
SAMPLE

2019年 1月版

一般メンズエステ店限定 情報検索サイト
https://me-navi.com

一般メンズエステ限定ポータルサイトのご案内

一つのご登録で4サイト
同時掲載!

初期費用・月額費用一切ナシ！
貴店だけのホームぺージが

全て0円!!
追加料金一切ナシで求人サイトも同時掲載 (合計4サイト )!

管理画面は1つだから更新の面倒さもナシ！ ご掲載と同時に自動でホームページが出来上がります！

https://me-navi.com

https://ja-nai.net

風俗じゃない 高 収 入 バイト探しなら

じゃないねっと
https://go-relax.jp

https://me-navi.com/job/集客

集客

求人

求人

ここが

オススメ!! さらに!

掲載と連動で更新の手間なし！



じゃないねっと

初期費用・月額費用0円！！ 
無料ホームページ機能

追加料金無し！無料掲載でもOK！！
求人サイトへ同時掲載

ブログ・ホームページに埋め込みOK！
ウィジェット機能

他にも様々なコンテンツをご用意！ 
その他イチオシ機能

露出拡大！予約誘導には割引クーポン

※オプションで【独自ドメイン＆全９ページ】の DXフルページプラスへ
プランアップが可能です

追加費用は一切ナシ！でメンズエステ専門求人サイト
（メンエスナビ求人＆じゃないねっと）へ同時掲載！
ログインする管理画面は 1つなので、店舗の基本情報は
4サイト共有で、求人用に分けたい情報のみ編集すればよいので
管理もラクラク！

メンエスナビへ掲載するだけで、オリジナルホームページが無料
でついてきます！難しい操作などは一切無しでスグにお使いいた
だけます。なんと他媒体への掲載に必要なリンクなどの設置も
OK ！
既にホームページをお持ちの店舗様でも、LP ページとしてお使
い頂ければ、リンク誘導にも活躍！

既にお持ちのブログやホームページへ埋め込み可能な
メンエスナビ オリジナルウィジェットをご用意！

写メ日記・出勤スケジュールの表示枠、貴店口コミへの
リンクバナーなど各大小 2種類のサイズで設置が可能！

お店のブログやホームページを簡単にグレード UP できます。

お好みで設定できるオリジナルブログ機能。
もちろんTwitter 連動可能だから更新もラクラク！
既にお持ちの外部ブログを掲載ページ内に表示も可能（RSS）

注目度大！！ユーザー参加型体験投稿で掲載ページへ誘導

予約に直結！！ 割引クーポン

わずらわしい広告一切ナシ！ 無料ブログ

注目度大！！メンエス体験投稿

同時掲載!!

イチオシコンテンツ紹介



PC版 スマートフォン版

エリアページ及び各都道府県の最上段に表示されるセラピストピックアップ枠です。
セラピストの写真が表示されますのでアピール力バツグン！！
各都道府県５枠限定となります！

１ 都道府県トップバナー オプション販売枠

各都道府県2枠限定！！PCは２つ同時表示、スマホ版は交互に表示なので、ラン
ダム表示で全然表示されない…という心配ナシ！！

【表示サイズ】320×50ピクセル
【入稿サイズ】 640×100ピクセル   ※GIF アニメ可

店名・写真表示、さらに業態と駅名で注目度＆クリック率は激高↑PCは6枠ラン
ダム、スマートフォン版では5枠ランダムでの表示となります。

有料プランお申込のお客様にはもれなくエリアバナー枠をサービス！ショップページ
以外のほぼ全てのページで表示！表示もランダムではなく巡回で表示しているため、
偏りもありません！！

３ エリアバナー 

4 メンエスナビ オススメ！

２ おすすめセラピスト
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1
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オプション販売枠

有料プラン掲載枠

プレミアムプラン特典

プレミアムプラン特典

プレミアムプラン掲載枠・オプション販売枠 ご案内



https://me-navi.com/job/ https://ja-nai.net

【メンエスナビ求人】【じゃないねっと】は非風俗店のみ（メンズエステ、マッサージ、リ
フレ系）を掲載している女性向け高収入求人・副業バイト専門サイトです。首都圏・関西
エリアを中心に、女性向けの求人情報を紹介しております。

&

メンエスナビ求人 トップページ

高収入求人を探しているが、風俗やキャバクラ等は自分には…という女性をターゲットにしたことで、風俗の求人より幅広い方々、年齢層にご利用頂
ける求人サイトになっております。高収入求人、収入UPの副業バイトを探す女性への発信場所としてご活用下さい !

非風俗に特化した、安心して利用できる
               メンズエステ系求人情報サイト

のイチオシPOINT!!

求人

見やすい・探しやすい レスポンシブ対応 ＆シンプルデザイン

非風俗店のみ掲載だから 女性が安心してお仕事を探せる

その他コンテンツも充実 よくある質問＆人気エリアランキング

風俗じゃない 高 収 入 バイト探しなら

じゃないねっと

女性向け求人サイト メンエスナビ求人＆じゃないねっと 求人 風 俗じゃない 高 収 入 バイト探しなら

じゃないねっと



PC版 スマートフォン版

１

１

2

2

3

3

１ 都道府県トップバナー 

３ エリアバナー (300×60 GIF アニメ可 )

２ メンエスナビ求人のオススメ

オプション販売枠

プレミアムプラン掲載枠

プレミアムプラン掲載枠

有料プランお申込のお客様にはもれなくエリアバナー枠をサービス！
ショップページ以外のほぼ全てのページで表示！
表示もランダムではなく巡回で表示しているため、偏りもありません！！

店名・写真表示、業態アイコンで注目度＆クリック率は激高↑
6枠ランダムでの表示となります。

各都道府県2枠限定！！PCは２つ同時表示、スマホ版は交互に表示なので、ラン
ダム表示で全然表示されない…という心配ナシ！！

【表示サイズ】320×50ピクセル
【入稿サイズ】 640×100ピクセル   ※GIF アニメ可

メンエスナビ求人  オプション枠 求人プレミアムプラン掲載枠・オプション販売枠 ご案内



掲載連動サイトのご案内

男性が特に気になる在籍女性と料金のみを
ピックアップでご紹介！
セラピストのプロフィールや写真・動画、
限定割引クーポンで自店ご掲載ページへ誘導。

非風俗限定・未経験大歓迎の高収入バイト
副業の求人情報サイトです。
首都圏・関西エリアを中心に
女性向けの求人情報を紹介しております。

メンズエステ・アロマエステ情報を探すなら

メンズエステ集客サイト【ゴリラ】

http://go-relax.jp/

全国のメンズエステ・リフレなどの
非風俗バイト求人情報サイト

https://ja-nai.net

風俗じゃない 高 収 入 バイト探しなら

じゃないねっと



関東エリア

関西エリア

初回3ヵ月一括払い（総額）

キャンペーン価格

キャンペーン価格 キャンペーン価格

継続時 1ヶ月単位

初回3ヵ月一括払い（総額） 継続時 1ヶ月単位

東京 15,000円（45,000円）1２,000円（36,000円）

神奈川・千葉・埼玉

栃木・群馬・茨城

プレミアムプラン

キャンペーン価格にて掲載開始、その後継続で
次回以降もずっとキャンペーン価格が適応！！

月額掲載料 ( 税抜価格 )

15,000円 1２,000円

10,000円（30,000円） 8,000円（24,000円） 10,000円 8,000円

5,000円（15,000円） 4,000円（12,000円）

5,000円（15,000円）

3,000円（9,000円）

2,000円（6,000円）

5,000円 4,000円

東京

神奈川・千葉・埼玉

栃木・群馬・茨城

8,000円（24,000円）

5,000円（15,000円）

3,000円（9,000円）

キャンペーン価格 キャンペーン価格

5,000円

3,000円

2,000円

8,000円

5,000円

3,000円

オープニングキャンペーン!!今だけ！

オプション各種バナー（1 個の料金）

キャンペーン価格

初回3ヵ月一括払い（総額） 継続時 1ヶ月単位

3,000円（9,000円）

2,000円（6,000円）

大阪・京都・兵庫

滋賀・奈良・和歌山

5,000円（15,000円）

3,000円（9,000円）

キャンペーン価格
3,000円

2,000円

5,000円

3,000円

キャンペーン価格
3,000円（9,000円）

2,000円（6,000円）

5,000円（15,000円）

3,000円（9,000円）

キャンペーン価格
3,000円（9,000円）

2,000円（6,000円）

5,000円（15,000円）

3,000円（9,000円）

キャンペーン価格
3,000円

2,000円

5,000円

3,000円

オプション各種バナー（1 個の料金）

初回3ヵ月一括払い（総額） 継続時 1ヶ月単位

10,000円（30,000円） 8,000円（24,000円）

滋賀・奈良・和歌山

大阪・京都・兵庫

プレミアムプラン 月額掲載料 ( 税抜価格 )

10,000円 8,000円

5,000円（15,000円） 4,000円（12,000円） 5,000円 4,000円

東海エリア

キャンペーン価格 キャンペーン価格

初回3ヵ月一括払い（総額） 継続時 1ヶ月単位

愛知

静岡・岐阜・三重

キャンペーン価格
3,000円

2,000円

5,000円

3,000円

オプション各種バナー（1 個の料金）

初回3ヵ月一括払い（総額） 継続時 1ヶ月単位

10,000円（30,000円） 8,000円（24,000円）

静岡・岐阜・三重

愛知

プレミアムプラン 月額掲載料 ( 税抜価格 )

10,000円 8,000円

5,000円（15,000円） 4,000円（12,000円） 5,000円 4,000円

九州エリア

キャンペーン価格 キャンペーン価格

初回3ヵ月一括払い（総額） 継続時 1ヶ月単位

福岡

佐賀・大分・熊本・長崎・宮崎・鹿児島

オプション各種バナー（1 個の料金）

初回3ヵ月一括払い（総額） 継続時 1ヶ月単位

10,000円（30,000円） 8,000円（24,000円）

佐賀・大分・熊本
長崎・宮崎・鹿児島

福岡

プレミアムプラン 月額掲載料 ( 税抜価格 )

10,000円 8,000円

5,000円（15,000円） 4,000円（12,000円） 5,000円 4,000円

※初回掲載時は3ヵ月一括でのお支払いとなります
　（開始3ヵ月以内での途中解約はできません）

※プレミアムプラン解約後に再掲載をお申し込みの際は、初回掲載扱いとなり
　3ヵ月一括でのお支払いにてお申込みとなります
　（開始3ヵ月以内での途中解約はできません）

キャンペーン価格

プレミアムプラン 料金のご案内



テキスト

SSL（https:// ～安全な暗号化通信アドレス）はインターネット上で安全にデー
タ通信できる仕組みです。検索エンジンの「Google」も SSL化によって検索
結果にも影響があると言われています。当サービスは、全てのページがSSLに
対応しています。

「ホームページを作りたいが初期費用が高いので困っている」「作ったはいいが
維持費用が高い」こんなことでお困りではありませんか？メンエスナビのオリ
ジナルドメインフルページプランなら、初期費用、制作費用は一切かかりませ
ん！さらにドメインがついてきて月額5,000円～！他とぜひ比べて下さい！！

管理画面はCMS（コンテンツマネジメントシステム）なので、直感的にわかり
やすく簡単に更新が可能です！更に、メンエスナビとの連動更新で、掲載を更
新することで自動的にホームページの内容も更新！！

ホームページの骨組みは全ページ「レスポンシブデザイン」（表示画面の幅に
より自動でデザインが伸縮するデザイン）で作成しているので、PCはもちろん、
スマートフォン、タブレットにも自動対応！！

完全SSL化対応済み

スマートフォンに特化した
レスポンシブデザイン

使いやすいCMSで
掲載との更新連動

初期費用・制作費用0円

オリジナルドメイン 予約フォーム標準装備 メールアドレス5個無料最大9ページ
（セラピスト個人ページ含まず）

5,000円（15,000円） 3,000円（9,000円）

オープニングキャンペーン!!今だけ！
オープニングキャンペーンは先着50店舗様限定!!（2019年6月末〆切）

オープニングキャンペーンは先着50店舗様限定!!（2019年6月末〆切）

全部コミコミで!!

上記の他にも納得の機能が満載！！

月額（税抜価格） （税抜価格）月額

DXフルページ+（プラス）※ホームページ用オプション

貴店だけのホームページがなんと月額・初期費用0円から作成できます！！
「今お持ちのホームページ、ひと月にいくら払ってますか？」

イチオシ！イチオシ！


