
回春エステ＆マッサージ

 

風俗店

 

トップページ

◆トップページ（インデックス直下

 

年齢認証）

★①全プラン全ての広告データ内からのランダム掲載

★②VIP PLAN

 

登録昇順

★③ＳＴＡＮＤＡＲＤ

 

PLAN

 

登録昇順



回春エステ＆マッサージ

 

風俗店

 

メインページ

◆メインページ（年齢認証後）

④VIP PLAN バナー枠
VIP PLANで登録された 新の店舗
1店舗のみ。新着毎に入れ替え
各ページにも掲載

以下3つはスタッフ枠
⑤VIP PLAN
⑥STANDARD PLAN
⑦優待登録
VIP > STANDARD > 優待登録
各プラン順別に新着をランダム表示

⑧300ｘ60バナー枠
VIP > STANDARD
更新降順

⑨割引情報枠
プラン不問、実施日時順

⑩新着店枠
プラン不問、登録昇順

⑪優待登録枠
広告プラン不問
優待登録店、登録昇順



回春エステ＆マッサージ

 

風俗店

 

お奨め店情報ページ

⑫VIP PLAN
VIP PLANで登録された店舗の
広告データ、更新降順

⑬STANDARD PLAN
STANDARD PLANで登録された
店舗の広告データ、更新降順



回春エステ＆マッサージ

 

風俗店

 

店舗一覧ページ（地域検索）

広告データ

 

及び店舗データベースの
データ全てで該当する地域のものを
自動選別して掲載します

⑭VIP PLAN
VIP PLANで登録された店舗の
広告データ、更新降順

⑮STANDARD PLAN
STANDARD PLANで登録された
店舗の広告データ、更新降順

⑯優待登録店
優待登録に分類されている
店舗データベースのデータ
更新降順

⑰通常登録店
通常登録に分類されている
店舗データベースのデータ
更新降順



回春エステ＆マッサージ

 

風俗店

 

セラピスト一覧ページ

⑱VIP PLAN
VIP PLANで登録された店舗の
在籍者データ、更新降順

⑲STANDARD PLAN
STANDARD PLANで登録された
在籍者データ、更新降順

⑳優待登録店
優待登録に分類されている
在籍者データ、更新降順

その他の背景白
通常登録店
通常登録に分類されている
在籍者データ、更新降順



携帯電話 スマートフォン用

 

（複数サイトで同仕様）

◆トップページ（年齢認証）

①VIP PLAN
VIP PLANで登録され

 

た店舗の広告データ、

 

更新降順

本ページに

 

STANDARD PLANの
掲載はありません



◆メインページ（年齢認証後）

②VIP PLAN
VIP PLANで登録された店舗の
広告データ、更新降順

③STANDARD PLAN
STANDARD PLANで登録された
店舗の広告データ、更新降順

④新人紹介
プラン不問、 新登録5名のみ
登録降順

フィーチャーフォン用のみ
新着とお奨めページも同設定
新人紹介のみ広告プラン店の
新人登録に限定されます。

携帯電話 スマートフォン用

 

（複数サイトで同仕様）



◆地域検索ページ

携帯電話 スマートフォン用

 

（複数サイトで同仕様）

広告データ

 

及び店舗データベースの
データ全てで該当する地域のものを
自動選別して掲載します

⑤VIP PLAN
VIP PLANで登録された店舗の
広告データ、更新降順

⑥STANDARD PLAN
STANDARD PLANで登録された
店舗の広告データ、更新降順

⑦店舗一覧
プラン不問、店舗データベース登録店の一覧
更新降順



携帯電話 スマートフォン用

 

（複数サイトで同仕様）

◆在籍者検索ページ

⑧VIP PLAN
VIP PLANで登録された店舗の
広告データ、更新降順

⑨在籍者登録一覧
プラン不問、在籍者データベース登録一覧
更新降順
左図では3件のみですが、
実際には1ページにつき50件が表示されます

本ページにSTANDARD PLANの掲載はありません



エステ風俗

 

人気店

 

トップページ

◆トップページ（インデックス直下

 

年齢認証）

★①VIP PLAN

 

登録昇順

★②ＳＴＡＮＤＡＲＤ

 

PLAN

 

登録昇順



エステ風俗

 

人気店

 

メインページ

◆メインページ（年齢認証後）

③割引情報枠
プラン不問、実施日時順

④新着店枠
プラン不問、登録昇順

⑤お奨めセラピスト枠
全プラン全ての広告データ内からのランダム掲載

⑥VIP PLAN
⑦STANDARD PLAN
VIP > STANDARD
各プラン順別に広告設定で 左部（No.1）に
設定されているスタッフを表示
更新降順

左部（No.1）が未設定の場合は、
順次2..3..4..の順で読み込み
全て未設定の場合は非表示



エステ風俗

 

人気店

 

店舗一覧ページ（地域検索）

広告データ

 

及び店舗データベースの
データ全てで該当する地域のものを
自動選別して掲載します

⑧VIP PLAN
⑨STANDARD PLAN
VIP > STANDARD
各プラン順別に広告設定で 左部（No.1）
に設定されているスタッフを表示
更新降順

左部（No.1）が未設定の場合は、
順次2..3..4..の順で読み込み
全て未設定の場合は非表示

⑩優待登録店
優待登録に分類されている
店舗データベースのデータ
更新降順

⑪通常登録店
通常登録に分類されている
店舗データベースのデータ
更新降順



高収入 エステ求人と手コキ求人

 

トップページ

★①VIP PLAN

 

登録昇順

★②ＳＴＡＮＤＡＲＤ

 

PLAN

 

登録昇順

◆トップページ（インデックス直下

 

年齢認証）



高収入 エステ求人と手コキ求人

 

メインページ

◆メインページ（年齢認証後）

③求人情報枠
プラン不問、登録日時順

④新着店枠
プラン不問、登録昇順

⑤お奨め求人枠
全プラン全ての広告店の中で
求人登録のあるデータ内からのランダム掲載

⑥VIP PLAN
⑦STANDARD PLAN
VIP > STANDARD
各プラン順別に広告設定で 左部（No.1）に
設定されている求人情報を表示
更新降順



高収入 エステ求人と手コキ求人

 

求人一覧ページ（地域検索）

広告データ

 

及び店舗データベースの
データ求人情報で該当する地域のものを
自動選別して掲載します

⑧VIP PLAN
⑨STANDARD PLAN
VIP > STANDARD
更新降順

⑩優待登録店
優待登録に分類されている
店舗データベースの求人データ
更新降順

⑪通常登録店
通常登録に分類されている
店舗データベースの求人データ
更新降順
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