
風俗アルバイト40
熟女風俗Navi

ご案内資料

年々増え続ける「熟女・人妻」ブーム！!
外見的な大人の魅力だけでなく、思いやりや優しさを持って接客できる
年齢層と言われている人妻・熟女風俗店の需要は膨れ上がる一方です。

また、お店だけでなく40代を中心とした世代の女性の風俗への求職率も右肩上がり。
現在はまさに人妻・熟女層が風俗業界の中心にいるといっても過言ではありません！

その人口全国で約20万人！！年々増え続けています。
幅広い年齢層に合わせるのではなく、

30代、40代、50代のみに特化したサイトだからこその

「風俗 求人 40代」

「風俗 アルバイト 40代」

「アラフォー 風俗 求人」

半年で を獲得!!位1

弊サイトは弊サイトは
検索キーワード 40代～30代に特化した風俗求人！

風俗業界で働く女性の6割以上がアラフォー世代！

専門性のある情報で求人・集客ともに貴店のお役に立ちます！



40代、30代の女性のための高収入な風俗店の求人情報サイト!
風俗アルバイト4Oは、風俗店の求人情報のサイトです。

ヘルス・デリバリーヘルス・ホテルヘルス等の性風俗営業を含みます。
登録されている各店舗様の求人ページ及びオフィシャルサイトへ

リンクしております。また有料求人掲載には店舗毎に
より詳しいページを設け、

求職者獲得に長けた募集内容をご紹介いただけます。

サービスガイド風俗アルバイト4O

熟女を探したい。
全国の風俗で働く40代・30代の
アラフォー世代がターゲット層！

https://fuzoku-baito40.com/



初心者
でも

理解し
やすい

コンテ
ンツや

、

お店紹
介。

SEO対策順位一覧表

風俗 求人 40代

風俗 アルバイト 40代

アラフォー 風俗 求人

風俗 求人 50代

ぽっちゃり 人妻 風俗 求人

熟女 風俗 求人

人妻 風俗 求人

30代 風俗 求人

検索キーワード

1位

1位

1位

2位

2位

3位

3位

3位

Yahoo!!順位

1位

1位

1位

2位

2位

3位

3位

3位

Google順位

キャッチフレーズ

吉原 ソープ 人妻 求人

吉原 ソープ 熟女 求人

高松 人妻 風俗 求人

金津園 ソープ 熟女 求人

名古屋 人妻 風俗 求人

十三 人妻 風俗 求人

下関 人妻 風俗 求人

例… 160地域で

1位

1位

2位

3位

3位

3位

3位

小手先だけの対策ではアクセス数すら稼げない。
そんな時代だからこそ、真剣に考えています。
せっかくアクセスに繋げたユーザーを
入店まで導く力が当サイトにはあります!

風俗業界で働く女性の半数
（約21万人）がアラフォー世代です。

SEO強化!!強み

「地域名 人妻 風俗 求人」160地域で5位以内を獲得！

…ほかたくさん！

…ほかたくさん！

風俗アルバイト40では熟女専門サイト
だから出来る圧倒的反響率をお約束！



Aプラン お問い合わせ表示

Sプラン お問い合わせ表示

背景色

店長ブログ

求人動画

お問い合わせ

管理画面

個店ページの表示

Sプランでは背景色がつきます。

個店ページのヘッダー画像が各所の広告バナーとして配置されます。

Sプランでは求人動画をのせることが可能です。

Sプランのお問い合わせでは、

Sプランのみ店長ブログが投稿可能!Sプランのみ店長ブログが投稿可能!
別途ブログページも貸与され、
各一覧ページに新着記事が表示されます。

電話番号への直接アクセス、LINE登録リンク、
メールボタンなどの機能が追加されます!
電話番号への直接アクセス、LINE登録リンク、
メールボタンなどの機能が追加されます!

1
その

2
その

3
その

4
その

上位表示ボタンを押すごとに
都道府県ページの店舗表示が一番上に来ます!
上位表示ボタンを押すごとに
都道府県ページの店舗表示が一番上に来ます!
Sプラン＝1日20回、Aプラン1日10回、毎日0時にリセット。

Aプランとの違い

5
その

Aプラン
テキスト表示

Sプラン
各種ボタン設置

Sプランの特徴!!



Sプラン Aプラン 掲載箇所
トップページ（PC画面） 地方検索ページ（PC画面）

都道府県ページ（PC画面）

Sプラン
ページ上部表示（ランダム）

Sプラン
ページ上部表示（ランダム）

Aプラン
ミニバナー表示

Aプラン
ミニバナー表示

Sプラン
店長ブログ更新順に表示 Sプラン

職種検索下にバナー表示（ランダム）
店長ブログ更新順に表示

スマートフォン版も
同様に表示されます。
スマートフォン画面

Sプラン
ページ上部表示（ランダム）

Sプラン
エリアボタンすぐ下に

おすすめ求人として表示（ランダム）

Aプラン
ミニバナー表示

無料掲載店舗ページ（PC画面）

Aプラン
ミニバナー表示

Sプラン
該当する地域の無料掲載店の

下にバナー表示



熟女風俗好きの方々にお届けする熟女風俗専門情報サイトです。
北は北海道から東京、大阪、名古屋、博多の主要都市はもちろん
東北、近畿、中国地方、四国、九州、南は沖縄までのソープ、ヘルス、
デリヘル、ホテヘル、性感マッサージなど全国津々浦々の
大人の魅力の成熟した女性専門の風俗店の中から、

優良店のみを厳選してお届けします！

サービスガイド熟女風俗navi
熟女を載せたい。 今注目されている熟女風俗にクローズアップ！

熟女風俗.com



エリア+指定ワードでのSEO対策で
上位表示＆オフィシャルへの
アクセスUPにも繋がります。

ユーザーのニーズに応えるため、
検索エンジンの仕様は変更され続けます。 

アルゴリズムを常に把握し、SEO対策を進めながら、
風俗情報サイトとして常に最適化を目指します。

専門サイトならではの
ユーザーの囲い込みで集客強化。

SEO強化!!強み 基本プラン 主な機能
トップページおよび都道府県（エリア）ページ上部に

「お知らせ&新人熟女」掲載可能。

女の子一人ひとりに
伝言板投稿用メール発行。

伝言板新着が
トップページおよび伝言板一覧ページに表示。

管理画面から今すぐを登録すると、トップページおよび
都道府県（エリア）ページ上部「今スグ嬢一覧」に表示。

アクセスに応じて「人気熟女ランキング」、
「熟女風俗店ランキング」に表示。　　　　10位以内



大バナー・小バナーについて
個店ページのヘッダー画像が各所の広告バナーとして配置されます。
大バナープランでは3枚登録のうちメイン1枚をバナー表示できます。

大バナープランの場合、ヘッダー画像メイン1枚に
プラス2枚=計3枚を登録可能。プラス2枚=計3枚を登録可能。

個店ページヘッダーで3枚を交互に表示。個店ページヘッダーで3枚を交互に表示。
それ以外の場合ではメイン画像を他店とランダム表示。

地方ページにバナー表示と、大バナープランのみ
「●●地方のイチオシ」店舗も表示。「●●地方のイチオシ」店舗も表示。

個店ページ

地方ページ

ヘッダー画像

※大バナープラン 3枚登録可能

W960px H450px

大バナー
プラン
のみ

管理画面

小バナープランとの違い

1
その

2
その

3
その

4
その

上位表示ボタンを押すごとに
都道府県ページの店舗表示が一番上に来ます!
上位表示ボタンを押すごとに
都道府県ページの店舗表示が一番上に来ます!
Sプラン＝1日20回、Aプラン1日10回、毎日0時にリセット。

大バナープランの特徴!!



大バナープラン （掲載箇所） 小バナープラン （掲載箇所）

個店ページ

3枚登録可能
ヘッダー画像

※登録した画像を交互に表示

都道府県ページ

トップページ

メイン画像として登録されて
いる画像を表示します。

地方ページ

個店ページ

１枚登録可能
ヘッダー画像

都道府県ページ

トップページ

スマートフォン版も
同様に表示されます。



25,000円税 別35,000円税 別
※「風俗アルバイト40」のSプランと「熟女風俗ナビ」の大バナープランにご契約の店舗様のみ。

円
税 別5,000

基本料金（1ヶ月）

基本
料金 円

税 別10,000
+ 大バナープラン

円
税 別基本

料金 5,000
+ 小バナープラン

円
税 別10,000

基本料金（1ヶ月）

基本
料金 円

税 別10,000 円
税 別基本

料金 5,000

キャンペーン②

1ヶ月 毎月1万円もお得!

※初月に一括でお振込みの場合に限ります。+追加プラン料金は含まれません。

キャンペーン① 風俗アルバイト40のみお申し込みの場合

6ケ月分一括ご契約の場合 基本料金2ケ月分無料!6ヶ月
パック 基本料金6ケ月分で実質8ケ月分掲載可能

※但し 6 ケ月以降から、+追加プラン料金は発生致します。

+ Sプラン + Aプラン

2サイト共にお申し込みの場合風俗アルバイト40
熟女風俗Navi

をお支払いいただけますとご契約時に、基本料金（1ヶ月） +追加プラン料金 6ケ月分 されます。ご契約日から8ケ月間掲載



■お申し込みからご掲載まで

広告掲載には業種により届出確認書や営業許可証等が必ず必要です。
審査により、掲載のご希望に添えない場合もございますので予めご了承下さい。

毎月１日から月末までの掲載となります。
※ただし、年末年始・システムメンテナンス等で前後する場合があります。

期間途中からの掲載の場合、
30日で日割りした金額をご請求させて頂きます。
詳しい金額については担当営業にお問い合わせください。

■通常掲載期間について

広告原稿（店舗ページ・オプションバナー）の入稿方法は、
電子メールにデータを添付しご入稿ください。

■入稿にあたって

※入稿期限を過ぎてしまった場合は、お申し込みいただいた掲載日に開始できないことがあります。
※ただし、年末年始・システムメンテナンス等で前後する場合があります。

入稿期限は掲載開始希望日の5営業日前
１８：００までにお願い致します。

■入稿期限について

※入稿期限を過ぎてしまった場合は、お申し込みいただいた掲載日に開始できないことがあります。
※ただし、年末年始・システムメンテナンス等で前後する場合があります。

掲載開始5営業日前までにご入金をお願い致します。
■お支払いについて

お申し込み
掲載フォームよりお申し込み・お問い合わせ下さい。

弊サイト代理店よりご連絡
弊サイト代理店よりご連絡させて頂きます。
基本掲載・各種オプションセット割引など、
目的に合わせてお申し込み下さい。

ご掲載審査
営業許可証や届出確認書等コピーをFax、またはメールで
お送り下さい。送信先等に関しては各代理店により異なります。

ご入金・ご掲載内容確認
ご入金確認を行います。キャッチ説明・待遇等を確認致します。

ご掲載
お申し込みから最短３～５営業日でご掲載が可能です。

1

２

３

4

5



■サイト別ご掲載バナーサイズ

■風俗アルバイト40 求人動画サイズ

入稿規定

【容量】15MB以内
【拡張子】mp4またはwmvのみ有効。mov、flv不可。

熟女風俗navi

大バナー（ヘッダー画像）

※大バナープラン 3枚登録可能
横960px 縦450px

横131px 縦61px
ミニバナー

風俗アルバイト4O

大バナー（店舗ページヘッダー）

横960px 縦384px

横131px 縦52px
ミニバナー

【容量】各画像400KB以内
【拡張子】jpg、gif、※アニメーションgif不可。

管理画面から別途バナー用に、違うバナーを入力できます。別途バナーを作成されない場合、ヘッダー画像が表示されます。


