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よるともとは？
1999 年 12月に誕生した、風俗情報サイトのパイオニア…
それが「よるとも」です。
現在の姿までリニューアルを重ねること 5回、時代のニー
ズに合わせて形を変えてきました。
私たちはこれからも長年の運営経験をベースに、お客様で
ある風俗店様・エンドユーザーである男性客の声を柔軟に
取り入れ、風俗店様の集客のサポート、ひいては業界の活
性化を目指して、常識・枠にとらわれない広告手法にチャ
レンジしてまいります。

イメージキャラクター：
　よるとボーイ

オリジナル楽曲：Yorutomotion（YouTube にて公開中）

イメージキャラクター：
　よるとベアー

LINE スタンプ
販売中

よるとボーイ編

よるとベアー編
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■男女比 ■使用デバイス■年代

媒体データ 2018年度 全国版統合実績

■月間平均ページビュー数

13,998,503 1,844,983
■月間平均訪問者数

男女比において、メインターゲットは男性ですが、よるともでは風俗店に在籍する女性一人ひとりにアカウントを付与しマイページを提供し
ているため、女性のアクセスも一定数存在します。また、風俗求人情報を求めて検索エンジンから訪問してくる女性もこちらに含まれます。
年代別では働き盛りの30代がユーザーの半数以上を占めています。若者の風俗離れがささやかれていますが、よるともはこの層の確保もミッ
ション（優良店の掲載、風俗初めてガイドの制作）として取り組んでいます。

40代
13.3%

50 代以上
1%

20代
16.4%

10 代
4%

30代
65.3%

ケータイ
10.1%

iOS
32.7%

PC
15.5%

Android
41.6%

男性
69%

女性
31%

その他
0.1%
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風俗業界No.1 クラスの豊富なメニュー＆コンテンツ

これだけは押さえておきたい！よるとものイチ推しコンテンツ

スピードくじ

文字で、写真で、動画で…あらゆるメディアを貴店の PRのために！新着情報や出勤情報など、専用の管理画面からたく
さんの情報を発信することができます。マメに更新して頂ければ、その分露出もアップ！風俗ユーザーの「知りたい」「遊
びたい」を後押しすることに繋がり、相応のリターンをご期待頂けます。

登録数 2万件突破！女の子が自身
のスマホで手軽に撮影→公開する
ことができる動画コンテンツです。
揺れる胸、セクシーな声など、動
画ならではのリアルさが男性ユー
ザーに人気となっています。

登録数 2万件突破！女の子が自身
のスマホで手軽に撮影→公開する
ことができる動画コンテンツです。
揺れる胸、セクシーな声など、動
画ならではのリアルさが男性ユー
ザーに人気となっています。

 女の子登録・編集 女の子写真の登録 女の子掲載順の並び替え 出勤情報の登録 今すぐ遊べる女の子登録 接客状況の入力

 写メブログ投稿 自撮り動画投稿 メッセージ機能 女の子カテゴリ登録 女の子ランキング登録 ピックアップガール設定

 店長ニュース おすすめ情報 よるとも割引 スピードくじ 派遣エリアの設定 体験談コメント返信

 アクセス数の閲覧 店舗ページ画像の登録 店長プロファイル 取材コンテンツ関連 料金・システムの登録 etc...

よるともだけのオリジナル割引コンテ
ンツ。よって「くじに当選した！」と
いう男性客＝よるともからの実客とな
り、効果測定もカンタンです。当選 /
落選のゲーム性も手伝い、利用者も
続々増加中！                             

よるともだけのオリジナル割引コンテ
ンツ。よって「くじに当選した！」と
いう男性客＝よるともからの実客とな
り、効果測定もカンタンです。当選 /
落選のゲーム性も手伝い、利用者も
続々増加中！                             

女の子自撮り動画
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各種ウィジェット

3

5

4プチグラビア

よるとものイチ推しコンテンツ…続き

在籍女性の特別な写真を、プロフィー
ルページとは別枠で登録することがで
きます。しかも、掲載店様専用管理画
面からいつでも登録が可能！女性の情
報量が単純に増えますので、成約率の
向上が期待できます。

写メブログ・動画 /写真コンテンツ・口コミ体験談など、よるとも内の豊
富な貴店コンテンツをそのまま公式サイトに埋め込んでご使用頂ける機能
です。公式サイトのデザインに合わせてサイズ・色味を変えたあとは、
出力されたソースコードを公式サイトに貼り付けるだけで、コンテンツを
お手軽に増やすことができます。

投稿動画
プチグラビアと同様に、専用管理画面
からいつでも登録することが可能な動
画コンテンツ。こちらは在籍女性のも
のだけでなく、お店の宣伝動画やプレ
イ紹介動画なども登録して頂ける自由
度の高さがウリです。
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定期的な更新がカギ！検索結果の掲載順のルールについて

※無料お試し掲載の店舗様は、グループD以降に続いて表示されます。

店舗ページ・女の子の情報を充実させ更新を続けることで、
よるともで独自に設定した得点（ポイント）が付与されます。
店舗検索結果での掲載順は、そのポイントの高さによって決
定します。また、掲載順は大きく 4つのグループに分かれ、
同一のグループ内での掲載位置はランダム表示となります。

よるとも内で露出を増やすには、店舗・女の子ページの情報量
と鮮度を確保し、店舗検索結果で上位を維持することが重要と
なります。その結果、ページへのアクセス数が増えることで、
よるとも内ランキングの上昇にも好影響が期待できます！

出勤情報・今すぐ遊べる女の子を登録する

女の子ブログ、自撮り動画を活用する

よるともへのリンク・各種ウィジェットを設置する

割引・スピードくじを掲載する

おすすめ情報を掲載する

女の子ランキングを掲載する

その他…隅々まで活用する！

グループAになるために

店舗・女の子ペー
ジのアクセス数は
ポイント加算対象
ではありません

注意
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例えばこんな使い方も…掲載店様の活用事例

鶯谷エリア
人妻系デリヘル店

オーナー様

掲載して 5～ 6年になりますが、
口コミ・体験談ができてから変
わってきたように感じます。当店
では「口コミを書いてくれたら次
回割引」を実施しており、コンス
タントにお客様から口コミを頂け
るようになりました。今では自撮
り動画で女の子を露出し、スピー
ドくじで来店を促し、ご利用後に
口コミを書いてもらうという流れ
ができ上がっています。低い評価
を頂くこともありますが、逆にお
店の悪い部分を洗い出してもらっ
ていると考え、真摯に取り組むよ
うにしています。コメントを返せ
るのがいいですよね。

新宿エリア
素人系ホテヘル店

スタッフ様

女の子自撮り動画、初めは誰も
やってくれませんでしたね (笑 )
ようやく頼み込んで撮ってもらい
公開したところ、さっそくお客さ
んに「動画見たよ」と言ってもらっ
たみたいで。公開後、写メブログ
上で宣伝するのが効きましたね。
反響が確認できるようになってか
らは 1人 2人と自分から積極的に
撮ってくれるようになりました。
よるともさんの方で定期的に「お
題」を出してくれるので、何を撮
ろうか迷うことも少ないようで
す。今では彼女たちをモデルケー
スとして、新人の子たちに使い方
を教えています。

池袋エリア
人妻系ホテヘル店

店長様

他サイトではあまり見ないメッ
セージやりとりの機能で、自らよ
るともの会員さんにコミュニケー
ションを取りにいく子がいます。
数は決して多くありませんが、な
じみのお客さんから定期的に連絡
を頂けるようになりました。女の
子自身も忙しそうですが、頑張っ
た分だけ指名として返ってくるの
で、モチベーションは充分なよう
です。こういうのはマメな子が向
いてますよね。管理画面からやり
取りを見ることができるので、何
かあってもすぐ対応できるように
スタッフと確認し合っています。
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よるともでは、無料でのお試し掲載が可能です。有料掲載時とご利用になれる機能に差はございますが、管理画面の操作
やコンテンツの使い勝手に慣れて頂くために、まずは無料掲載をお試しください。 

掲載プランと料金のご案内（関東版）

※変更なし※埼玉は本庄 /深谷 /熊谷を除く

都内 23区

群馬、栃木、茨城、山梨、
埼玉（本庄・深谷・熊谷）

都内 23区外
神奈川・千葉・埼玉

新規・再掲載（前回終了より３カ月以上経過している店舗）

※初回のみ２カ月掲載、継続時は単月掲載になります。

１カ月料金で「２カ月」ご掲載可能

初回２カ月掲載

新規・再掲載（前回終了より３カ月以上の店舗）

※土日祝となった場合は前倒しの平日が先行掲載日となります。
※前回終了より３カ月未満の店舗は月の最終営業日より掲載となります。

毎月15日

先行掲載
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メンズエステ店様も、無料でのお試し掲載が可能です。有料・無料問わず、ご掲載にあたり指定フォーマットの専用の誓
約書（サイト上からダウンロード可能）および、下記に定める証明書（いずれかの写し）をご提出頂きます。
　・個人営業の場合……顔写真付き身分証明書
　・法人営業の場合……会社の登記簿謄本
また、先行掲載のルールは前頁の風俗店と同様に適用となります。

※出会い系（出逢いカフェ含む）、ライブチャット、リフレ、またはこれらを扱うようなシステムのある店舗様の受付は不可となっております。

掲載プランと料金のご案内（関東版）…続き

※埼玉は本庄 /深谷 /熊谷を除く

都内 23区

群馬、栃木、茨城、山梨、
埼玉（本庄・深谷・熊谷）

都内 23区外
神奈川・千葉・埼玉

メンズエステ店様（非風俗 /ヌキなし）のお取り扱いを開始いたしました。メンズエステ店様（非風俗 /ヌキなし）のお取り扱いを開始いたしました。
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オプション広告枠のご案内（関東版）

1.トップバナー（PC/スマートフォン /携帯版） 掲載料金（税別 /月額） 枠数

2. コンテンツバナー 掲載料金（税別 /月額） 枠数

 よるともトップページ ¥50,000 10 枠

 風俗体験動画一覧ページ ¥100,000 4 枠

 覗き見動画一覧ページ ¥50,000 4 枠

 新着動画一覧トップページ ¥50,000 4 枠

 体験漫画トップページ ¥30,000 4 枠

 カバーガールトップページ ¥30,000 4 枠

 体験談ページ ¥30,000 4 枠

2-2. スマートフォン版にのみ掲載

2-1.PC/ スマートフォン版に掲載

プラスαで露出を希望される掲載店様に、オプションで広告枠をご用意しております。
最新の入稿状況は、窓口までお気軽にお問い合わせください。
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オプション広告枠のご案内（関東版）…続き

PC/ スマートフォン /携帯版のトップページに設けられた枠です。
複数の入稿がある場合、それぞれの表示枠にページを読み込む度にランダムで表示されます。

▼PC版

ページ右上に 1枠

▼スマートフォン版

ページ中段と
下段に 1枠ずつ

▼携帯版

ページ上・中・
下段に 1枠ずつ

1. トップバナー
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オプション広告枠のご案内（関東版）…続き

PC/ スマートフォン版の主要取材コンテンツ（各種動画 /写真コンテンツ、マンガ）と、口コミ体験談の一覧ページ
に設けられた枠です。複数入稿がある場合の挙動は、トップバナーと同様になります。

▼PC版（表中2-1）

ページ左上に最大 4枠 ( 縦並び )

▼スマートフォン版（表中2-1）

ページ中段に
最大 2枠 ( 縦並び )

▼スマートフォン版（表中2-2）

5 件毎に 1枠（最大 2枠）
※1ページ目にのみ表示

2. コンテンツバナー
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オプション広告枠のご案内（関東版）…続き

3.店舗検索結果 掲載料金（税別 /月額） 枠数

4. 店舗 /女の子ランキング（PC/スマートフォン版） 掲載料金（税別 /月額） 枠数

 場所で探すトップ ¥60,000 4 枠

 業種・ジャンル・料金で探すトップ ¥50,000 4 枠

 店舗検索結果 (池袋・新宿・渋谷・五反田エリアのみ） ¥60,000 4 枠

 店舗検索結果 (上記以外の各エリア） ¥40,000 4 枠

 店舗検索結果 (各業種） ¥20,000 4 枠

 店舗ランキング ¥60,000 4 枠

 女の子ランキング ¥50,000 4 枠

5. 女の子自撮り動画（PC/スマートフォン版） 掲載料金（税別 /月額） 枠数

 女の子自撮り動画 ¥60,000 4 枠

※店舗検索結果（各エリア）は、中エリアごとの販売となります。（例…中エリア「池袋」は「池袋北口・西口」「池袋東口」「目白」を含みます）
※店舗検索結果（各エリア、各業種）の枠数は、各エリア・各業種ごとの数となります。（例…池袋エリアで 4枠、新宿エリアで 4枠）
※店舗検索結果（各業種）の広告枠は、業種のみの絞り込みの際に表示されます。（エリア＋業種の絞り込み時はエリアの広告枠のみが表示されます。

※店舗 /女の子ランキング、女の子自撮り動画は、店舗検索結果（各エリア、各業種）と異なり、いずれもコンテンツ全体で 4枠の販売となります。
  よって、それぞれのコンテンツでどのエリア・業種で絞り込まれた際でも、トップページの広告表示が維持されます。
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オプション広告枠のご案内（関東版）…続き

表示形式は店舗検索結果・ランキング・女の子自撮り動画で共通です（下記詳細をご参考ください）。
複数入稿がある場合の挙動は、トップバナーと同様になります。

※女の子自撮り動画では、ページ中段ではなく下段となります。
※場所で探すトップ、業種・ジャンル・料金で探すトップは
　スマートフォン版のみの掲載となります。

▼PC版 ▼スマートフォン版

ページ上段と中段に
2枠ずつ※

本広告枠の表示形式の詳細
・サムネイル画像…
　 代表の在籍女性写真
　 ※PC/ スマートフォン版共通
　 ※60x60 ピクセルに自動でカット・リサイズします

・タイトル…
　 PC版：全角 30文字相当
　 スマートフォン版：全角 12文字相当
・本文…
　 PC版：全角 100文字相当
　 スマートフォン版：全角 36文字相当
　 ※タイトル・本文は PC/ スマートフォン版それぞれで
　　 入力する形となります。

ページ上段と中段に
2枠ずつ※

3. 店舗検索結果 4. 店舗 /女の子ランキング 5. 女の子自撮り動画
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お問い合わせ先
有料でのご掲載、無料のお試し掲載についてのお問い合わせ・お申し込みは

下記メールアドレスまでお気軽にご連絡ください。

無料掲載専用お申し込みフォーム
https://www.yorutomo.net/kanto/offer.html

info@yorutomo.net

簡単！４ステップ


