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求人情報掲載について

お客様に合ったプランをご提供致します。
ルルワークは、従来以上に効率よく女の子の募集を増やすことができる強力な訴求ツールが満載です。
目的に合ったプランで女の子募集を目的としてサービスをご利用下さい。

PC・SP・タブレットに
対応しています！
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プロモーション活動

UI/UX 対策
コンテンツは女の子が見るものです。
周りの目を気にせずどこでもサイトを
閲覧できる事と、怖くて堅いイメージを
排除して女の子が使いやすいデザインに
しています。

従来の「問い合わせする」という言い回し
ではなく、「待遇を確認する」など、電話
しやすい言い回しを意識して、最終目的
である女の子に「行動」してもらえる様
常に内部要因を改修してより良い
コンテンツを目指しています。

ルルワークでは内部 SEO に力を入れて
います。スパム的な無駄なページ量産や
過度なキーワード乱用は一切せず、
全てユニークページとなるような施策と
適切なメタタグ設定を行っています。
技術的な部分では、HTML5+css3 での
構築など、W3C 推奨のサイト構築を
行っています。

また、外部 SEO としては、求人ブログや
情報まとめ系のメディアなどの被リンクを
適正量を考え施設しております。

店舗数が増えれば、増えるほど、お客様の
サイトも SEO 効果で上位へあがっていき
ます。
是非、お知り合いの店舗様、代理店様を
ご紹介ください。

SEO 対策 自店舗
SEO 対策にも
バッチリ
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店舗掲載箇所　

SP版PC版

訴求画像 L

お店の情報や紹介
待遇などを表記

訴求画像M
3枚

体験談
女の子
一覧

訴求画像 L 訴求画像 L訴求画像 L

お店の情報や紹介
待遇などを表記

訴求画像M
3枚

体験談
女の子
一覧

訴求画像M3枚訴求画像M3枚

お店の情報や紹介お店の情報や紹介

待遇などを表記待遇などを表記
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有料店舗様と無料店舗様の違い①
ルルワークでは有料プランと無料プランによって表示方法が異なります。

有料 = おススメ求人枠 (PC のみ )
店舗様がホットニュースを更新した順番で表示がされますが有料店舗様の場合、無料店舗様より上位へ表示されます。

有料 = 店舗一覧
店舗一覧ページも同様に表示順位が上がります。

拡大

おススメ枠

店舗一覧

SP版PC版

店舗一覧
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有料店舗様と無料店舗様の違い② ～ PC版～

有料 無料

店舗 TOP 店舗：最新のニュース 店舗：働いてみた感想 店舗 TOP 店舗：最新のニュース 店舗：働いてみた感想

有料プランでは他店舗の広告が表示されません。よりシンプルに店舗のアピールが可能となります。

他店舗広告

他店舗広告

他店舗広告

他店舗広告

他店舗広告

他店舗広告
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有料店舗様と無料店舗様の違い③ ～ SP版～

有料 有料

店舗 TOP 店舗：最新のニュース 店舗：働いてみた感想 店舗 TOP 店舗：最新のニュース 店舗：働いてみた感想

他店舗広告

他店舗広告

他店舗広告 他店舗広告

他店舗広告

他店舗広告
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店舗掲載プラン内容
ルルワークでは求人情報掲載のプランが二つあります。以下プラン表です。

価格

サービス内容 有料プラン 無料プラン

掲載箇所

20,000 円（税抜）

※新規ご掲載時は当月日割り料金＋翌月分掲載料金となります。
※お得な半年割、年間割も対応してます。
※2014 年末までにお申込みのお客様はずーっと月額 20000 円（税抜）！

※相互リンクで無料掲載。

1 日 /0 回

1 日 /5 回　

更新順に上位へ 更新順に上位へ（有料プランより上にいきません）

1 日 /1 回

０円

1. 求人情報一覧
2. 新着情報一覧

3. おススメ求人情報
4. 体験談一覧

1. 求人情報一覧
2. 新着情報一覧

3. おススメ求人情報
4. 体験談一覧

店舗情報更新（UP ボタン）

新着情報投稿回数

店舗一覧での表示位置

店舗一覧での表示内容

体験談の女の子登録数 無制限

1 日 /10 回

1. 業種　  2. 店舗名  　3. 地域  　4. 訴求画像 　 5. 待遇　  6. 店舗紹介文（冒頭） 

無制限

体験談一覧での表示内容 1. 業種　  2. 店舗名  　3. 地域  　4. 名前 　 5. 写真　  6. お給料 /1 日

【ご確認 1】新規ご掲載時は、当月日割り料金と翌月掲載料金を合算した金額となります。当月日割り料金のみでの掲載はお受けしておりません
【ご確認 2】掲載開始希望日を経過していた場合でも、弊社にてご入金が確認できていない場合には掲載できません。
【ご確認 3】ご入金の確認から掲載完了までには最長で 2 営業日（土・日・祝日を除く）を要します。
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店舗掲載画像規定
ルルワークでは、有料・無料に関わらず訴求画像が自由に登録できます。

訴求画像 L 訴求画像 M

備考 ・FLASH 不可
・FLASH 不可
・画像登録※する際、1 画像ずつ訴求文章とセットです。
※画像のみだと登録できません。

容量 80KB 以内 50KB 以内

掲載可否

1. 風俗店舗の広告であることが明確であり、利用ユーザーに誤解を与えないデザインである事。
2. サイトの品位やデザインを著しく低下させないデザインである事。
3. バナーデザインでは、日本で定められている風営法を侵害する表現をしない事。
4. 嘘偽りの内容（勧誘・訴求）による、画像・テキストなどのデザイン表現をしない事。

画像種類

830px X 300px　（推奨）
※サイズが若干違くとも登録できます。 ※サイズが若干違くとも登録できます。

240px X 140px（推奨）
サイズ

登録可能本数 1 本固定 3 本固定

.gif/.jpg/.png（GIF アニメーション可能です。）形式
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広告掲載箇所

A
B

C

C

A =プレミアム枠 (PC/SP)

B = ピックアップ枠 (PC/SP)

C = スクウェア枠 (PC のみ )

店舗詳細内のページ以外は常に表示。
掲載順は申し込み順。店舗エリアのみ掲載。
表示固定。PC 版は MAX20 枠。
SP 版は最大 6 枠でローテーション。

エリア TOP ページにのみ掲載。
掲載は申し込み順。店舗エリアのみ掲載。
カルーセルによる切り替え表示。MAX7 枠。

店舗詳細内のページ以外は常に表示。
掲載順は申し込み順。店舗エリアのみ掲載。
表示固定。MAX2 枠。

C = スクウェア枠（全国掲載）(PC のみ )
店舗詳細内のページ以外は常に表示。
掲載順は申し込み順。全国（書くエリア TOP ページ）へ掲載。
表示固定。MAX1 枠。

+

+

B

A

PC版 SP版
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【ご確認 1】新規ご掲載時は、当月日割り料金と翌月掲載料金を合算した金額となります。当月日割り料金のみでの掲載はお受けしておりません
【ご確認 2】掲載開始希望日を経過していた場合でも、弊社にてご入金が確認できていない場合には掲載できません。
【ご確認 3】ご入金の確認から掲載完了までには最長で 2 営業日（土・日・祝日を除く）を要します。

広告掲載プラン内容
ルルワークでは、有料・無料に関わらず、広告主様を歓迎いたします。

ピックアップ枠 スクウェア枠プレミアム枠 スクウェア枠（全国）仕様内容

掲載箇所

価格（一ヶ月） 30,000 円（税抜） 30,000 円（税抜） 20,000 円（税抜） 30,000 円（税抜）

・掲載範囲はそのエリア内
・店舗詳細内以外で左カラム

・掲載範囲はそのエリア内
・エリア TOP のみ
・SP 版のエリア TOP

・掲載範囲はそのエリア内
・店舗詳細内以外で右カラム

・掲載範囲は全国
・店舗詳細内以外で右カラム最上部

掲載順 掲載順は申し込み順

1 ヶ月から受付しております。

広告の表示領域がわかるように、画像の周囲に 「ワク線」 を描画いただくか、または背景を着色してください。
ワク線や背景色の指定は特にございませんが、視認性が極端に低い場合など、修正をお願いすることがあります
プレミアム枠、ピックアップ枠、スクウェア枠、スクウェア枠（全国）、は店舗へ直リンク可能です。

掲載期間

入稿規定
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ルルワークでは、有料・無料に関わらず、広告主様を歓迎いたします。

ピックアップ枠 スクウェア枠プレミアム枠 スクウェア枠（全国）仕様内容

掲載可否

1. 風俗店舗の広告であることが明確であり、利用ユーザーに誤解を与えないデザインである事。
2. サイトの品位やデザインを著しく低下させないデザインである事。
3. バナーデザインでは、日本で定められている風営法を侵害する表現をしない事。
4. 嘘偽りの内容（勧誘・訴求）による、画像・テキストなどのデザイン表現をしない事。

広告サイズ 150px X 40px（固定） 830px X 300px（固定） 240px X 240px（固定） 240px X 240px（固定）

容量 25KB 以内 80KB 以内 50KB 以内 50KB 以内

広告枠 MAX20 枠

備考 FLASH 不可

MAX7 枠 MAX7 枠 MAX7 枠

.gif/.jpg/.png（GIF アニメーション可能です。）（※FLASH 不可）形式

広告掲載画像規定
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■ 対象環境 PC

[Windows]
　OS Windows 7/8 以上
　Internet Explorer 10(Windows7 以降に限る )　　Firefox 26.0 以降　　Safari 7.0.1 以降　　Chrome 31.0 以降　　Opera 12.1 以降
　ブラウザ設定
　　・ActiveX コントロール 有効 
　　・JavaScript 機能 有効
[Mac]
　OS Mac OS X v10.9 Mavericks 以上
　Internet Explorer 10(Windows7 以降に限る )　　Firefox 26.0 以降　　Safari 7.0.1 以降　　Chrome 31.0 以降　　Opera 12.1 以降
　ブラウザ設定
　　・JavaScript 機能 有効

■ 対象環境スマートフォン

[iOS]
　iOS7.0 以上
[Android]
　Android4.0 以上

代理店マージン等は個別に対応いたしますので、お問い合わせください。

名称　：ルルワーク事務局
メール：info@luluwork.jp
担当　：佐藤

インフォメーション

お問い合わせ先
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