
スマートフォン・タブレットでも簡単操作で即応募!!http://hopjob.net/

2016.DEC

▶検索上位獲得キーワード

「 初心者風俗求人 １位 」
「 熟女風俗求人 3位 」

「 ピンサロ求人 2位 」「 ソープ求人 ３位 」
「 オナクラ求人 3位 」 「 ぽっちゃり求人 1位 」

「ホップ」ではフーゾク未経験の女性向けに見やすく、分かりや
すい内容にこだわったサイト運営を行っております。新たに業
種版が加わり、掘り下げた情報で幅広いユーザーに満足してい
ただき、安心して応募出来る環境を提供して参ります。



●リニューアルポイントチェック！！●リニューアルポイントチェック！！

◆業種版「１６」サイトオープン

◆充実の求人詳細ページ

◆店舗別ページ

※通常のお申し込みで地域版と合わせて最大7サイト掲載

◆メインページ ◆一覧ページ

応募・お問い合わせ
求人情報右側と下部に分かり易く
表示しております。

在籍女性インタビュー
実際に働いている女性の生の声を
発信出来ます。

募集情報
「時間」「待遇」をアイコン化。
時間は営業時間を水色、募集強化
時間を青色で視覚化しております。
（閉店中は灰色）

在籍女性の年齢バランス

お店で働く女性を年齢別にグラフ
化し、ユーザー目線で働きやすさ
をアピール可能に！

メイン画像
大きな画像は訴求力バツグン！
検索結果にも縮小表示されるので
反響に直結します♪
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◆リアル嬢スコープ ◆スマホ専用ページ

デリヘル求人 ホテヘル求人 コスプレ求人 ソープ求人 ピンサロ求人

メンズエステ求人 人妻熟女求人

ヘルス求人

ぽっちゃり求人 Aカップ求人 タトゥー求人

ホテヘル求人 コスプレ求人 ソープ求人 ピンサロ求人

メンズエステ求人 人妻熟女求人

ヘルス求人デリヘル求人

セクキャバ求人

モデル求人

オナクラ求人

ぽっちゃり求人 Aカップ求人 タトゥー求人

体験入店求人SM求人

バック率公開
ホップオリジナルコンテンツ。
お客様料金を女性バックと並べて
お給料のイメージがしやすいよう
表示しております。

新業種版サイト
2017春 公開予定

※新業種追加に伴い、廃止になります。

ソフトサービス求人 高級店求人



◆TOPページ ◆検索結果ページ

◆各種バナー枠について

VIPバナー（限定５枠）
全ページの上部に表示される為、
お店のブランドイメージ向上にもオ
ススメです。外部・内部リンク選択可。

急募（オプション）
検索結果で上位に表示されますので
女性不足ですぐにでも人手が必要な
場合に有効です。

ピックアップ（オプション）
掲載期間の半分 ( 首都圏は1ヶ月 ) 最
上段に表示されますので、特に募集
を強化したい時にご利用ください。

TOPバナー
トップページ、検索結果ページに表
示され、求人応募を増やしたい店舗
様にオススメです。内部リンク

プレミアムバナー（限定６枠）

編集コンテンツのようなタイアップ
演出で、多くのユーザーを店舗求人
ページ（内部リンク）へ誘導できます。

●首都圏版リニューアルキャンペーン●首都圏版リニューアルキャンペーン

◆首都圏版 料金表（税別表記）

http://hopjob.net/

2ヶ月掲載
期間
ピックアップは1ヶ月!!
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首都圏版

※プレミアム・VIP バナーにはTOPバナー・通常枠・急募・ピックアップが含まれ、TOPバナーには通常枠と
　急募が含まれております。 ※プレミアムバナーは６枠、VIP バナーは５枠の限定商品となります。

プレミアムバナー期 間 VIPバナー TOPバナー 急募ピックアップ

¥60,000 ¥45,000 ¥30,000 ＋¥10,000＋¥10,000

オプション

通 常

¥15,000

プレミアムバナー期 間 VIPバナー TOPバナー 急募ピックアップ

¥120,000 ¥90,000 ¥60,000 ＋¥20,000＋¥20,000

オプション

通 常

¥30,0002ヵ月

限定6枠 限定 5枠
東京都

神奈川県・埼玉県・千葉県

2ヵ月

限定6枠 限定 5枠



◆TOPページ ◆検索結果ページ

◆各種バナー枠について

VIPバナー（限定５枠）
全ページの上部に表示される為、
お店のブランドイメージ向上にもオ
ススメです。外部・内部リンク選択可。

急募（オプション）
検索結果で上位に表示されますので
女性不足ですぐにでも人手が必要な
場合に有効です。

ピックアップ（オプション）
掲載期間の半分 (1.5ヶ月 ) 最上段に
表示されますので、特に募集を強化
したい時にご利用ください。

TOPバナー
トップページ、検索結果ページに表
示され、求人応募を増やしたい店舗
様にオススメです。内部リンク

プレミアムバナー（限定６枠）

編集コンテンツのようなタイアップ
演出で、多くのユーザーを店舗求人
ページ（内部リンク）へ誘導できます。

●全国版リニューアルキャンペーン●全国版リニューアルキャンペーン
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通常掲載のお申し込みでオプション
「急募(¥5,000)」をサービスいたします。急募セットキャンペーン

◆全国版・在宅版 料金表（税別表記）

※プレミアム・VIP バナーにはTOPバナー・通常枠・急募・ピックアップが含まれ、TOPバナーには通常枠と
　急募が含まれております。 ※プレミアムバナーは６枠、VIP バナーは５枠の限定商品となります。

３ヶ月掲載
期間
ピックアップは1.5ヶ月!!

全国版

プレミアムバナー期 間 VIPバナー TOPバナー 急募ピックアップ

＋¥5,000＋¥5,000

オプション

通 常

3ヵ月 ¥30,000 ¥23,000 ¥15,000 ¥10,000

限定6枠 限定 5枠
全国 & 在宅版 ( 首都圏を除く )

※首都圏は別途料金表参照

在宅版含む



◆掲載例

◆検索結果ページ表示順位

・検索結果の最上段に表示される商品になります。

・急募同様オプション商品となり、掲載期間の半分(1日開始)

  の日数でブースト表示されます。

・PC、スマホ、フィーチャーフォン各キャリアに反映されます。

・プレミアム・VIPバナーにはピックアップが含まれております。

・業種版でも同様に反映されます。

http://hopjob.net/

◆ピックアップについて
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池袋のデリヘル店「1/1～2/28」申込みの場合 (税別表記 )

※ピックアップ対象となる月をお選びください。
　途中日掲載の場合は間の月 (1日開始 )のみ対象となります。

ピックアップ
(期間限定)

急募

通常掲載

上
位

下
位

¥60,000

TOPバナー + ￥80,000=¥20,000

ピックアップ

¥20,000

ピックアップ

¥30,000

通常枠 + ￥50,000=

急募            1/1～1/31

ピックアップ     2/1～2/28

ピックアップ     1/1～1/31

通常枠         2/1～2/28

Pick U
p

● 【期間限定】ブーストオプション「ピックアップ」● 【期間限定】ブーストオプション「ピックアップ」



の掲載プランは4つからお選びいただけます。オプションは最大2つ追加できます。の掲載プランは4つからお選びいただけます。オプションは最大2つ追加できます。
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●各プラン掲載内容●各プラン掲載内容

プレミアムバナープラン

● プレミアムバナー ● TOPバナー
● 通常 ● 急募 ● ピックアップ

フォーマット形式のコンテンツ風バナーで多くのユー
ザーを店舗求人へ誘導できます。

求人をもっと増やしたい店舗様におすすめです。 充実した掲載内容で女のコの心を掴みます。

各地域版 限定6枠 !! 各地域版 限定5枠 !!
全ページ上部に表示される限定枠でブランドイメージ
向上におすすめです。

掲載期間の半分の期間、最上段に表示さ
れますので、特に募集を強化したい時の
ご利用が効果的です。

検索結果で上位に表示されますので女
性不足ですぐにでも人手が必要な場合
に有効です。

VIPバナープラン

●　ピックアップ

●　急 募TOPバナープラン 通 常 プラン

追加オプション

● VIPバナー ● TOPバナー
● 通常 ● 急募 ● ピックアップ

● TOPバナー ● 通常 ● 急募 ● 通常

<プラン内容>

<プラン内容>

<プラン内容>

<プラン内容>

※通常のお申し込みで地域版と合わせて最大7サイト掲載!!

ホテヘル求人 コスプレ求人 ソープ求人 ピンサロ求人

メンズエステ求人 人妻熟女求人

ヘルス求人デリヘル求人

セクキャバ求人 モデル求人オナクラ求人 体験入店求人SM求人

ぽっちゃり求人 Aカップ求人

タトゥー求人

さらに★16の業種版から最大6サイトにサービス掲載できます。さらに★16の業種版から最大6サイトにサービス掲載できます。

&
　グループから最大2つ

　グループから最大４つ ご選択下さい。

※詳しくは 5 ページ参照

※業種版にも反映されます



業種版バナー枠

▼多様なメニューでユーザーにアピール!!

　　　　地域版をお申込みいただいている店舗様向けにサービス掲載中の業種版で
オプションとしてのバナー枠を設置しました。検索では上位を獲得している業種版も
多数あり、目的意識の高いユーザーへのアピールに最適です。

Check!
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デリヘル求人 ホテヘル求人 コスプレ求人 ソープ求人 ピンサロ求人 メンズエステ求人 人妻熟女求人ヘルス求人

セクキャバ求人 モデル求人 オナクラ求人 ぽっちゃり求人 Aカップ求人 タトゥー求人 体験入店求人SM求人

デリヘル求人 ホテヘル求人 コスプレ求人 ソープ求人 ピンサロ求人 メンズエステ求人 人妻熟女求人ヘルス求人

セクキャバ求人 モデル求人 オナクラ求人 ぽっちゃり求人 Aカップ求人 タトゥー求人 体験入店求人SM求人

タトゥーあるけど
働けるのかな…？

店舗型のお店で
働きたいな…。

ぽっちゃりでも
大丈夫かな…？

サービス内容重視のユーザーへの
アプローチで定着率アップ!!



◆TOPページ ◆検索結果ページ

◆各種バナー枠について

VIPバナー（限定５枠）
全ページの上部に表示される為、
お店のブランドイメージ向上にもオ
ススメです。外部・内部リンク選択可。

急募（オプション）
検索結果で上位に表示されますので
女性不足ですぐにでも人手が必要な
場合に有効です。

ピックアップ（オプション）
掲載期間の半分 (1.5ヶ月 ) 最上段に
表示されますので、特に募集を強化
したい時にご利用ください。

TOPバナー
トップページ、検索結果ページに表
示され、求人応募を増やしたい店舗
様にオススメです。内部リンク

プレミアムバナー（限定６枠）

編集コンテンツのようなタイアップ
演出で、多くのユーザーを店舗求人
ページ（内部リンク）へ誘導できます。

●業種別料金表（税別表記）●業種別料金表（税別表記）

◆首都圏版 … … 掲載期間：2ヶ月

デリヘル版・ヘルス版・ホテヘル版・コスプレ版・ソープ版・ピンサロ版・メンズエステ版・人妻熟女版・セクキャバ版・SM版・モデル版・
オナクラ版・ぽっちゃり版・Aカップ版・タトゥー版・体験入店版

http://hopjob.net/8

地域版とセットでお申込みが可能なオプション商品になります。
各業種版単体でのお申込みはできません。ご注意!

※通常掲載プランでお申し込みいただいたピックアップ・急募オプションは業種版にも同様に反映されます。
※業種版バナーは単品です。プレミアムバナーは各限定6枠、VIPバナーは各限定5枠です。

※追加でお申し込みいただいたバナーは掲載されているすべての業種版へ反映されます。

東京都

プレミアムバナー VIPバナー TOPバナー

＋¥8,000 ＋¥6,000 ＋¥4,000

全国・在宅版 ( 首都圏を除く )

期 間

3ヵ月

通常掲載プランに無料で付帯する業種版へ
さらに効果の高いバナーを追加できます。
通常掲載プランに無料で付帯する業種版へ
さらに効果の高いバナーを追加できます。

プレミアムバナー VIPバナー TOPバナー

神奈川県・埼玉県・千葉県

期 間

2ヵ月 ＋¥15,000 ＋¥12,000 ＋¥8,000

プレミアムバナー VIPバナー TOPバナー期 間

2ヵ月 ＋¥30,000 ＋¥23,000 ＋¥15,000

◆全国版   … … 掲載期間：３ヶ月 

東京都  :  通常プラン
業種版 VIPバナー追加の場合 ▼

に
例 )

通常プラン　 　        ¥30,000
デリヘル版VIPバナー＋¥23,000

合計　　　　¥53,000


