
ＰＣサイト

ＶＩＰシリーズ広告掲載について
コンシェルジュグループ運営

ＶＩＰデリヘル
ＶＩＰ風俗ナビ
ＶＩＰ人妻ガイド
ＶＩＰ性感エステ
ＶＩＰ-ＳＭ倶楽部
ＶＩＰデリヘル東京
ＶＩＰデリヘル渋谷
ＶＩＰデリヘル六本木
ＶＩＰデリヘル品川
ＶＩＰデリヘル新宿
ＶＩＰデリヘル青山
ＶＩＰガールズセレクション

ＶＩＰデートクラブ
ＶＩＰ東京交際クラブ
ＶＩＰトライアルデートクラブ
ＶＩＰリクルート

携帯サイト

ＶＩＰデリヘル～携帯版
ＶＩＰ風俗ナビ～携帯版
ＶＩＰ人妻ガイド～携帯版
ＶＩＰ性感エステ～携帯版
ＶＩＰ-ＳＭ倶楽部～携帯版
ＶＩＰデリヘル東京～携帯版
ＶＩＰデリヘル渋谷～携帯版
ＶＩＰデリヘル六本木～携帯版
ＶＩＰデリヘル品川～携帯版
ＶＩＰデリヘル新宿～携帯版
ＶＩＰデリヘル青山～携帯版

ＶＩＰデートクラブ～携帯版
ＶＩＰ東京交際クラブ～携帯版
ＶＩＰトライアルデートクラブ～携帯版
ＶＩＰリクルート～携帯版



VIPシリーズとは?
高級風俗に特化した情報サイトで、
「高級デリヘル・高級風俗」などで検索１位に表示される
優良情報サイトです。

数ある風俗系の情報ポータルサイトの中でも
高級風俗に特化した唯一の情報サイトでアクセスの質が高い
サイトになっております。

あらゆるジャンルの情報サイトがありますので、
店舗検索が便利です。



広告の入稿について

代理店様の入稿について

必要なデータ
・届出確認書
・店舗データ

・店名
・URL
・カテゴリ（モデル系など）
・TEL
・営業時間
・営業地区
・基本料金
・女性ページＵＲＬ
・携帯URL
・店舗詳細（100文字程度）
・バナーデータ
・入会金
・指名料
・定休日
・求人（50文字）
・交通費

※掲載は前金制となっております。

掲載期限は月末締めになります。
例）5月1日～5月31日 →4月30日払い

月の途中からの掲載は日割りでの掲載とし、
翌月から月末締めになります。

当社休暇の場合は前もってご請求の連絡を致します。
期日に合わせご入金下さい。
※注意※
ご入金が遅れた場合、連絡がつかない場合は
こちらの判断で掲載を中止させていただくことが
ございますのでご了承下さい。

代理店様の入稿について

（携帯版のみ）

必要なデータとご請求については上記と同様です。

代理店手数料については20％です



VIPデリヘル
高級デリヘルに特化したデリヘル専門情報サイト。
検索キーワード「高級デリヘル」1位です。

VIP風俗ナビ
高級風俗に特化した高級風俗総合情報サイト。
検索キーワード「高級風俗」1位です。

http://www.vip-deri.com/

http://www.vip-navi.com/

VIP人妻ガイド
高級人妻系デリヘルに特化した人妻系デリヘル情報サイト。
検索キーワード「高級人妻」1位です。

http://www.vip-wife.com/

～ 各サイトの特徴 ～



VIP性感エステ
高級性感エステに特化した性感エステ専門情報サイト。
検索キーワード「高級性感エステ」1位です。

VIP-SMクラブ
高級SMクラブに特化した高級SMクラブ専門情報サイト。
検索キーワード「高級SMクラブ」1位です。

http://www.vip-esute.com/

http://www.vip-sm.com/

VIPデリヘル東京 http://www.vip-tokyo23.com/

高級デリヘルに特化したデリヘル専門情報サイト。
中でも東京地区に絞り込んだサイトで姉妹サイトとして
渋谷・六本木・品川・新宿・青山がございます。
検索キーワード「高級デリヘル 東京」1位です。



プランS
認証ページ左部に掲載するVIPシリーズ最大のバナーです。
VIPシリーズの中で一番目立つプランです。

認証ページ右部に掲載するビッグバナーです。
VIPシリーズの中で一番目立つプランであり複数のページに
バナーを掲載することが出来ます。

プランA



ＶＩＰデリヘル
ＶＩＰ風俗ナビ
ＶＩＰ人妻ガイド
ＶＩＰ性感エステ
ＶＩＰ-ＳＭ倶楽部

の広告プランについて（５サイト共通）

月額：60,000円（VIPデリのみ）（25枠限定）
月額：30,000円（VIPナビ他）（25枠限定）
バナーサイズ w468px×h60px
掲載位置：固定

掲載ページ
index.html/c-girls.html/girls.html

店舗詳細
バナーの契約期間中のみサービス掲載

プランS / プランA
月額：100,000円 （3枠限定）
バナーサイズ w330px×h400px
掲載位置：ランダム

掲載ページ
index.html

店舗詳細
バナーの契約期間中のみサービス掲載

プランS

プランA

プランS プランA



プランB
TOPページ右上部に掲載するVIPシリーズビッグバナーです。
TOPページと営業地域のページに大きいバナーが掲載出来ます。

認証ページ以外の情報ページ左部に掲載するバナーです。
数多くのページにバナーを掲載することが可能です。

プランC

カバーガールプラン
女性画像を掲載出来る唯一のプランです。
お勧めの女性を掲載し注目を集めることが可能です。



月額：15,000円 （35枠限定）
バナーサイズ w200px×h40px
掲載位置：固定

掲載ページ
top.html、掲載地区ページ

店舗詳細
バナーの契約期間中のみサービス掲載

プランB / プランC
月額：30,000円 （9枠限定）
バナーサイズ w468px×h60px
掲載位置：固定

掲載ページ
top.html、掲載地区ページ

店舗詳細
バナーの契約期間中のみサービス掲載

プランB

プランC
プランC

プランB

ＶＩＰデリヘル/ＶＩＰ風俗ナビ/ＶＩＰ人妻ガイド/ＶＩＰ性感エステ/ＶＩＰ-ＳＭ倶楽部の広告プランについて



ＶＩＰデリヘル/ＶＩＰ風俗ナビ/ＶＩＰ人妻ガイド/ＶＩＰ性感エステ/ＶＩＰ-ＳＭ倶楽部の広告プランについて

カバーガールプラン

月額：10,000円 （100枠限定）
バナーサイズ w120px×h150px
掲載位置：固定

掲載ページ
top.htmlまたはhome.html
c-girl.htmまたはk-girl.html
（サイトによってはファイル名が違うため）

店舗詳細
バナーの契約期間中のみサービス掲載

※注意※
ボカシ、モザイク処理または激しい露出の
画像は掲載出来ません。
上位掲載されている画像が中止となった場合は
最下部掲載の写真が空いた場所に移動します。
ご了承下さい。

プランC カバーガール



ＶＩＰデリヘル/ＶＩＰ風俗ナビ/ＶＩＰ人妻ガイド/
ＶＩＰ性感エステ/ＶＩＰ-ＳＭ倶楽部の広告プランについて

月額：15,000円 （5枠限定）
バナーサイズ w468px×h60px
掲載位置：固定

掲載ページ
top.htmlまたはhome.html
地区ページ
（サイトによってはファイル名が違うため）

店舗詳細
バナーの契約期間中のみサービス掲載

プランD

プランD
プランBと同一ページの下部にビッグバナーが掲載出来ます。
ビッグバナー料金でコストパフォーマンスの良いプランです。



優良店/店舗詳細

月額：10,000円
掲載位置：固定

掲載ページ
ranking.html

店舗詳細
バナーの契約期間中のみサービス掲載

優良店掲載
店舗情報掲載

優良店

店舗詳細

初期費用：10,000円
掲載位置：固定

掲載ページ
営業地区ページ

優良店・店舗情報プラン
店舗の情報一覧が掲載出来ます。
HP画像でイメージも伝えられ細かい情報もこのプランで
わかるようになっています。



ＶＩＰデートクラブの広告プランについて
プランA

プランA

月額：30,000円（25枠限定）
当社でHPを制作したクラブのみ
バナーサイズ w468px×h60px
掲載位置：固定

掲載ページ
index.html/how-to.html

店舗詳細
バナーの契約期間中のみサービス掲載
top.htmlの詳細とリンクもバナー掲載期間中のみ
サービス掲載

サービス詳細 サービスリンク



ＶＩＰデートクラブの広告プランについて

プランB/プランC

プランC

月額：30,000円（10枠限定）
バナーサイズ w468px×h60px
掲載位置：固定

掲載ページ
top.html

店舗詳細
バナーの契約期間中のみサービス掲載
top.htmlの詳細とリンクもバナー掲載期間中のみ
サービス掲載

プランB

プランB

月額：15,000円
バナーサイズ w200px×h40px
掲載位置：固定

掲載ページ
top.html,他地区ページ

店舗詳細
バナーの契約期間中のみサービス掲載
top.htmlの詳細とリンクもバナー掲載期間中のみ
サービス掲載

プランC



ＶＩＰデートクラブの広告プランについて

プランD

月額：15,000円（5枠限定）
バナーサイズ w468px×h60px
掲載位置：固定

掲載ページ
top.html、掲載地区ページ、優良店ページ

店舗詳細
バナーの契約期間中のみサービス掲載
top.htmlの詳細とリンクもバナー掲載期間中のみ
サービス掲載

プランD



ＶＩＰリクルートの広告プランについて
プランA/プランB/プランC

月額：30,000円
バナーサイズ w468px×h60px
掲載位置：固定
掲載ページ index.html

プランA

プランA

月額：20,000円
バナーサイズ w200px×h40px
掲載位置：固定

掲載ページ top.html、他ページ

プランB

月額：15,000円
バナーサイズ w200px×h40px
掲載位置：固定

掲載ページ top.html、他ページ

プランC

プランB

プランC



ＶＩＰリクルートの広告プランについて
店舗詳細

月額：5,000円
掲載位置：固定
掲載ページ 各運営地区ページ

画像にて掲載致します。

・住所
・TEL
・入会資格
・男性入会金
・店舗からの一言

を書くことが可能です。

※掲載には画像を作成するためお時間を頂く
事がございますのでご了承下さい。

店舗詳細バナー

店舗詳細

店舗詳細



ＶＩＰデリヘル東京の広告プランについて

ビッグバナープラチナバナー

プラチナバナー/ビッグバナー

月額：60,000円（限定2枠）
バナーサイズ w300px×h370px
掲載位置：ランダム
掲載ページ index.html

プラチナバナー

ビッグバナー
月額：30,000円（25枠限定）
バナーサイズ w468px×h60px
掲載位置：固定

掲載ページ

店舗詳細
バナーの契約期間中のみ該当地区に
サービス掲載



ＶＩＰデリヘル渋谷・六本木・品川・新宿・青山の広告プランについて

ベストコンパニオン

スタンダードバナー

メガ、スタンダードバナー
ベストコンパニオン

月額：40,000円（限定8枠）
バナーサイズ w600px×h80px
掲載位置：固定
掲載ページ top.html、他2ページ

メガバナー

メガバナー

月額：15,000円
バナーサイズ w150px×h100px
掲載位置：固定
掲載ページ top.html、他カテゴリページ

スタンダードバナー

月額：20,000円
女性画像サイズ w200px×h270px
バナーサイズ w200px×h40px
掲載位置：固定
掲載ページ top.html

ベストコンパニオン



ＶＩＰデリヘル渋谷・六本木・品川・新宿・青山の広告プランについて

優良店・店舗詳細

優良店掲載・店舗詳細
月額：10,000円
女性画像5つ付ける場合
追加で初期費用5,000円

掲載位置：固定
掲載ページ recom.html

優良店掲載

初期費用：10,000円
女性画像5つ付ける場合
追加で初期費用5,000円

掲載位置：固定
掲載ページ 各ジャンルページ

店舗詳細


