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（オールセット掲載コース）



激安 風俗 １位 風俗　ピンサロ １位 デリヘル　激安 手コキ　激安 ２位

訪問数 １１０万 回以上/月

閲覧数 ３７０万 PV以上/月

4位

http://u-10000.com

『 一万円以下で遊べる風俗情報 』をコンセプトに、

管理人自らの風俗体験日記や、ユーザーからの口コミ情報を随時掲載しています。

全国の一万円以下から遊べるお店のみに掲載を絞り、無用なコンテンツを省いたシンプル設計！

ユーザーは目的のお店探しがとても容易。少ない操作でお店の情報を簡単に見つけ出せます！

シンプルなサイトだからこそ、広告バナーはしっかりとアピールすることが可能！！

管理人の日記は毎月２回、ユーザーからの口コミ投稿は３～５件をほぼ毎日掲載！！

Google検索時（2014年11月時点）

複数キーワードによって検索を行ったユーザーは、単体で検索を行ったユーザーよりも目的意識が強く、

お店探しの意思がハッキリしているので、実際に利用するまでに至る可能性が高いと言えます。

諭吉で風俗！！ について

他のユーザーからの口コミや、管理人体験談のリアリティな情報を求めて、

日々新しいユーザーが訪れています。

（2014年11月時点）



http://u-10000.com

広告掲載枠 － オールセット掲載コース

特別価格

「諭吉で風俗!!」における、全ての広告枠に表示す

るオールセット掲載コースです。

ＰＣ版・携帯版・スマホ版、全ての表示箇所を足すと、

なんと全部で１５箇所♪

どんな端末で見ても必ず表示されるので、ユーザー

に対するアピールはとても高いものになり、広告効

果も抜群！

今だけしかできない特別掲載コースです！

初めてお申込み頂いた店舗様には、一ヶ月無料掲

載キャンペーンも実施中☆

掲載箇所はコチラ

次のページへ次のページへ全ての広告枠に掲載！！



（エリア名）
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広告掲載枠 － PCエリア認証ページ

画像の大きさ ： 横２００×縦４０ px

画像形式 ： JPEG ・ GIF アニメーション可

ファイルサイズ ： １００KB 程度

「諭吉で風俗！！」のエリア認証ページです。

各エリア毎に年齢認証ページを設置し、広告掲載箇

所を多く確保しております。

エントランスページでアピールが困難でも、こちらの

ページでユーザーに多くのアピールが可能！

■使用画像

掲載枠 掲載枠
※エントランスページと同じ画像が表示されます。



（エリア名）
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広告掲載枠 － PCトップページ

画像の大きさ ： 横１１５×縦１４０ px

画像形式 ： JPEG ・ GIF アニメーション可

ファイルサイズ ： １００KB 程度

「諭吉で風俗！！東京版」のトップページです。

お店イチオシの女性やイベント割引情報など、

多彩な用途で宣伝可能です☆

より詳細な掲載枠での露出で、実客にも繋がり

やすくなっています。

掲
載
枠

掲
載
枠

掲
載
枠

次のページへ

さらにココにも、

「諭吉で風俗！！」のトップページです。

お店イチオシの女性やイベント割引情報など、

多彩な用途で宣伝可能です☆

より詳細な掲載枠での露出で、実客にも繋がり

やすくなっています。

■使用画像
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広告掲載枠 － PCトップページ

合計８枠に追加表示！！
画像の大きさ（Ａ・Ｃ） ： 横１１５×縦１４０ px

画像形式 ： JPEG ・ GIF アニメーション可

ファイルサイズ ： 各々１００KB 程度

画像の大きさ（Ｂ） ： 横２００×縦４０ px
（地域、業種、店舗詳細）

（地域、業種）

（地域、業種、店舗詳細）
※Ａ枠はトップページと同じ画像が表示されます。



認証ページの
２４０×３２０サイズ枠
も利用可能！！！

http://u-10000.com

特
別
広
告
枠

広告掲載枠 － 特別広告枠

画像の大きさ ： 横２４０×縦３２０ px

画像形式 ： JPEGのみ アニメーション不可

ファイルサイズ ： １００KB 程度

※女性の画像のみとさせていただきます。

※特別広告枠に関しましては、アクセス毎にランダムにて

表示を行っております。ご了承ください。

当サイト最大サイズの掲載枠です。

エントランスページの上部中央に配置することで、

ユーザーの注目は間違いなく集められます。

気になる写真が目に入れば、間違いなくクリック

することでしょう！！



３０万 人以上/月

１０５万 PV以上/月

訪問数

閲覧数
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広告掲載枠 － MSトップページ

画像の大きさ ： 横２００×縦４０ px

画像形式 ： JPEG・GIF アニメーション可

ファイルサイズ ： １００KB 程度

携帯・スマホ版のエントランスページです。

幅広いユーザー環境に対応し、PC版とほぼ同等の

アクセスを確保しております！

ユーザーが最初に閲覧するページとして、多くのア

ピールが可能！

掲載枠は全部で１２枠！先着順ですのでお早めに

■携帯版

店舗名をテキスト表示

■スマホ版

※携帯・スマホ版の合計

掲載枠

※テキスト表示のみ

掲載枠

掲載枠

枠
限
定

１２
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広告掲載枠 － MS地域ページ

画像の大きさ ： 横２００×縦４０ px

画像形式 ： JPEG・GIF アニメーション可

ファイルサイズ ： １００KB 程度

携帯・スマホ版の地域一覧ページです。

ページトップに限定１２枠の掲載となります。

ページ上部での掲載となりますので、バナー効果

は大きく見込まれます☆

先着順での掲載となりますので、お早めに☆

■携帯版

店舗名をテキスト表示

■スマホ版

掲載枠

※テキスト表示のみ

掲載枠

掲載枠

枠
限
定

１２



オールセット掲載コース

画像形式
JPEG ・ ＧＩＦ　　　アニメーション可
（特別広告枠はJPEG形式の女性画像のみ。アニメーション不可）

画像サイズ

エリア・業種の追加掲載

5,000円

20,000円料金

料金

一ヶ月分無料 掲載115×140px（Ａ枠用１枚とＣ枠用２枚）

200×40px（Ｂ枠用１枚）

240×320px（特別広告枠用１枚）

各々容量100KB程度まで

（Ａ枠用の画像が女性の場合、お名前もお伝えください）

http://u-10000.com

料金表

※追加掲載のみのお申込み時は不可。

画像は掲載元と同様の画像を連動して使用

※必須

※Ａ枠用のみ必須

掲載エリアや業種の追加は、一枠追加毎に5,000円にて承ります。

例 ） ・業種を追加した場合

新宿・手コキ → 新宿・手コキ+オナクラ ＝ 25,000円

・エリアと業種を追加した場合

新宿・手コキ → 新宿+大久保・手コキ+オナクラ ＝ 30,000円

一ヶ月分無料 掲載

初めてお申込みを頂いた店舗様を対象に、１ヶ月間無料にて掲載を行います！

１ヶ月分の料金で、実質２ヶ月間の掲載が可能となっております。



③ 申し込み月の16日～末日に掲載 ⇒ 掲載月の翌月末日まで。
　（通常の料金満額をお支払い頂き、掲載月は無料にてサービス掲載致しま
す）

　　例：11/16日に掲載を行った場合、12/31日までの掲載

② 申し込み月の11日～15日に掲載 ⇒ 掲載開始日から掲載月の末日まで。
　（半額の料金をお支払い頂きます）

　　例：11/15日に掲載を行った場合、11/30日までの掲載

① 申し込み月の1日～10日に掲載 ⇒ 掲載開始日から掲載月の末日まで。
　（通常の料金満額をお支払い頂きます）

　　例：11/4日に掲載を行った場合、11/30日までの掲載
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掲載に関して

掲載期間について

1.0ヶ月掲載

0.5ヶ月掲載

1.5ヶ月掲載

必要書類について

当サイトでは、改正風営法内「無届の店舗型・無店舗型

性風俗特殊営業の広告宣伝の禁止」の見解に基づき、

『届出確認書』の確認をさせて頂きます。

無い場合は掲載出来ません。

料金のお支払いについて

・初回の料金につきましては、お申込みを頂いた際に

お支払い頂きます。

・次月以降のお支払いは、毎月20日前後に電子メール

にてご請求書をお送り致します。その際は、翌月分の

掲載料をお振り込み頂く形となります。

・下記に該当する場合は、許可無く一方的に掲載撤去、

契約破棄致します。 （料金等の返還は致しません）

①月末までにご入金が行われない場合。

②「風俗適正化法」に違反し違法店と当サイトが判断

した場合。

③掲載によって、当サイトの運営に不利益が生じると

判断した場合。

上記内容は、必ずお守りいただくようお願い致します。
キャンペーン適用で＋１ヶ月

キャンペーン適用で＋１ヶ月

キャンペーン適用で＋１ヶ月



　①メールまたはFAXにて『届出確認書』をお送り下さい。
     メールアドレス：yukichi@u-10000.com
　　 FAX番号：03-5937-3431

　　 ※メールの場合は、スキャンした画像を上記アドレスまでお送り下さい。
　　 　 FAXの場合カラー受信には対応しておりませんので、モノクロ送信にてお願い致します。
　
　　 当サイトでは、改正風営法内「無届の店舗型・無店舗型性風俗特殊営業の広告宣伝の禁止」の見解に基づき、
　　 『届出確認書』の確認を必須とさせて頂きます。　※届出確認書の確認にて知りえた情報は、外部に漏洩しないことを誓約いたします。

　②「お申込みコース名」及び、「バナー・女性の画像」といった広告素材をお送り下さい。
　　 ・料金表をご覧いただき、ご希望の掲載コースをお伝え下さい。
　　 ・各コースに該当する素材をお送りください。
　　　　※当サイトでは掲載する広告素材の制作は一切行っておりません。ご了承くださいませ。

　③ご入金ください。
　 　上記の2点（①、②）が確認出来次第、ご請求書・振込先口座を記載したメールをお送り致します。
　 　　 ※領収書の発行は出来かねますので、金融機関の明細をご利用下さい。

　④掲載開始です。
　 　ご入金確認後、速やかに掲載を開始致します。

尚、掲載箇所はご入金の先着順とさせていただきます。
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掲載までの流れ

届出確認書

を送付

コース名

広告素材

を送付

料金の

お支払い
掲載開始

掲載手順
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