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ぽっちゃりバニラのポイントぽっちゃりバニラのポイント
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⼤エリア・都道府県TOPにぽっちゃりバニラへの導線アイコン・バナーを設置。⼤エリア・都道府県TOPにぽっちゃりバニラへの導線アイコン・バナーを設置。

Point 
1 体型に⾃信のない⼥の⼦からの反響UP!

Point 
1 体型に⾃信のない⼥の⼦からの反響UP!

Point 
2 導線強化で流⼊UP!Point 
2 導線強化で流⼊UP!

新コンテンツであることをわかりやすくすることで、新コンテンツであることをわかりやすくすることで、

⾃信がなく、応募を諦めていた層⾃信がなく、応募を諦めていた層

お客さんが�

つくのか不安…

お客さんが�

つくのか不安…

在籍キャストが�

細い⼈ばかり…

在籍キャストが�

細い⼈ばかり…

ぽっちゃり�

キャストが�

たくさんいる!

ぽっちゃり�

キャストが�

たくさんいる!

私の体型でも�

稼げそう!

私の体型でも�

稼げそう!

ぽっちゃりバニラが応募のきっかけに!ぽっちゃりバニラが応募のきっかけに!



新オプション ぽっちゃりバニラ新オプション ぽっちゃりバニラ

ぽっちゃりバニラぽっちゃりバニラ
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⾃分のタイプに合ったお店とマッチングが可能に！⾃分のタイプに合ったお店とマッチングが可能に！

「ぽっちゃりだけど働けるお店なんてあるのかな…」

と応募を躊躇していた⼥の⼦のためのオプションが誕⽣

「ぽっちゃりだけど働けるお店なんてあるのかな…」

と応募を躊躇していた⼥の⼦のためのオプションが誕⽣

まず
は ⾃分の と で⾝⻑ 体重 ぽっちゃりタイプを診断 !まず
は ⾃分の と で⾝⻑ 体重 ぽっちゃりタイプを診断 !

2020 21 16年 ⽉ ⽇（⽔）リリ ス予定2020 21 16年 ⽉ ⽇（⽔）リリ ス予定

100kg以上100kg以上ややぽちゃ未満ややぽちゃ未満 ややぽちゃややぽちゃ ぽちゃぽちゃ 激ぽちゃ激ぽちゃ

ぽっちゃりタイプは5タイプぽっちゃりタイプは5タイプ
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採⽤基準がわからずに応募を⼾惑っていた⼥の⼦も、�

⾃分にマッチしたお店が簡単にわかるように！

採⽤基準がわからずに応募を⼾惑っていた⼥の⼦も、�

⾃分にマッチしたお店が簡単にわかるように！

タイプ診断と採⽤タイプタイプ診断と採⽤タイプ

タイプ診断タイプ診断

⾃分の体型が

わからない！

どの程度か
・ ・ ・ ・

⾃分の体型が

わからない！

どの程度か
・ ・ ・ ・

⼥の⼦のぽっちゃりレベルを可視化⼥の⼦のぽっちゃりレベルを可視化

採⽤タイプ採⽤タイプ

お店の求める

わからない！

ぽっちゃりの基準が
・ ・・ ・ ・・ ・

お店の求める

わからない！

ぽっちゃりの基準が
・ ・・ ・ ・・ ・

お店の求めるぽっちゃりレベルを可視化お店の求めるぽっちゃりレベルを可視化

応募への⼾惑いがなくなり反響UPにつながる!応募への⼾惑いがなくなり反響UPにつながる!



ぽっちゃりバニラ ⼀覧ページ表⺬ぽっちゃりバニラ ⼀覧ページ表⺬

SP PC
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⼀覧上には店舗管理内で�

選択した⼀⼈分が表⺬されます。

最⼤⼆⼈分登録可能



ぽっちゃりバニラ 表⺬項⽬詳細ぽっちゃりバニラ 表⺬項⽬詳細
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ぽっちゃりバニラだけの設定情報

専⽤�

メイン画像

積極採⽤�

タイプ

先輩の�

お給料

ターゲットであるぽっちゃりさんへ向けての画像設定が可能！�

情報量の多い店舗詳細内で更に⽬を引くことができる！

積極採⽤をしているぽっちゃりタイプとタイプ別の在籍率が�

ひと⽬で分かる！�

店舗様の求める体型の⼥の⼦とのマッチング率を⼤幅にUP！

在籍している⼥の⼦の給料モデルを表⺬することで�

ぽっちゃりさんでも稼げるという後押しに！

※2名まで設定可能

・・・



ぽっちゃりバニラ 店舗詳細内の表⺬場所

PCSP
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※他オプションのような�

タブ表⺬はございません

急募インフォメーション下

PC

待遇・環境の下

※ぽっちゃり有料掲載の店舗様に�

のみ表⺬されます

店舗詳細内の表⺬場所

SP



掲載プランについて掲載プランについて

有料掲載有料掲載

1プランのみ
※限定枠なし

1プランのみ
※限定枠なし

⼩エリアを持たず、都道府県⼀覧ページで構成�

掲載エリアは本掲載のエリアに準ずる

⼩エリアを持たず、都道府県⼀覧ページで構成�

掲載エリアは本掲載のエリアに準ずる

（本掲載と都道府県を分けることは不可）（本掲載と都道府県を分けることは不可）

無料掲載無料掲載

AパターンAパターン

BパターンBパターン
ぽっちゃり専⾨店以外(媒体側で選定)�

メイン画像＆店舗詳細へのリンクなし

ぽっちゃり専⾨店以外(媒体側で選定)�

メイン画像＆店舗詳細へのリンクなし

ぽっちゃり専⾨店のみ(媒体側で選定)�

メイン画像＆店舗詳細へのリンクあり

ぽっちゃり専⾨店のみ(媒体側で選定)�

メイン画像＆店舗詳細へのリンクあり
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サンプルバニラサンプルバニラ



ぽっちゃりバニラ詳細ぽっちゃりバニラ詳細
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※下記職種のご掲載料⾦は全て2倍となります。�

オナクラ／添い寝(⼿コキ系/ハグ系も含む)／リフレ／グッズモニター(DVDモニター含む)／レンタルデート系(彼⼥・カラオケ等)

※下記職種のご掲載料⾦は全て2倍となります。�

オナクラ／添い寝(⼿コキ系/ハグ系も含む)／リフレ／グッズモニター(DVDモニター含む)／レンタルデート系(彼⼥・カラオケ等)

料⾦料⾦ 全国⼀律 (1プランのみ限定枠なし)全国⼀律 (1プランのみ限定枠なし) ￥10,000￥10,000

表⺬順表⺬順
有料掲載上位表⺬順有料掲載上位表⺬順

無料掲載はパターン内ランダム。有料＞無料A＞無料Bの順で優先に表⺬。無料掲載はパターン内ランダム。有料＞無料A＞無料Bの順で優先に表⺬。

上位表⺬回数上位表⺬回数 10回10回 (タイマー設定可能)(タイマー設定可能)

掲載エリア掲載エリア メイン掲載の都道府県 (固定)メイン掲載の都道府県 (固定)



変更点について＜ユーザー画⾯＞変更点について＜ユーザー画⾯＞
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導線追加導線追加

項⽬削除項⽬削除



変更点について＜店舗管理画⾯＞変更点について＜店舗管理画⾯＞

基本⼊⼒項⽬基本⼊⼒項⽬>>求⼈情報求⼈情報

追加項⽬追加項⽬

項⽬削除項⽬削除

⼀覧に表⺬することができます ※本掲載が無料プランの店舗様は対象外

「掲載する」を選択することで、ぽっちゃりバニラ未掲載の店舗様でも無料枠として

⼀覧に表⺬することができます ※本掲載が無料プランの店舗様は対象外

「掲載する」を選択することで、ぽっちゃりバニラ未掲載の店舗様でも無料枠として
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スケジュールについてスケジュールについて
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初回登録については掲載申し込みの登録のみとなります。�

初期設定の画像やその他の項⽬についてはリリース後各店舗様にて⾏ってください。

初回登録については掲載申し込みの登録のみとなります。�

初期設定の画像やその他の項⽬についてはリリース後各店舗様にて⾏ってください。

2020年2020年

リリースリリース先⾏受付期間先⾏受付期間

※メールにて申込み受付※メールにて申込み受付

12/3(⽊)12/3(⽊) 12/14(⽉)12/14(⽉) 12/16 (⽔)12/16 (⽔)

先⾏受付期間先⾏受付期間 順次掲載開始順次掲載開始

先⾏申込店舗様�
掲載開始

先⾏申込店舗様�
掲載開始

※先⾏受付期間以降にお申込みのあった店舗様については、12/17（⽊）以降に順次掲載開始

12⽉16⽇(⽔)12⽉16⽇(⽔)
12⽉14⽇(⽉)12⽉14⽇(⽉)

∼12⽉3⽇(⽊)∼12⽉3⽇(⽊)

2020年2020年



受付・⼀覧表⺬受付・⼀覧表⺬
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リリース前リリース前

※③の段階ではまだユーザー画⾯に表⺬されません�

※画像作成は通常のオプションと同様のルールにて作成いたします

※③の段階ではまだユーザー画⾯に表⺬されません�

※画像作成は通常のオプションと同様のルールにて作成いたします

リリース後リリース後

運�
営�
に�
よ�
る�
設�
定

運�
営�
に�
よ�
る�
設�
定

店�
舗�
様�
に�
よ�
る�
設�
定

店�
舗�
様�
に�
よ�
る�
設�
定

(規定テンプレート有)(規定テンプレート有)メールにて掲載申し込み受付メールにて掲載申し込み受付11 代理店全権より申し込み受付代理店全権より申し込み受付11

メイン画像の作成メイン画像の作成 (依頼時のみ)(依頼時のみ)22

画像を添付した設定完了のお知らせメールを送付画像を添付した設定完了のお知らせメールを送付（画像添付は依頼があった場合のみ）（画像添付は依頼があった場合のみ）33

必須項⽬を全て⼊⼒いただくとユーザー画⾯（検索⼀覧）へ表⺬されます

※メイン画像、先輩インタビューは任意項⽬

4 オプション項⽬ ぽっちゃりバニラ>

必須項⽬を全て⼊⼒いただくとユーザー画⾯（検索⼀覧）へ表⺬されます

※メイン画像、先輩インタビューは任意項⽬

4 オプション項⽬ ぽっちゃりバニラ>



ぽっちゃりバニラ QAぽっちゃりバニラ QA

無料掲載中の店舗様を運営スタッフが⼀定期間ごとに確認し、�

ぽっちゃりに特化していると⾒受けられる店舗様に関しては、�

メイン画像つきで⼀覧へ表⺬させていただいております。�

※店舗様からのお申し出は受け付けておりません。

無料掲載中の店舗様を運営スタッフが⼀定期間ごとに確認し、�

ぽっちゃりに特化していると⾒受けられる店舗様に関しては、�

メイン画像つきで⼀覧へ表⺬させていただいております。�

※店舗様からのお申し出は受け付けておりません。

ぽっちゃりユーザーを求める店舗様のみに�

有料掲載をお願いしたいため�

ランキングへの反映はありません。

ぽっちゃりユーザーを求める店舗様のみに�

有料掲載をお願いしたいため�

ランキングへの反映はありません。

Q1Q1 Q2Q2
無料掲載の表⺬の違いはなんですか？無料掲載の表⺬の違いはなんですか？ 有料掲載のランキングへの反映はありますか？有料掲載のランキングへの反映はありますか？

Q3Q3 Q4Q4

Q5Q5 Q6Q6

未経験プランはついてきますか？未経験プランはついてきますか？ 掲載エリアを指定したいのですができますか？掲載エリアを指定したいのですができますか？

ぽっちゃりの有料掲載期間が終了したら⾃動で�

無料掲載として表⺬されますか？

ぽっちゃりの有料掲載期間が終了したら⾃動で�

無料掲載として表⺬されますか？

ぽっちゃりのメイン画像を設定しないと�

どの画像が表⺬されますか？

ぽっちゃりのメイン画像を設定しないと�

どの画像が表⺬されますか？

『未経験プラン』の無料掲載は�

付属いたしません。

『未経験プラン』の無料掲載は�

付属いたしません。

任意のエリアを指定していただくことはできません。�

本掲載のメインエリアの属する都道府県が�

⾃動的に選択されます。

任意のエリアを指定していただくことはできません。�

本掲載のメインエリアの属する都道府県が�

⾃動的に選択されます。

店舗管理画⾯＞求⼈情報＞ぽっちゃりバニラ無料掲載で�

「掲載する」を選択している場合、⾃動で切り替わります。�

「掲載しない」を選択していた場合、�

掲載するに切り替えたタイミングで無料掲載として表⺬されます。

店舗管理画⾯＞求⼈情報＞ぽっちゃりバニラ無料掲載で�

「掲載する」を選択している場合、⾃動で切り替わります。�

「掲載しない」を選択していた場合、�

掲載するに切り替えたタイミングで無料掲載として表⺬されます。

メイン掲載のメイン画像が表⺬されます。メイン掲載のメイン画像が表⺬されます。
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