
ぽちゃ専.comの平均応募数は14.9件/月
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広告商品のご紹介 掲載料金が安い理由

※上位表示の回数は１日９回（VIP）、６回（PR）、３回（基本）です　
※グループ店での掲載はお断りさせていただきます
※バナーセットは基本掲載とのセット商品となります

ぽっちゃり女性に特化することで、広告費用を節約

風俗店同士でのムダな競争に掛かるコストを削減

ぽっちゃり女性に特化することで、広告費用を節約

風俗店同士でのムダな競争に掛かるコストを削減

現在、世の中には数え切れないほどの風俗求人サイトがあり、求人
サイトの数だけ女性ユーザーも分散されてしまいます。
さらに、一般的な風俗求人サイトでは、「ロリ系」や「モデル系」な
ど様々なタイプの女性が利用しています。
つまり、お店が必要としていない女性に対する費用も掲載料金に
含まれている為、その分だけ求人にかかるコストが高くなってしま
うのです。

その点、ぽちゃ専.comでは「ぽっちゃり」や「巨乳」という属性に
絞ってユーザーを集めることで、掲載料金に余計なコストが掛からないようにしています。

また、「ぽっちゃり」や「巨乳」という属性を持つユーザー
だけを集めることには、もう一つメリットがあります。

現在、日本で実際に営業している風俗店は約一万店ある
と言われています。
それでは、この一万店の中で、ぽっちゃりした女性を
「本当に必要としているお店」は果たして何店あるで
しょうか？
一般的な風俗求人サイトでは、本来ならライバルになり
得ないお店との競争が起きている為、ここでも求人に掛
かるコストが高くなってしまっています。

ぽちゃ専.comでは、「ぽっちゃり」や「巨乳」という属性に特化することで、女性ユーザーを限定すると
同時に、広告の掲載店様も限定させていただくことで、ムダな競争に掛かるコストはございません。

ターゲット以外のよけいな費用が掛か
っていませんか？

ムダな競争にお金を掛けていませんか？

先着6店舗様

先着20店舗様

1ヵ月東京２３区

2ヵ月東京２３区外・神奈川
千葉・埼玉・大阪

（税込）

（税込）

（税込）

¥55,000

¥44,000

¥66,000

基本掲載

2019年１月～8月の実績

全国共通

全国共通

3ヵ月上記以外の地域



※スリム体型の場合は「非ぽちゃ」として結果が表示され、ぽっちゃりタイプの対象外となります

2019年3月現在
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ぽっちゃり体型やデブ体型の女の子が集まる求人サイト

検索順位はもちろん“最上位表示”しています

体型のイメージをマッチング「ぽっちゃりタイプ診断」

その他の検索キーワードからも

体型に不安を持つ女の子を多く集めています

ぽっちゃり 風俗求人

デブ 風俗求人

ちょいぽちゃちょいぽちゃ非ぽちゃ ぽちゃぽちゃ 激ぽちゃ激ぽちゃ 100kg以上100kg以上

スリム体型 普通体型 ぽっちゃり体型 デブ体型 100kg以上



ユーザー属性および応募実績
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20１9年１月～8月の実績

普通～ぽっちゃり体型 ≒ デブ体型

約30％ 約45％

出典：Web応募メールの身長・体重から算出

ぽっちゃり体型 デブ体型

約15％

普通体型

約10％

100ｋｇ以上

デブ体型ばかりと思われるが実際は55％ほど

若い女の子からオトナの女性まで

年代を問わずに多くの女性が利用している

関西エリアの月間応募数3

普通体型の女の子の約半数が

58％の女の子がぽっちゃりだと感じている
BMI数値が標準であっても

ぽっちゃり関連のキーワードで検索する

ユーザーのタイプ（体型）比率1 どうして普通体型の女の子がいるのか？
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出典：マイナビウーマン（2017年）

42％ 58％
太っている

Q．BMI数値が標準の女性をどう思いますか？

太っていない

年齢比率

2

応募女性の45％はデブ体型ではない

出典：Web応募メールの年齢

18、19歳
20～24歳
25～29歳
30～39歳
40歳以上

10％

32％

24％

24％

10％

大阪 平均

兵庫

4万円で14.1～26.8件の応募が見込めます

件

平均 件

13.4

6.5

大阪は2ヵ月商品、他エリアは3ヵ月商品

京都 平均 件8.6

滋賀 平均 件4.7



地方店舗の応募実績
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2019年１月～8月の実績

普通～ぽっちゃり体型 ≒ デブ体型

地方店舗の2019年1月～8月の月間応募数

新潟県のぽっちゃりデリヘル店

福井県のぽっちゃりデリヘル店

件

件

26.5

17.9

なぜこんなにも多くの応募が起きるのか？

仮説１．広告情報がメンテされていると応募数アップ

女の子は有料と無料の広告を区別している地方店舗であっても十分な応募数

広告情報の多さは情報の信頼度にも比例する

仮説2．出稼ぎ特集に参加すると応募数アップ

平均

出稼ぎ特集に参加すると反響が出やすい

件

平均 件

14.9

20.8

ぽちゃ専.comの人気コンテンツ

結論．採用基準が緩めの出稼ぎ対応店は試す価値あり

3ヵ月4万円～のお値段で

・現在の求人活動に満足していない

30件以上（10件×3ヵ月）の応募に期待！

左記の2店舗は有料広告

店舗または代理店によって随時メンテナンスされた状態∟

その他の広告は無料広告

初期登録時のまま、放置された状態∟

１店舗あたりの月間応募数で比較してみると．．． 下記に該当する店舗様は、ぽちゃ専.comにご期待ください！

・普通体型～ぽっちゃり体型なら採用したい

・出稼ぎに対応している

平均

平均

ぽちゃ専.com全体

出稼ぎ特集の参加店舗のみ
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人気コンテンツ：出稼ぎ特集

出稼ぎ特集への誘導 出稼ぎ特集専用の検索結果

通常の検索結果

出稼ぎ特集の検索結果

特集への入口は全ユーザーが必ず目にします 検索結果では出稼ぎに特化した専用項目を表示

1

2

6

3

4

5

出稼ぎ専門の表示項目

出稼ぎキャッチコピー1

2 出稼ぎメイン画像

3 出稼ぎ保証

4 交通費

5 宿泊施設

6 出稼ぎ応募特典

導入バナーでは

お仕事探しで必ず使用する

お仕事検索内の最上部に表示
全ての検索結果ページで

最上位の求人広告の真上に表示

TOPページでは 検索結果ページでは

PC版

SP版

PC版

SP版

お仕事検索
ブロック
お仕事検索
ブロック

お仕事検索
ブロック
お仕事検索
ブロック

最上位の
求人広告
最上位の
求人広告

最上位の
求人広告
最上位の
求人広告

出稼ぎだからこそ稼ぎやすい理由をわかりやすく伝えています

キャッチコピー1

通常の表示項目

イチオシ画像2

在籍女性のぽちゃ度3

給与例4

お店からのメッセージ8

体験入店情報7

アクセス6

入店祝い金5

特集は無料で参加できます
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登録した出稼ぎ情報は店舗詳細ページに表示します

1

出稼ぎへ来る女の子へのアドバイスなど、これまでの項目
で伝えきれなかった点をメッセージとして登録してくださ
い。出稼ぎ情報の最後の項目となるので、出稼ぎで働く際
に必要なものなど、伝え漏らしのないようにしてください。

出稼ぎメッセージ
8

2

5

6

7

8

3

4

お店のアピールポイントを画像とテキストで最大3点紹介
できます。タイトルも自由に登録できるので、お店の外
観・内装やスタッフ、送迎車や待機室など何でもアピール
してください。出稼ぎ期間中に提供される食事や地元の
名産品・グルメスポットを紹介するのも良いでしょう。

出稼ぎアピールポイント
7

日数（期間）と保証金額を横並びにして、イメージしやす
いように表示しております。最大4パターンの出稼ぎ保証
を登録することで、超短期・短期～長期まで様々なニー
ズの女の子に対応することができます。

出稼ぎ保証
6

検索結果ページにも表示

応募特典とメイン画像と同様に、上部に表示されるのが
キャッチコピーです。出稼ぎで風俗の仕事をするのが初め
ての女の子にも分かりやすいお店のPRをしてください。

出稼ぎキャッチコピー
5

検索結果ページにも表示

店舗詳細ページ内で目立つデザインを採用している出稼
ぎ応募特典はページ最上部に表示されています。検索結
果ページでも同様のデザインで、お店を探しに来ている
女の子への露出は抜群です。出稼ぎオリジナルのプレゼ
ントなどを登録すると応募へと繋がりやすくなります。

出稼ぎ応募特典
1

検索結果ページにも表示

店舗詳細ページの出稼ぎ情報で、まず目に付くメイン画像。
画像は訴求効果が高いので、文字だけでは伝えきれない
アイキャッチな画像で興味を持たせれば、これから求人情
報をじっくり読みたい女の子へのアピールとなります。

出稼ぎメイン画像
2

検索結果ページにも表示

このお店で働きたい！と思っても、勤務地までの交通に
不安を感じている女性は多いです。往復交通費や県外か
らのアクセス方法、最寄駅からお店までのルートを記載
すると、応募に迷っている女の子の気持ちを後押しする
ことができます。

交通費
3

検索結果ページにも表示

生活の本拠地から離れて働く出稼ぎは、女の子の気持ち
が不安になりやすいです。その不安な気持ちを安心に変え
られるのが宿泊施設となります。宿泊施設の外観や内装
を画像で最大2点紹介できます。

宿泊施設
4

検索結果ページにも表示
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広告掲載イメージ

バナー掲載イメージ

検索結果一覧イメージ

店舗詳細イメージ

・PC版
総合トップ、検索結果一覧の右カラム最上部に2枠、ラ
ンダムで表示されます。
表示内容はバナー画像とキャッチコピー、勤務地、業
種詳細です。

・SP版
総合トップ、検索結果一覧の最上部に1枠、ランダムで
表示されます。
表示内容はバナー画像とテキストです。

・PC版
総合トップ、検索結果一覧の右カラムVIP枠下に20枠、
ランダムで表示されます。
表示内容はバナー画像とキャッチコピー、勤務地、業
種詳細です。

・SP版
総合トップ、検索結果一覧の中部に3枠、後部に3枠の
計6枠、ランダムで表示されます。
表示内容はバナー画像とテキストです。

VIPバナー
店舗詳細ページで最も大きな画像となります。
また、店舗詳細ページの最上部表示されるので、大きなインパ
クトを与えることができます。

タイトル画像

キャッチコピーとメッセージを表示します。
入力内容に指定はありませんので、店舗様の魅力や強みを存
分に伝えることができます。

フリー入力枠

在籍女性のぽちゃ度、給与例、体験入店情報を表示します。
ぽっちゃりした女性がお仕事探しする上で、気になる項目を
ピックアップしています。

基本情報

基本情報以外の詳細な募集項目を表示します。
応募情報

求人に関する動画、テキストを1件表示します。
動画メッセージ

在籍中または在籍していた女性の画像、プロフィール、インタ
ビュー形式のQ&Aを表示します。
最大で2名まで表示することができます。

先輩体験談

問い合わせ、面接の際によく聞かれるQ&Aを表示します。
最大で5件まで表示することができます。

よくある質問

右カラム上部に店名や業種詳細、住所、オフィシャルサイトな
ど店舗様の情報を表示します。
イチオシ画像は総合TOP、検索結果一覧にも表示されます。

お店情報

右カラム中部にお仕事探しで注目度の高い、入店祝い金情報
とその支給条件を表示します。

入店祝い金情報

右カラム中部にビジュアルで見せたい情報を画像とテキストで
表示します。
最大で3件まで表示することができます。

画像A～C

PRバナー

お仕事検索の各項目の検索結果一覧ページです。
店舗詳細ページの基本情報やフリー入力枠などから、
お仕事探しで気になる項目を抜粋して表示します。
1ページ最大40件表示されます。

検索結果一覧

この機能を使うことで、掲載後でも表示順位を1位に
することができます。
1日最大3回使用することができます。

最上位表示機能あり
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