
人妻熟女風俗情報

http://www.ure-sen.com/

人妻・熟女風俗情報といえば「うれせん」。
「うれせん」は、2003 年にオープンした、人妻・熟女風俗情報に特化した情報ポータルサイトです。
うれせんでは、実際にご利用頂く「ユーザー様」のご要望や、ニーズをアクセス解析の推移、アンケート、ご要望・ご意見メール等からサイトに
反映し、2015 年 7月にリニューアルオープン。より良いサイト作りを心がけ、「安心して利用できるサイト」であり続ける事を心がけています。

また、うれせんでは、日夜ご掲載店舗様ご発展の為、より効果的な宣伝方法、より魅力的なコンテンツを考察し、実際にサイトへと反映させて頂いております。
人妻・熟女・若妻・OL系風俗店様に、より最適な宣伝効果をお求めでしたら、是非、うれせんにお任せ下さいませ。

お問い合わせ
有限会社シーティーエス

TEL：03-5925-6279　FAX：03-5925-6278　mail：info@ure-sen.com

営業担当までお気軽にご連絡ください。
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人妻・熟女風俗情報

風俗と一口に言っても、様々なジャンルが存在しています。
そんな数ある風俗ジャンルの中、「うれせん」は、

「人妻・熟女・若妻・お姉さん」といったキーワードに特化した
人妻・熟女風俗ファンのための風俗情報ポータルサイトとして
誕生いたしました。

人妻・熟女キーワードに特化したことにより、はじめて人妻・
熟女風俗をご利用されるライトユーザー様から風俗利用回数の多い
ヘビーユーザー様まで、幅広い人妻・熟女風俗ファンの皆様に
ご活用頂いております。

そのため、人妻・熟女・若妻・お姉さん系の店舗を運営される
皆様にとって、最適な宣伝環境であると考えます。

また、うれせんではユーザー様のみならず、お店様のご要望や
ご意見にも深く耳を傾け、新コンテンツ企画や、機能向上に
力を入れております。

うれせんについて

人妻・熟女風俗ファンのための風俗情報ポータルサイト。「うれせん」

uresen 9:43 PM

検索結果

第1位
RANKING

人妻  風俗 第1位
RANKING

熟女  風俗 第1位
RANKING

若妻　お姉さん

うれせんでは、SEO にも力を入れており、人妻熟女風俗
関連のキーワードでは上位表示されております。

その他 『人妻 情報』『熟女 情報』『関東 人妻』など様々なキーワードにて上位表示されています。

PC・スマホ・モバイル全キャリア対応！
うれせんでは、全てのコンテンツにおいて、PC・スマホ・モバ
ルの全キャリアで最適化されたページをご提供いたしております。

一部表示方法、使用方法が異なるコンテンツもございます。
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人妻・熟女風俗情報うれせん基本掲載料金と掲載箇所

お店発信コンテンツの詳細は次ページにて！→

うれせん基本掲載は関東版へのご掲載となります。千葉・埼玉・神奈川エリアのお店様につきましては、関東版へご掲載頂きますと、
自動的にうれせん地域版の該当エリアにも掲載されます。
また、関東版には掲載せずに、地域版のみ掲載する『地域版基本掲載』もご用意しております。

関東版
基本掲載料金

￥45,000(税別 )/月

地域版
基本掲載料金

￥20,000(税別 )/月

※地域版のみの掲載となります。関東版には掲載されません。

※

基本掲載すると、どこに表示されるの？
うれせんへ基本掲載されると、初期の状態では下記の　  ~ 　 の箇所 (※) へ掲載されます。
その後、お店様専用管理画面をご活用頂くことにより各種『お店発信コンテンツ』
へ掲載されます。また、お店発信コンテンツの更新頻度により、　   　 のコンテンツでの
表示順位が決定されます。
多くお店発信コンテンツをご利用頂くと、より上位表示される可能性が大きくなり、
さらにユーザー様の目につきやすくなりますので、オススメです !

（※） 　　に関しましては、PC版のみとなります。

1 3

1 2

1

熟ショップエリア
TOP ページ 熟ショップマップ下1

1

地域別検索
地域別検索ページの該当エリア2

2

お店詳細ページ
情報盛り沢山！のお店専用ページ3

3

04



人妻・熟女風俗情報お店発信コンテンツ

お店発信コンテンツとは、その名の通り、うれせん上のコンテンツをお店さんが自由に更新出来るリアルタイムコンテンツの事です。
イベント情報や、緊急出勤等、状況に応じた「今配信したい情報」をうれせんへ表示する事が出来ます。
お店から直接配信する事で、より正確に、よりスピーディーに、ユーザー様へ宣伝する事が可能です！
もちろん一度の更新で、PC版、モバイル版、スマートフォン版全てに掲載されます !!

コアな人妻熟女風俗ファンのニーズに合わせたお店発信リアルタイムコンテンツ。

リアルお店最新情報
店舗様の最新情報を登録する事が出来ます。お店の最新情報をイチ早くユーザー様へ
お届け！ 1 日 15 回更新可能なので、急なイベントにも対応可能です。
最大 3 枚まで、記事に画像を添付する事が可能です。

15 回更新 / 日

一週間先までの出勤情報を入力する事が出来る、うれせん上での女性出勤表です。
急な出勤、お休みにも簡単操作で更新が可能です！ご登録頂いた出勤情報は、エリアや、
ユーザーの好み、ニーズに合わせた絞り込み検索をする事が可能です。

更新制限なしリアル出勤情報予約投稿機能あり 更新予約機能あり

在籍女性
お店掲載中の女性を、うれせんにも「在籍女性」として、登録することが出来ます。
 こちらのデータは、自動的に『人妻検索』に登録され、ユーザー様が好みの女性に
ピンポイントで辿り着けるようになっています。

更新制限なし

お店の割引情報をうれせんへ掲載する事ができます！「うれせん見た！」を合言葉に
「通常割引」「時間帯割引」「スペシャル割引」の 3 種類の割引をご登録頂けます！
割引情報はいつでも何度でも変更が可能です。

更新制限なしうれせん割引 予約投稿機能あり

リアル新人入店情報
入店から 1 ヶ月以内の女性を『新人女性』として掲載する事が出来るコンテンツです。
基本的にうれせんスタッフが随時巡回を行い、『新人女性』として登録を行います。
スタッフによる巡回が待てない場合は、平日 ( 月～土 ) は 1 日 1 名、日･祝日は
1 日 2 名まで新人として申請する事が出来ます。

お店の紹介動画、女性の紹介動画、体験動画や、イベント動画をいつでも好きな
タイミングで、うれせん上へアップ出来るコンテンツです。
様々な動画フォーマット（ファイル形式）に対応していますので、撮影後すぐにアップ
ロードする事が出来ます。エロエロな動画でお店をアピールしちゃいましょう！

3 回更新 / 日うれせん動画 予約投稿機能あり月～土 1 名 / 日   日・祝日 2 名 / 日

お店発信コンテンツを沢山更新しよう！
TOPページの熟ショップリストや、地域別検索結果表示の並び順は、お店発信コンテンツの更新頻度を元に決定しています。お店発信コンテンツ
を沢山更新すると、上位表示のチャンスが増え、クリックされやすくなります！逆に更新を全く行わない場合は、上位に表示される事は無く、
アクセス的にも低くなってしまいます。毎日更新して、うれせんユーザーにアピールしちゃいましょう！

▼うれせんをより効果的にご利用頂くポイント
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人妻・熟女風俗情報リアルお店最新情報

お店イベント情報

お店イベント情報の一覧表示
エリアです。
タイトルをクリックする事で、
詳細ページへ移動します。

一覧ページ

店舗様の最新情報を登録する事が出来ます。お店の最新情報をイチ早くユーザー様へお届け！ 1 日 15 回更新可能なので、急なイベントにも対応可能です。最大 3 枚まで、記事に
画像を添付する事が可能です。また管理画面内の『熟ショップ上位表示ボタン』を押すことで、記事を更新せずに熟ショップ、地域別検索の上位表示対象とする事もできます。

15 回更新 / 日 予約投稿機能あり

店舗情報エリア

お店の電話番号や、
お店発信コンテンツの更新履歴、
お店HPへのリンクなどを
集めたエリアです。

専用画像エリア

１記事につき、最大３枚までの
画像を掲載する事が出来ます。
PC版ではクリックすると
大きな画像が開きます。

最新情報本文エリア

ユーザー様に告知したい最新
情報、イベント情報、入店情報
や、おすすめ女性など、目的に
合わせて、自由にご利用頂け
ます。

絞り込みエリア

ユーザーの好みに合わせ、
エリア、業種、フリーワードで
絞り込み検索を行うことが
できます。

詳細ページ

→
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人妻・熟女風俗情報リアル出勤情報

出勤女性情報

出勤女性の情報と、出勤時間
の一覧表示です。名前、又は
女性写真をクリックすることで
詳細ページに移動します。

一覧ページ

一週間先までの出勤情報を入力する事が出来る、うれせん上での女性出勤表です。急な出勤、お休みにも簡単操作で更新が可能です！ご登録頂いた出勤情報は、エリアや、
ユーザーの好み、ニーズに合わせた絞り込み検索をする事が可能です。

更新制限なし 一週間分入力OK

女性情報エリア

女性の詳細情報が記載された
エリアです。1人の女性につき
最大 5枚までの画像を登録する
ことができます。フェチアイコ
ンは２つまで選択可能です。

絞り込みエリア

ユーザーの好みに合わせ、
エリア、業種、顔出し、
女性タイプ、フェチ、
フリーワードで絞り込み検索
を行うことができます。

詳細ページ

→

出勤日選択エリア

うれせんに登録された全出勤
情報を対象に、確認したい日を
選択することができます。

お店在籍女性エリア

このお店に在籍登録された女性
一覧です。『もっと見る』ボタン
を押すと、全在籍登録女性の
一覧へ移動します。

店舗情報エリア

お店の電話番号や、
お店発信コンテンツの更新履歴、
お店HPへのリンクなどを
集めたエリアです。

取材コンテンツエリア

このお店の取材コンテンツ一覧
です。画像をクリックする事で
該当の取材コンテンツページへ
移動します。
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人妻・熟女風俗情報うれせん割引

割引情報
割引情報の一覧ページです。
お店情報の他に、割引の種類、
タイトルが表示されます。
割引タイトル又は、『詳細はこち
ら』ボタンをクリックで、詳細
ページに移動します。

一覧ページ
料金表から割引を行う『コース割引設定』を行うことで、
割引率が『％OFF』で表示される専用アイコンが追加されます。

お店の割引情報をうれせんへ掲載する事ができます！「うれせん見た！」を合言葉に「通常割引」「時間帯割引」「スペシャル割引」の3種類の割引をご登録頂けます。
割引情報はいつでも何度でも変更が可能です。

絞り込みエリア

ユーザーの好みに合わせ、
エリア、業種、割引の種類、
時間帯、フリーワードで
絞り込み検索を行うことが
できます。

詳細ページ

→

店舗情報エリア

お店の電話番号や、
お店発信コンテンツの更新履歴、
お店 HP へのリンクなどを
集めたエリアです。

スペシャル割引

割引金額が 5,000 円以上の
場合に登録出来る特別な割引
です。最大で１件まで登録する
ことが出来ます。

更新制限なし 予約投稿機能あり

時間帯割引

『○時～○時限定』のように、
時間帯を指定した割引や、
掲載期間を限定した割引です。
最大で３件まで登録することが
出来ます。

通常割引

コース料金割引などの設定なし
でも登録できる割引です。
[ 例 ] 入会金、指名料無料！など
最大で１件まで登録することが
出来ます。
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人妻・熟女風俗情報うれせん動画

TOP ページ 管理画面内うれせん動画編集画面にて、『新着扱いして保存』
を押すと、同じ動画を『新着動画』として掲載できます。

3g2 ( モバイル動画 )
3gp ( モバイル動画 )
3gpp ( モバイル動画 )
amc ( モバイル動画 )
asf ( ウィンドウズメディア動画 )
avi (AVI 形式の動画 )
flv ( フラッシュ動画 )

m4v (MPEG-4 形式の動画 )
mkv (.MKV ファイル )
mov (QuickTime ムービー )
mp4 (MPEG-4 形式の動画 )
mpe (MPEG 動画 )
mpeg (MPEG 動画 )
mpeg4 (MPEG-4 形式の動画 )

mpg (MPEG 動画 )
nsv (Nullsoft 形式の動画 )
ogm (Ogg 形式の動画 )
qt (QuickTime)
vob (DVD 動画 )
wmv (WMV 形式の動画 )

うれせん動画 対応ファイルフォーマット

お店の紹介動画、女性の紹介動画、体験動画や、イベント動画をいつでも好きなタイミングで、うれせん上へアップ出来るコンテンツです。
様々な動画フォーマット（ファイル形式）に対応していますので、撮影後すぐにアップロードする事が出来ます。エロエロな動画でお店をアピールしちゃいましょう！

絞り込みエリア
ユーザーの好みに合わせ、
エリア、動画カテゴリ、
フリーワードで絞り込み検索
を行うことができます。
右下のバナーをクリックで
動画ランキングへ移動します。

詳細ページ

3 回更新 / 日 予約投稿機能あり

最新動画
最新投稿動画が表示されます。
再生ボタンを押すことで、
うれせん動画 TOP ページ上で
再生されます。

人気動画エリア
うれせん動画で、人気のある

（再生数の高い）動画が表示
されます。
タイトルをクリックする事で
詳細ページに移動します。

新着動画エリア
うれせん動画に投稿された動画
が新着順に表示される一覧です。
タイトル又はサムネイルクリック
で詳細ページに移動します。

スタッフおすすめ動画
うれせんスタッフのおすすめ
動画が、ランダムで表示される
エリアです。
タイトル又は、サムネイルを
クリックで、詳細ページに
移動します。

タグ検索エリア
うれせん動画にタグ一覧です。
タグクリックで、そのタグが
登録された動画一覧ページへ
移動します。

店舗タグ検索
うれせん動画に投稿をしている
お店名タグの一覧です。
タグをクリックすることで、
そのお店のうれせん動画一覧
ページへ移動します。

動画再生エリア
この詳細ページのメイン動画
エリアです。再生ボタンを
クリックすると再生します。
下部には、エロっす！ボタンや
店舗情報、登録タグ情報、
動画カテゴリアイコンなどが
表示されます。

新着動画
このお店の新着動画のリスト
が表示されます。
下部の『もっと見る』ボタン
をクリックで、このお店の
投稿動画一覧ページに移動
します。

在籍女性一覧
このお店の在籍女性一覧です。
画像又は、女性名をクリックで
女性詳細ページへ移動します。
下部の『もっと見る』ボタンを
クリックで、このお店の在籍
女性一覧ページへ移動します。
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人妻・熟女風俗情報リアル新人入店情報

新人女性情報
新人女性の情報と、お店情報
の一覧表示です。名前、又は
女性写真をクリックすることで
詳細ページに移動します。店名
お店画像クリックでお店HPへ。

一覧ページ
うれせんスタッフによる巡回登録を無効にする事も可能ですが、
その場合、在籍登録の他に別途『新人申請』が必要となります。

入店から 1 ヶ月以内の女性を『新人女性』として掲載する事が出来るコンテンツです。基本的にうれせんスタッフが随時巡回を行い、『新人女性』として登録を行います。
スタッフによる巡回が待てない場合は、平日 ( 月～土 ) は 1 日 1 名、日･祝日は 1 日 2 名まで新人として申請する事が出来ます。

月～土 1 名 / 日   日・祝日 2 名 / 日

女性情報エリア

女性の詳細情報が記載された
エリアです。1人の女性につき
最大 5枚までの画像を登録する
ことができます。フェチアイコ
ンは２つまで選択可能です。

絞り込みエリア

ユーザーの好みに合わせ、
エリア、業種、顔出し、
女性タイプ、フェチ、
フリーワードで絞り込み検索
を行うことができます。

詳細ページ

→

お店在籍女性エリア

このお店に在籍登録された女性
一覧です。『もっと見る』ボタン
を押すと、全在籍登録女性の
一覧へ移動します。

店舗情報エリア

お店の電話番号や、
お店発信コンテンツの更新履歴、
お店HPへのリンクなどを
集めたエリアです。

取材コンテンツエリア

このお店の取材コンテンツ一覧
です。画像をクリックする事で
該当の取材コンテンツページへ
移動します。
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人妻・熟女風俗情報地域別検索

一覧ページ

マップ検索をメインにお店を探せるコンテンツです。その他、業種、価格帯、フリーワードで絞り込み検索も可能です。シンプルな作りで、お店を探しているユーザーの好みで、
簡単にお店を探すことが出来ます。うれせんコンテンツ内で、1，2を争うアクセス数の人気コンテンツです。

うれせん割引エリア
うれせん割引が登録されている
お店は、このエリアに情報が
表示されます。タイトル又は、
割引情報はこちらボタンクリッ
クで、割引詳細ページに移動
します。絞り込みエリア

ユーザーの好みに合わせ、
MAP検索、エリア、業種、
価格帯フリーワードで
絞り込み検索を行うことが
できます。

詳細ページ

地域別検索結果一覧
上部の絞り込みエリアで検索
を行った結果が一覧として表示
されます。表示順は、お店発信
コンテンツの更新頻度によって
上下します。
画像又は、店名をクリックで
お店HPへ移動します。

コンテンツ情報エリア

うれせん上に掲載されている
お店発信コンテンツ、取材コン
テンツなどを一覧表示するエリ
アです。タブの切替で、コンテ
ンツの切替を行います。

店舗情報エリア

お店の電話番号や、
お店発信コンテンツの更新履歴、
お店HPへのリンク、新規レポ
ート作成へのリンクなどを集め
たエリアです。

料金表エリア

お店管理画面内の料金表を登録
しているお店は、このエリアに
料金表が表示されます。

お店発信コンテンツ更新状況
「店」「新」「出」のアイコン横にある日付をクリック
で、お店詳細ページへ移動。

お店詳細ページへ

検索を行っていない状態でのデフォルトの並び順は、全エリア
対象でのお店発信コンテンツ更新頻度を元に決定されています。
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人妻・熟女風俗情報人妻検索

人妻検索結果一覧
上部の絞り込みエリアで検索
を行った結果が一覧として表示
されます。名前、又は
女性写真をクリックすることで
詳細ページに移動します。店名
お店画像クリックでお店HPへ。

一覧ページ
女性データは細かく登録すればするほど、検索にかかりやすく
なります。女性の魅力を最大限に告知しましょう。

うれせんに登録された全在籍女性を対象に、エリア別、業種別検索はもちろん、バスト、年齢、身長、フェチ、予算、新人、出勤中、顔出しあり /なし等の細かい絞り込み項目に
よって、ユーザーの好みの女性をピンポイントで検索することができます。

女性情報エリア

女性の詳細情報が記載された
エリアです。1人の女性につき
最大 5枚までの画像を登録する
ことができます。フェチアイコ
ンは２つまで選択可能です。

絞り込みエリア

ユーザーの好みに合わせ、
エリア、業種、顔出し、
女性タイプ、フェチ、
フリーワードで絞り込み検索
を行うことができます。

詳細ページ

→

お店在籍女性エリア

このお店に在籍登録された女性
一覧です。『もっと見る』ボタン
を押すと、全在籍登録女性の
一覧へ移動します。

店舗情報エリア

お店の電話番号や、
お店発信コンテンツの更新履歴、
お店HPへのリンクなどを
集めたエリアです。

取材コンテンツエリア

このお店の取材コンテンツ一覧
です。画像をクリックする事で
該当の取材コンテンツページへ
移動します。
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人妻・熟女風俗情報取材コンテンツ

うれせん基本掲載をご成約頂いたお店様を対象に、取材をさせて頂いております。掲載された取材コンテンツは、お店様からのご要望
が無い限り、掲載開始日から最大で 13ヶ月間うれせんへ掲載させて頂きます。取材ご希望の際は、担当営業へご相談下さいませ。

お店体験記
お店イチオシ女性とうれせんユーザーの男優のプレイを静止画でお届け！
静止画ならではの至高の一枚がユーザーの股間を揺さぶる！

静止画 / 最大 25 枚

綺麗なお写真で、在籍女性を激写！下着までの露出で OK ですので、体験プレイ取材
NG の女性でも気軽に受けて頂ける取材です。根強い支持のある人気コンテンツ。

グラビア毎週月曜日更新 毎週火曜日更新静止画 / 最大 20 枚

高画質体験ムービー
クオリティの高い画質で、体験プレイをたっぷりとお届け致します。女性の魅力や、
お店のコンセプト、利用方法などを『ヌキに行きたくなる動画』でご紹介！

動画 / 10 ～ 12 分

人妻熟女風俗の伝道師「うれ丸」君が、色んなお店に突撃取材を行い、お店の特徴や
イチオシの女性にインタビュー！わかりやすく解説する漫画コンテンツです。

お店突撃漫画毎週水曜日更新 第 2、4 木曜日更新漫画 /4 ページ

三県の妻たち
うれせん埼玉版、千葉版、神奈川版で取材させて頂いた「人妻ムービー」コンテンツの
中から、ランダムで関東版にも掲載させて頂くコンテンツです。

動画 / 3 分～ 5 分

体験動画以外の様々な企画動画をお届け！「オナニームービー」や、「即尺ムービー」
など、人妻･熟女ならではのいやらしい企画でユーザー様の股間を直撃します！

人妻ムービー 毎週金曜日更新動画 /3 ～ 5 分第 2、4 木曜日・毎週土曜日更新
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人妻・熟女風俗情報うれせんランキング

左サイド (TOP)

毎週月曜日スタート！毎朝更新！の毎日変動するうれせんランキングです。お店ランキング、女性ランキング、うれせん動画ランキング、投稿者ランキングの全4種です。
投稿者ランキング以外は右メニューから、ランキングの条件を選択する事が出来ます。今うれせんで人気のお店、女性、動画、投稿者をいち早くチェックできるコンテンツです。

左サイド
ランキングエリア

全ページにて、女性ランキング
お店ランキングの一部を掲載
するエリアです。
TOPページとその他ページと
の表示は異なります。

「もっと見る」ボタンを押す事
で、ランキング詳細ページへ
移動します。

詳細ページ
ランキングは各項目ともに、クリック数や、お店 HPからの
うれせんへのアクセス数などを元に算出しています。

絞り込みエリア
エリアや業種別でのランキング
の絞り込みを行うエリアです。
リンクをクリックする事で、
ランキング内容が切替わります。
ランキングの種類によって、
項目は異なります

ランキング表示エリア

上部項目タブで選択された
ランキングが表示される
エリアです。
ランキングの種類によって、
表示項目は異なります。

ランキング項目タブ
全 4種類のランキングの項目
をタブで選択する事ができる
エリアです。
項目を選択する事で、下部の
表示が切り替わります。

投稿者ランキング
○投稿者ランキングは、ユーザー対象のランキングになります、投稿し

　たエロ妻レポート数と、その記事に『エロっす』された数の合計ラン

　キングです。

動画ランキング
○「うれせん動画」にアップして頂いた動画の再生数とその動画に

　『エロっす』された数の合計ランキングです。

○総合、地域別、業種別のランキングがあります。

女性ランキング
○女性詳細ページの表示回数等を合計した結果のランキングです。

○総合、地域別、業種別、年代別、タイプ別のランキングがあります。

お店ランキング
○うれせんからお店へのアクセス、お店 HPからうれせんへのアクセ

　ス、バナークリック数等を総合計した結果のランキングです。

○総合、地域別、業種別のランキングがあります。
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人妻・熟女風俗情報エロ妻レポート

レポート一覧

エロ妻レポートの一覧表示
エリアです。
タイトルをクリックする事で、
詳細ページへ移動します。

一覧ページ

うれせんマイページ会員に登録されたユーザーによる『良妻・エロ妻情報共有口コミコンテンツ』です。女性を5項目各5点満点で、お店を2項目各5店満点で、実際に利用した
ユーザーが採点を行います。全レポートをうれせんスタッフがチェックを行い、誹謗・中傷レポートなどの掲載は行いません。良い女性情報のみを掲載する口コミコンテンツです。

ユーザー投稿

レポート詳細エリア

タイトル、利用日情報、コース
詳細、レポート本文の表示エリ
アです。レポートの最低文字数
は 600文字です。

絞り込みエリア

ユーザーの好みに合わせ、
エリア、業種、フリーワードで
絞り込み検索を行うことが
できます。

詳細ページ

→

エロ妻レポートを投稿→採用されると、ユーザーには集めると
無料券等と交換ができるうれせんポイントが付与されます。

店舗評価エリア
5 項目各 5点満点のお店評価
エリアです。その他お店情報を
集めたエリアです。
割引情報、取材コンテンツの
登録がある場合は、下部に一覧
が表示されます。

女性評価エリア

5 項目各 5点満点の評価エリア
です。総合点が上部に大きく
表示されます。
女性名、画像クリックで女性詳
細ページへ移動します。

ユーザー情報エリア
投稿ユーザー名、アイコン、
投稿エロ妻レポート数、獲得
エロっす数が表示されます。
ユーザー名クリックで、投稿
したレポートの一覧に移動しま
す。

ユーザー操作エリア

エロっす！（いいね！的なもの）
ボタンを押したり、レポートを
書いたユーザーをお気に入りと
して登録できるエリアです。
エロっすの取り消しも可能です。
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人妻・熟女風俗情報女性日記

TOPページ

新着女性日記エリア

TOP ページに新着順でお店在
籍女性の日記が掲載。
日記が UPされるごとに最新の
ものになります。

一覧ページ

→

新コンテンツとして2016年 12月よりうれせん掲載店に在籍する奥様達の写メ日記を掲載スタート。女性が直接更新することにより、急な出勤、お休みや告知、またリアルな状況
などを掲載すれば、最新のニュースとしても活用ができ、TOPページに登録女性達の最新日記が掲載・更新されていくのでユーザーからの注目度が更にUPできます。

更新制限なし

絞り込みエリア

ユーザーの好みに合わせ、
エリア、業種、体型、フェチ、
フリーワードで絞り込み検索を
行うことができます。

詳細ページ
お店の在籍女性が日記を投稿→
リアルタイムで新着順に TOPに表示

投稿日記過去一覧エリア
女性の投稿日記の過去一覧が
こちらからご覧になれます。

女性日記表示エリア

写メも掲載できるので、注目度
がより UP。

店舗情報エリア

お店の電話番号や、
お店発信コンテンツの更新履歴、
お店HPへのリンクなどを
集めたエリアです。

→

女性情報エリア

女性日記一覧エリア

お店在籍女性の日記一覧表示
エリアです。
デフォルトは新着順で表示。
タイトルをクリックする事で、
詳細ページへ移動します。

女性の詳細情報が記載された
エリアです。フェチアイコ
ンは２つまで選択可能です。→

女性情報ページ

→

投稿日記一覧エリア

女性の詳細情報ページに投稿
された日記がある場合は表示
されます。
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人妻・熟女風俗情報マイページ会員機能

うれせんユーザーは、便利でお得なコンテンツを使用出来る『うれせん会員』に登録することができます。マイページ会員には1人につき専用の『マイページ』が発行されます。
うれせん上の様々なコンテンツの中から『欲しい情報』を専用ページに集める事ができます。マイページ会員だけが利用できる、お得なサービスを展開していきます。

ユーザー機能

お気に入り情報エリア

マイページ会員がお気に入りに
登録した、女性、お店、うれせ
ん動画、取材コンテンツ、エロ
妻レポートなどを元に最新の情
報を一覧にて表示します。
お気に入り店や、女性を追加す
るすると、この一覧に自動的に
反映されます。
お気に入りを外すと情報も自動
的に削除されます。

マイページ

※上記マイページ会員機能の詳細については 2016 年 3月 1日時点のものです。

マイページおすすめ人妻

マイページ会員におすすめの
女性を、全店のお店在籍女性
から、ランダムで表示します。

ユーザー情報エリア
マイページ会員のユーザー情報
を確認する事が出来ます。
現在の称号や、獲得ポイント、
エロっす、投稿レポート数など

左メニューエリア
マイページの各コンテンツへ
のメニューエリアです。
マイページの使い方や、設定
もこちらのメニューから専用
ページに移動する事が出来ます。

マイページができること
専用ページに欲しい情報を収集できる！
お気に入り店、女性、取材コンテンツ、うれせん動画、エロ妻レポート記事、
お気に入りユーザなどを専用マイページに収集する事ができます。
マイページを見れば、欲しい情報がすぐ手に入る！
各コンテンツに表示されている『♥マーク *』をクリックする事で簡単、気軽にお気に
入り登録する事が出来ます。

●エロ妻レポート投稿機能が利用できる！
お店を利用した会員はエロ妻レポートを投稿することが出来ます。
エロ妻レポートが採用されると、後述するうれせんポイントを獲得できます。

●うれせんポイントシステムが利用できる！
うれせんポイントは、『毎日ガチャ』『エロっすボタン』『エロ妻レポート採用』で
獲得出来るポイントです。貯まったポイントは『特別無料券 /半額券』と交換が
可能なとってもお得なポイントです。

●マイページ会員称号
マイページ会員には 4段階の称号がつけられます。エロ妻レポートの採用数や
アップした記事の『獲得エロっす数』などにより、称号が変動します。
称号がレベルアップすることで、エロ妻レポートが採用された際に付与される
ポイント数が上昇し、より効率的にうれせんポイントを獲得する事ができます。

●他のユーザーとの繋がりで様々な情報を共有！
自分のプロフィール、好みを設定する事で、趣味のあうユーザーとエロ妻レポートを
通じて情報共有する事ができます。

* モバイル版は『お気に入りに追加する』リンクをクリックします。
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人妻・熟女風俗情報スマートフォン版のご紹介

うれせんは、スマートフォンユーザーの方の為に最適化した『うれせんスマホ版』をご用意いたしております。うれせんPC版の全コンテンツを、スマートフォンでもお楽しみ頂く
ことが出来ます。いつでもどこでも高品質な画像、動画、情報を閲覧可能！エリア、女性、値段、割引、あなたの好みで簡単にお店が探せる検索機能も充実しています！

うれせんの全てをスマホ版に凝縮。

高品質の動画をたっぷりどうぞ！ 取材コンテンツも完全網羅！

お得な割引情報も最速GET！見やすい一覧ページ

お店発信コンテンツを更新いただきますと、PC版、スマホ版、モバイル版
へ、自動的に掲載されます。

スマホ版認証ページ

マイページログイン
ログイン前にタップすると、ログ
インページに移動します。
ログイン後にタップすると、マイ
ページメニューが開きます！

メニューエリア
うれせんスマホ版のメニューです。
各コンテンツへ移動できます。

地域別検索エリア
エリア、業種、フリーワードで
簡単にお店が探せます！

オススメ人妻
うれせんオススメの女性をご紹介！

TOP ページコンテンツ
うれせんからのお得なキャンペーン
情報や取材コンテンツ更新情報、
うれせん割引情報など盛り沢山！
各コンテンツ一覧ページへも即
アクセス！

TOP ページ
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人妻・熟女風俗情報モバイル版のご紹介

うれせんは、フィーチャーフォン（ガラケー）ユーザーの方の為に最適化した『うれせんスマホ版』をご用意いたしております。うれせんPC版のンテンツを、ガラケーでもお楽し
み頂くことが出来ます。いつでもどこでも女性画像、動画、情報を閲覧可能！エリア、女性、値段、割引、あなたの好みで簡単にお店が探せる検索機能も充実しています！

ガラケーでも情報を詳細確認できる！

取材コンテンツも完全網羅！高品質の動画をたっぷりどうぞ！

お得な割引情報も最速GET！見やすい一覧ページ

お店発信コンテンツを更新いただきますと、PC版、スマホ版、モバイル版
へ、自動的に掲載されます。

TOP ページモバイル版認証ページ

オススメ人妻
うれせんオススメの女性をご紹介！

ログイン前に押しますと、ログ
インページに移動します。
ログイン後に押しますと、マイ
ページメニューが開きます！

マイページログイン

地域別検索エリア
エリア、業種、フリーワードで
簡単にお店が探せます！

TOP ページコンテンツ
うれせんからのお得なキャンペーン
情報や取材コンテンツ更新情報、
うれせん割引情報など盛り沢山！
各コンテンツ一覧ページへも即
アクセス！
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人妻・熟女風俗情報バナー料金（PC 版）①

全ての広告バナー掲載には、うれせん基本掲載料に加え、別途バナー掲載料が必要となります。

認証オススメバナー

・限定 2 枠固定表示
・横幅 160px × 縦幅 60px( 容量 20KB 以内）
・アニメーション gif 不可

1 ￥54,000 
（税別） / 1ヶ月毎

1

2

3

￥54,000 
（税別） / 1ヶ月毎

関 東 版 地 域 版

認証オススメバナー

・横幅 160px × 縦幅 60px( 容量 30KB 以内）
・アニメーション gif 可

￥00,000 
（税別） / 1ヶ月毎

2

￥00,000 
（税別） / 1ヶ月毎

関 東 版 地 域 版

認証オススメバナー

・横幅 88px × 縦幅 31px( 容量 15KB 以内）
・アニメーション gif 可

￥00,000 
（税別） / 1ヶ月毎

3

￥00,000 
（税別） / 1ヶ月毎

関 東 版 地 域 版

・限定 1 枠固定表示（関東版 / 地域版ごとに）
・横幅 160px × 縦幅 60px( 容量 20KB 以内）
・アニメーション gif 不可

￥150,000 
（税別） / 1ヶ月毎

￥120,000 
（税別） / 1ヶ月毎

関 東 版 地 域 版

ナビゲーションバナー
1

1

・横幅 140px × 縦幅 40px( 容量 15KB 以内）
・アニメーション gif 可能

￥120,000 
（税別） / 1ヶ月毎

￥40,000 
（税別） / 1ヶ月毎

関 東 版 地 域 版

左バナー

2

2

全ページ
常時
表示

全ページ
表示

・4 枠限定（関東版）/2 枠限定（地域版）
・横幅 160px × 縦幅 120px( 容量 50KB 以内）
・アニメーション gif 可能
・38 文字程度のテキスト表示可能

￥120,000 
（税別） / 1ヶ月毎

￥80,000 
（税別） / 1ヶ月毎

関 東 版 地 域

イチオシ！ショップバナー

3

3

版

認証ページ TOPページ
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人妻・熟女風俗情報バナー料金（PC 版）②

全ての広告バナー掲載には、うれせん基本掲載料に加え、
別途バナー掲載料が必要となります。
バナーの空き状況などにつきましては、担当営業にお気軽に
ご相談ください。
・バナーの仕様、枠数は事前に告知なく変更になる場合がございます。
・制限容量、画像サイズを超えているバナーにつきましては、掲載することができません。
・バナー内に著作権侵害に当たる表記、画像の使用が認められる場合、掲載を中止する場合が
　あります。
・うれせんではユーザー様がより使いやすくご利用頂くため、画像の容量を抑えるプログラム
　を導入している為、ご提供頂いたバナーの画質が若干落ちる場合があります。

以上、予めご了承頂けますよう、よろしくお願い申し上げます。

コンテンツバナー

・限定 10 枠
・関東版限定バナー
・横幅 150px × 縦幅 60px
  ( 容量 15KB 以内）
・アニメーション gif 不可
・コンテンツ固定
・A グループは 3 コンテンツ表示
・B グループは 4 コンテンツ表示

1

￥60,000 
（税別） / 1ヶ月毎

1

関 東 版 のみ

Aグループ 地域別検索/グラビア/人妻ムービー
Bグループ お店体験記/高画質体験ムービー/人妻検索/リアル新人入店情報

関東版
基本掲載料金

￥45,000( 税別 )/ 月

地域版
基本掲載料金

￥20,000( 税別 )/ 月

※地域版のみの掲載となります。関東版には掲載されません。

※

コンテンツページ バナー掲載について

うれせん基本掲載料金表
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人妻・熟女風俗情報バナー料金（スマートフォン版）①

全ての広告バナー掲載には、うれせん基本掲載料に加え、別途バナー掲載料が必要となります。

1

2

認証バナー
・ランダム表示
・横幅 145px × 縦幅 45px( 容量 15KB 以内）
・アニメーション gif 不可

1

￥120,000 
（税別） / 1ヶ月毎

￥60,000 
（税別） / 1ヶ月毎

関 東 版 地 域 版

TOP ページバナー
・ランダム表示
・横幅 145px × 縦幅 45px( 容量 15KB 以内）
・アニメーション gif 不可

2

（税別） / 1ヶ月毎
（税別） / 1ヶ月毎

関 東 版

￥100,000 
￥60,000 

￥60,000 
神 奈 川 版

埼玉 / 千葉版
（税別） / 1ヶ月毎

3 4

テキストバナー
・１エリア１枠限定固定表示
・最大 18 文字（画像はありません）
・地域別検索結果の各エリア上部に表示

3

￥120,000 
（税別） / 1ヶ月毎

￥60,000 
（税別） / 1ヶ月毎

関 東 版 地 域 版

コンテンツバナー
・ランダム表示（コンテンツごと）
・横幅 300px × 縦幅 50px( 容量 30KB 以内）
・アニメーション gif 不可

4

（税別） / 1ヶ月毎
￥50,000 

￥90,000 
高画質体験ムービー

高画質体験ムービー以外
（税別） / 1ヶ月毎 ￥25,000 

（税別） / 1ヶ月毎

地 域 版
人妻ムービーのみ

認証ページ TOPページ コンテンツページ地域別検索ページ
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人妻・熟女風俗情報バナー料金（スマートフォン版）②

全ての広告バナー掲載には、うれせん基本掲載料に加え、別途バナー掲載料が必要となります。

認証バナー5

5

・5 秒間隔ランダム表示
・最大 5 枠
・横幅 640px × 縦幅 100px( 容量 80KB 以内）
・アニメーション gif 不可
・TOP ページ、全一覧ページに常時表示
・一部詳細ページは表示されません。
→店舗詳細、割引詳細、女性詳細、
　うれせん動画詳細は非表示

￥200,000 
（税別） / 1ヶ月毎

￥000,000 
関 東 版

（税別） / 1ヶ月毎

地 域 版

うれせんスマホ版V.I.P バナー

全ての広告バナー掲載には、うれせん基本掲載料に加え、
別途バナー掲載料が必要となります。
バナーの空き状況などにつきましては、担当営業にお気軽に
ご相談ください。
・バナーの仕様、枠数は事前に告知なく変更になる場合がございます。
・制限容量、画像サイズを超えているバナーにつきましては、掲載することができません。
・バナー内に著作権侵害に当たる表記、画像の使用が認められる場合、掲載を中止する場合が
　あります。
・うれせんではユーザー様がより使いやすくご利用頂くため、画像の容量を抑えるプログラム
　を導入している為、ご提供頂いたバナーの画質が若干落ちる場合があります。

以上、予めご了承頂けますよう、よろしくお願い申し上げます。

関東版
基本掲載料金

￥45,000( 税別 )/ 月

地域版
基本掲載料金

￥20,000( 税別 )/ 月

※地域版のみの掲載となります。関東版には掲載されません。

※

バナー掲載について

うれせん基本掲載料金表
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人妻・熟女風俗情報バナー料金（モバイル版）①

全ての広告バナー掲載には、うれせん基本掲載料に加え、別途バナー掲載料が必要となります。

1 2

認証バナー
・1 枠固定表示
・横幅 160px × 縦幅 60px( 容量 10KB 以内）
・アニメーション gif 不可

1

￥100,000 
（税別） / 1ヶ月毎

￥80,000 
（税別） / 1ヶ月毎

関 東 版 地 域 版

TOP ページバナー
・ランダム表示
・横幅 60px × 縦幅 90px( 容量 10KB 以内）
・アニメーション gif 不可

2

（税別） / 1ヶ月毎

関 東 版

￥60,000 ￥40,000 
（税別） / 1ヶ月毎

地 域 版

3

4

地域版別検索 TOPバナー
・１エリア１枠限定固定表示
・横幅 130px × 縦幅 39px( 容量 10KB 以内）
・・アニメーション gif 不可

3

￥00,000 
（税別） / 1ヶ月毎

￥0,000 
（税別） / 1ヶ月毎

関 東 版 地 域 版

￥50,000 
（税別） / 1ヶ月毎

￥30,000 
（税別） / 1ヶ月毎

関 東 版 地 域 版

・１エリア１枠限定固定表示
・最大 18 文字（画像はありません）
・地域別検索結果の各エリア上部に表示

テキストバナー4

認証ページ TOPページ 地域別検索結果ページ地域別検索 TOPページ
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人妻・熟女風俗情報バナー掲載割引き料金のご案内

新規ご入稿限定！ 基本掲載料金割引中！

1

広告掲載申し込みページにあるバナーを HP に設置するだけで

5000円
お得！

認証ページリンクエリアに
バナー設置

HPにうれせんバナー設置するだけで基本掲載料5,000円割引!!

お店ホームページ（以下 HP）の PC 版、モバイル版、スマートフォン版の全てに、
広告掲載申し込みページにあるバナー①をそれぞれ設置頂くだけで…

なんとうれせん基本掲載料金が 5,000 円割引になります！ 

設置箇所につきましては、HP 認証ページのリンクエリア最上段にお願い致します。 

基本掲載料金￥45,000 円 (税別 )

お見逃しなく！
※こちらのキャンペーンにつきましては、規定数に達し次第、予告無く終了する場合がございます。
予めご了承下さいませ。

が

基本掲載料金￥40,000 円 (税別 )

うれせんに初めてご入稿頂くお客様限定 !!

HP 認証ページリンクエリア最上段

上記はあくまでも例です。
設置箇所の詳細につきましては担当営業にご相談下さいませ。
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