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「エリア名＋人妻」「エリア名＋熟女」「エリア名＋ホテヘル＋人妻」 
「エリア名＋熟女＋デリヘル」など、各エリア36個のキーワードの検
索順位を調査し、その平均値を元にランキング化しております。 

      

     



キーワード Google順位 キーワード Google順位 

十三 デリヘル 熟女 熟女 デリヘル 十三 

十三 デリヘル 人妻 3位 熟女 ヘルス 十三 

十三 ヘルス 熟女 熟女 ホテヘル 十三 

十三 ヘルス 人妻 3位 熟女 十三 

十三 ホテヘル 熟女 熟女 十三 デリヘル 

十三 ホテヘル 人妻 3位 熟女 十三 ヘルス 

十三 熟女 3位 熟女 十三 ホテヘル 

十三 熟女 デリヘル 熟女 十三 風俗 

十三 熟女 ヘルス 熟女 風俗 十三 

十三 熟女 ホテヘル 人妻 デリヘル 十三 3位 

十三 熟女 風俗 人妻 ヘルス 十三 3位 

十三 人妻 3位 人妻 ホテヘル 十三 3位 

十三 人妻 デリヘル 3位 人妻 十三 3位 

十三 人妻 ヘルス 3位 人妻 十三 デリヘル 4位 

十三 人妻 ホテヘル 3位 人妻 十三 ヘルス 4位 

十三 人妻 風俗 3位 人妻 十三 ホテヘル 6位 

十三 風俗 熟女 人妻 十三 風俗 3位 

十三 風俗 人妻 3位 人妻 風俗 十三 3位 

キーワード Google順位 キーワード Google順位 

十三 デリヘル 熟女 11位 熟女 デリヘル 十三 14位 

十三 デリヘル 人妻 熟女 ヘルス 十三 5位 

十三 ヘルス 熟女 9位 熟女 ホテヘル 十三 6位 

十三 ヘルス 人妻 熟女 十三 13位 

十三 ホテヘル 熟女 5位 熟女 十三 デリヘル 10位 

十三 ホテヘル 人妻 熟女 十三 ヘルス 11位 

十三 熟女 14位 熟女 十三 ホテヘル 7位 

十三 熟女 デリヘル 9位 熟女 十三 風俗 13位 

十三 熟女 ヘルス 8位 熟女 風俗 十三 12位 

十三 熟女 ホテヘル 5位 人妻 デリヘル 十三 

十三 熟女 風俗 10位 人妻 ヘルス 十三 

十三 人妻 人妻 ホテヘル 十三 

十三 人妻 デリヘル 人妻 十三 

十三 人妻 ヘルス 人妻 十三 デリヘル 

十三 人妻 ホテヘル 人妻 十三 ヘルス 

十三 人妻 風俗 人妻 十三 ホテヘル 

十三 風俗 熟女 8位 人妻 十三 風俗 

十三 風俗 人妻 人妻 風俗 十三 

  

2016年6月30日現在のgoogle検索ランク 



キーワード Google順位 キーワード Google順位 キーワード Google順位 

関西 熟女 大阪 熟女 熟女 大阪 

熟女 関西 奈良 熟女 熟女 奈良 

熟女 風俗 難波 熟女 熟女 難波 

天王寺 熟女 木屋町 熟女 熟女 日本橋 

日本橋 熟女 十三 熟女 熟女 神戸 風俗 

熟女 ホテヘル 十三 十三 人妻 熟女 難波 風俗 

熟女 風俗 十三 梅田 熟女 福原 人妻 3位 

関西 人妻 福原 熟女 難波 人妻 3位 

河原町 熟女 河原町 人妻 日本橋 人妻 3位 

新大阪 熟女 熟女 十三 南インター 人妻 3位 

神戸 熟女 熟女 新大阪 難波 風俗 人妻 3位 

人妻 関西 熟女 神戸 梅田 人妻 風俗 3位 

2016年6月30日現在のgoogle検索ランク 
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アクセス系データはgoogleAnalytics調査。電話発信数はスマホ版の電話発信ボタンのタップ数です。 



 2003年に関東でスタートした人妻熟女専門サイト「うれせん」の
関西版として2013年7月にオープン。関西の人妻熟女ファンに愛
される専門サイトとして高い知名度を誇っています。 

関西 

 専門サイトなので必然的に集まるユーザーは「人妻・熟女ファン」ばかりです。明確
なターゲット層に対して的確なアプローチがかけられます。 

 ユーザー層が人妻熟女ファンに特化しているので、全業種を集めたポータルサイト
より低予算で高効率のプロモーションが可能です。 

 ファンのみが集まるサイトなので、人妻熟女との遊び方も熟知したユーザーが多い
のも特徴です。安さだけを求める質の低いユーザーが少なく、「うれせんは客層が良
い」というお声を掲載店舗様からいただきます。 

求人 

関東 

埼玉 

北海道 神奈川 

北関東 千葉 

中四国 東海 



月に2回掲載できる企画

「ピンクチラシ」。お店の
お得な情報がめっちゃ
目立ちます。 

写真に特化した写メ系
サービスの「自撮り」。人
妻熟女の生々しい写真
が続々。 

有料掲載店様はサイト
のいろんなところで露出
のチャンス。新しい発見
もたくさん。 

お得に遊びたいユー
ザー向けにシンプル表
示のクーポンをお店から
直接配信。 

出勤や新人などの各種
女の子リストをHOMEに
多数配置。 

 サイトに訪れるユーザーが知りたいのは「お店の情
報」ではなく「人妻・熟女」の情報です。うれせん関西で
はサイトのナビゲーションもお店ではなく、女性を優先
させ、こだわり検索などで「探す楽しさ」をユーザーに味
わってもらっています。 

 今すぐ在籍女性の情報を見たいスマホユーザーのために、スマホ版ではウィザード
形式での検索も可能。直感的な操作で、人妻熟女との新しい出会いたくさん♪ 

1 2 



①店名とメニューボタン ②お店の基本情報 ③お店の最新ニュース ④クーポン・割引情報 
⑤出勤している女の子リスト ⑥新人や自撮りのリスト ⑦料金システム 
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※携帯版にも同様の情報が掲載されております。 



 お店の管理画面から直接動
画をアップロードして掲載す
ることができます。高画質な
動画をパソコンはもちろんス
マホでも視聴可能。近年風俗
業界でも動画の需要はグング
ン上がっています。ユーザー
への訴求力が高い動画をぜひ
ご活用ください。 

 一昔前に電話ボックスに乱
雑に貼られていたピンクチラ
シを彷彿とさせる割引情報コ
ンテンツ。毎月2回に分けて10
日間ずつ掲載。お店のお得な
情報をサイトの最も目立つ部
分に掲載。枠数限定でエント
リー制になっています。 

 写真投稿専用SNS[jidori.tv]
を利用した写メ投稿コンテンツ。
日記みたいに文章を書く必要が
無いので、女性やスタッフの負
担も少なく、小さな労力で高い
効果が期待できます。さらに10
秒間の音声付き動画も投稿可能。
いま最も人気のコンテンツです。 

 地域や業種などを絞ってう
れせん関西に掲載中の魅力的
な人妻熟女をピックアップし
て掲載するコンテンツです。
月に2回、有料掲載中の店舗様
の中から特集の条件に合う女
性を、こちらで選んで掲載し
ております。 



プラン名 

掲載料金 
（月額・税別） （月額・税別） 

検索結果表示順 

女性登録数 

ニュース・お得情報 
おすすめ店・更新回数 

ピックアップ女性 
登録可能数 

クーポン 
登録可能数 

ピンクチラシ企画 
エントリー 

自撮り(写メ) 
利用 

動画投稿本数 

 最上位に表示。枠に
色が付き、店名ロゴに
は「人気マーク」が表
示されます。女性は3
名表示されます。 

 プレミアムの下に表
示。女性は3名まで表
示されます。 

 最下段に表示されま
す。枠の大きさも半分
で女性の表示は1名だ
けとなります。 



商品名称  

PC版表示位置 
HOMEを含む下層ページヘッダー 
※ランダム表示 

スマホ版表示位置 
・HOME上部 
・店舗一覧ページ上部 
※ランダム+スライド表示 

バナーサイズ 
PC用：468px×60px （jpgのみ） 
SP用：630px×200px（jpgのみ） 

料金（月額） (税別)※限定6枠 

商品名称  

PC版表示位置 
HOMEメインカラム内 
※ランダム表示 

スマホ版表示位置 
HOME内 
※ランダム表示 

バナーサイズ 208px×52px （jpgのみ） 

料金（月額） (税別) 

バナー商品には新規掲載キャンペーンは適用されません
ので、ご注意ください。 

DXバナー 

HOMEバナー 



※初回の2ヶ月のみ適用。3ヶ月目からは通常料金となります。 

※再掲載の場合、前回の掲載終了より6ヶ月以上経過している場合は、再度新規キャンペーンが適用できます。 

※大阪府外の店舗様であっても掲載エリアを大阪府内に設定する場合には提供されませんのでお気をつけください。 


