに関しては掲載条件により大きく変わってきますので個別に

ご相談下さい。

・掲載料金の目安ですが・・・・・月額３万円～２０万円までとなっております。

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

◎ 「つよいおんなのこ」 風俗店様基本掲載プラン

↓ ↓ ↓

■【店舗最新情報投稿システム】（PC＋携帯サイト連動）

ID とパスワード発行で投稿可能になります。

■女性写真、テキストリンクなど

http://www.tsuyoi.jp/

http://www.tsuyoi.jp/top.html

http://www.tsuyoi.jp/link.html

http://www.tsuyoi.jp/movie.html

■地域別風俗情報ページ

バナー、女性写真、テキストリンクなど

http://www.tsuyoi.jp/fuzoku.html

http://www.tsuyoi.jp/fuzoku_shibuya.html

http://www.tsuyoi.jp/fuzoku_shinjuku.html

http://www.tsuyoi.jp/fuzoku_ikebukuro.html

http://www.tsuyoi.jp/fuzoku_gotanda.html
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http://www.tsuyoi.jp/fuzoku_roppongi.html

http://www.tsuyoi.jp/fuzoku_ueno.html

http://www.tsuyoi.jp/fuzoku_westtokyo.html

http://www.tsuyoi.jp/fuzoku_yokohama.html

http://www.tsuyoi.jp/fuzoku_chiba.html

http://www.tsuyoi.jp/fuzoku_saitama.html

http://www.tsuyoi.jp/fuzoku_nanba.html

http://www.tsuyoi.jp/fuzoku_umeda.html

http://www.tsuyoi.jp/fuzoku_koube.html

http://www.tsuyoi.jp/fuzoku_aichi.html

http://www.tsuyoi.jp/fuzoku_hiroshima.html

http://www.tsuyoi.jp/fuzoku_fukuoka.html

http://www.tsuyoi.jp/fuzoku_sapporo.html

http://www.tsuyoi.jp/fuzoku_hokuriku.html

■「つよいおんなのこ」コンテンツ 痴女動画保管庫各ページ

女性画像など

http://www.tsuyoi.jp/mv/1.html

http://www.tsuyoi.jp/mv/2.html

http://www.tsuyoi.jp/mv/3.html

http://www.tsuyoi.jp/mv/4.html

http://www.tsuyoi.jp/mv/5.html

http://www.tsuyoi.jp/mv/6.html

http://www.tsuyoi.jp/mv/7.html

http://www.tsuyoi.jp/mv/8.html

http://www.tsuyoi.jp/mv/9.html

http://www.tsuyoi.jp/mv/10.html

http://www.tsuyoi.jp/mv/11.html

http://www.tsuyoi.jp/mv/12.html

http://www.tsuyoi.jp/mv/13.html

http://www.tsuyoi.jp/mv/14.html

http://www.tsuyoi.jp/mv/15.html

http://www.tsuyoi.jp/mv/16.html

http://www.tsuyoi.jp/mv/17.html
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http://www.tsuyoi.jp/mv/18.html

http://www.tsuyoi.jp/mv/19.html

http://www.tsuyoi.jp/mv/20.html

http://www.tsuyoi.jp/mv/21.html

http://www.tsuyoi.jp/mv/22.html

http://www.tsuyoi.jp/mv/23.html

http://www.tsuyoi.jp/mv/24.html

http://www.tsuyoi.jp/mv/25.html

http://www.tsuyoi.jp/mv/26.html

http://www.tsuyoi.jp/mv/27.html

http://www.tsuyoi.jp/mv/28.html

http://www.tsuyoi.jp/mv/29.html

http://www.tsuyoi.jp/mv/30.html

http://www.tsuyoi.jp/mv/31.html

■「つよいおんなのこ」モバイル版掲載

http://www.tsuyoi.jp/i/

■グループサイト「女王様－責め好きな女－」

女性写真、テキストリンク

http://www.tsuyoi.jp/semesuki.html

http://www.tsuyoi.jp/semesuki2.html

※「つよいおんなのこ」特設ページ制作（有料オプション 別途相談）

http://www.tsuyoi.jp/special/kaikido.html

※その他ビッグバナーも有料オプション別途相談

上記■の URL へすべて掲載して通常月額：38000 円

★1 ページあたりの料金ではなく上記全ページへ掲載する料金です！

http://www.tsuyoi.jp/mv/18.html
http://www.tsuyoi.jp/mv/19.html
http://www.tsuyoi.jp/mv/20.html
http://www.tsuyoi.jp/mv/21.html
http://www.tsuyoi.jp/mv/22.html
http://www.tsuyoi.jp/mv/23.html
http://www.tsuyoi.jp/mv/24.html
http://www.tsuyoi.jp/mv/25.html
http://www.tsuyoi.jp/mv/26.html
http://www.tsuyoi.jp/mv/27.html
http://www.tsuyoi.jp/mv/28.html
http://www.tsuyoi.jp/mv/29.html
http://www.tsuyoi.jp/mv/30.html
http://www.tsuyoi.jp/mv/31.html
http://www.tsuyoi.jp/i/
http://www.tsuyoi.jp/semesuki.html
http://www.tsuyoi.jp/semesuki2.html
http://www.tsuyoi.jp/special/kaikido.html


◎「痴女風」風俗店様基本掲載プラン

「痴女風」トータル 1 日平均 15,000PV

Yahoo 検索で「痴女 風俗」ワード 1 位！

http://www.chijogirl.com/

↓ ↓ ↓

■【店舗最新情報投稿システム】（PC＋携帯サイト連動）

ID とパスワード発行で投稿可能になります。

■INEXページ

女性画像リンク、新着情報掲示板、バナー

http://www.chijogirl.com/

■TOPページ

上部ランダムバナー、サイドバナー、RECOMMENDに掲載

http://www.chijogirl.com/mainpage01.html

■風俗エリアページ

該当エリアに掲載

http://www.chijogirl.com/hokkaidou01.html

http://www.chijogirl.com/tokyo01.html

http://www.chijogirl.com/toukai01.html

http://www.chijogirl.com/chugokushikoku01.html

http://www.chijogirl.com/touhoku01.html

http://www.chijogirl.com/kantou01.html

http://www.chijogirl.com/kansai01.html

http://www.chijogirl.com/kyushu01.html

■痴女風モバイル

http://www.chijogirl.com/i/
※ユーザーから大変評判が良いです！！

上記全てへ掲載して月額 30,000 円でご案内させていただきます。
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ぜひこの機会に有料掲載を御検討下さい。

==============================
つよいおんなのこ＆痴女風事務局

http://www.tsuyoi.jp/

http://www.chijogirl.com/

メールアドレス

office.tsuyoi@gmail.com

ＷＥＢ担当 山本徹

==============================

http://www.tsuyoi.jp/
http://www.chijogirl.com/
mailto:office.tsuyoi@gmail.com

