
うれせん求人
高収入風俗求人サイト

北海道の風俗求人なら 「うれせん求人」
熟女や人妻の高収入風俗バイト求人情報が満載！

■お問い合わせ
株式会社サイクロップス TEL 011-222-2371　　Mail hokkaido@jobtiara.com

当サイトは 「熟女、 人妻、 若妻の為の人妻系風俗情報サイト」
「40 代、 30 代の女性の為の高収入風俗求人情報サイト」 をコンセプトに求人を掲載しております。
もちろん 50 代、 60 代の方でも大丈夫です。

http://jobtiara.com/
PC 版

http://jobtiara.com/smart/
スマホ版

http://jobtiara.com/mobile/
モバイル版

2016 年 2 月現在

※担当営業に連絡がつかない場合は下記にご連絡下さい。
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■ 店舗様更新可能コンテンツ

店舗詳細 求人情報の詳細が表示されます。
専用管理画面からいつでも更新可能です。

エリア … メインエリアを１つ表示できます
     ※複数登録できるオプション有り。詳しくは6Pへ

金銭面 … 12種の金銭面から複数お選び頂けます

求人用URL … 求人ページのURL

営業用URL … お客様向けの店舗URL

店舗名

業種 … 19種の業種からお選び頂けます

電話番号

メール

LINE ID

カカオトーク ID

給与

当店が誇る！3つのアピールポイント … アピールポイントを3つテキスト表示できます

漫画でお店紹介！ … 求人情報を紹介した漫画を掲載できます

うれせん求人だけの特典 … 特典をアピールできます。TOPにも表示されて目に付きやすいコンテンツです

待遇 … 4０種の待遇から複数お選び頂けます

店舗画像 … 画像とテキストで店舗をアピールできます

特徴 … 11種の特徴から複数お選び頂けます

住所

アクセスマップ … Google Map で表示

最寄り駅

メイン画像 … 一覧等で表示されます。580×200px 推奨

勤務範囲

勤務時間

資格 … 例）経験不問・優しい女性歓迎！等

お店からのメッセージ … フリーメッセージ欄

待遇 … 未経験歓迎・経験者歓迎・保証制度あり・顔出し広告優遇・アリバイ対策あり・寮完備・個室待機あり・自宅待機ＯＫ・かけもちOK・託児所あり・
　車 , バイク通勤OK・駐車場あり・駅近い・送りあり・迎えあり・写メ , 出張面接あり・一日体験入店制度あり・即日体験入店可能・面接交通費支給・
　ヘアメイク完備・制服 , 衣装･備品完備・定期衛生診断検査あり・NEWオープン店・会員の多い老舗・新人さん保障あり・完全秘密厳守・泥酔者お断
　り・お酒が飲めない方OK・裸にならない仕事・出勤時間自由・月1出勤可能・週1出勤可能・短期 , 短時間可能・長期休暇可能・生理中休暇ＯＫ・
　講習なし・女性講師が講習する・スキン着用・女性スタッフ在職・大手グループ

特徴 … タトゥー有り・手術痕有り・ぽっちゃり体型OK・高身長歓迎・低身長歓迎・巨乳 , 美乳で優遇・小さい胸でも歓迎・容姿端麗で高待遇・ＡＶ出演作
　あり・容姿不問・LINEでお問い合わせできる

金銭面 … 日払いOK・最低給与保証制度有り・時給保証あり・ボーナスあり・入店祝い金あり・バンス制度あり・経費・雑費なし・移動交通費支給・バッ
　ク率掲載・罰金 , ノルマなし・指名料バックあり・出稼ぎOK
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■ 機能説明

クリックで検討中フォルダに追加されます

検討中フォルダから
一括応募ができます

入力したメールアドレス宛に詳細な応募フォームが届きます。
アドレスが間違っていると届かないのでこの段階でアドレスが
正しく入力できているか確認できます。

検討中フォルダとは？ 店舗への簡単 ・ 応募が便利になる機能です

ここがスゴイ！

・複数の店舗へ一括で応募メールが送れる
・メールアドレスの表示・非表示が選べる
　から女性は安心して応募できる
・応募する前にメールアドレスが正しく入
　力できているか確認できる

一括で
表示・非表示が選べる

正しく入
　力できているか確認

スマホ版はフッター固定メニューからも
簡単に応募できます

※スマホ版店舗詳細
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■ PICK UP バナー

PC版 画像サイズ：190×120 スマホ版 120×75 モバイル版 テキスト表示

PC 版 ・ スマホ版 ・ モバイル版の TOP の上下 2 枠ずつランダムに表示します。

グループ店バナー掲載可、 リンク先はうれせん求人店舗詳細ページです ( 外部リンク不可 )

※gif アニメ不可。PC版・スマホ版は5秒毎に表示が切り替わります。
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■ SEO対策 ・ 広告展開 うれせん求人では様々な広告展開を行っております

訪問者数 うれせん求人を閲覧したユーザの数です。 スマホ版急上昇中 !!
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看板 ・ WEBバナー広告

看板広告やWEB広告で
日々集客数を増やしています！

他サイトにはない広告！
うれせんを見て、 求人にくる女性も多く
そちらからも求人効果があります。

SEO検索順位対策

SEO 対策専門会社に委託し、 検索キーワードの上位ランクを
目指しています。

■対策中キーワード

・主婦　デリヘル　バイト
・人妻　デリヘル　求人
・人妻　風俗　求人

・熟女　バイト
・熟女　求人

4位
5位
7位

3位
4位

（2016年 2月）

ここがスゴイ！
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■ 女性に役立つ情報 ・ コンテンツ

コンテンツ紹介

どうせやるならナンバー１！

お仕事解説

風子先生の風俗用語解説講座

漫画でお店紹介！

カリスマ漫画家紫藤ももえ先生の
4コマ漫画コーナー。
風俗嬢だから語れるネタとコラムが
楽しめます。

風子先生が漫画で風俗特有の用語を
解説してくれます！
プレイの仕方から待遇特徴を詳しく
知ることが出来ます。

イラスト付きで各業種の特色や
サービスを解説！
ピッタリなお仕事を見つけるのに
役立つコンテンツです。

店舗が登録できる漫画のコーナー！
求人情報を漫画でわかりやすく紹介
している店舗の一覧が見れます。



06

■ 料金表 ( 税込価格表示 [ 消費税 ： 8％]）

掲載料金

■ 基本掲載プラン

32,400円/2ヶ月(税込)

表示メインエリアを複数登録出来ます

5,000円/2ヶ月(税込)

表示エリア増し増しオプション

基本掲載プランでは、 PC 版 ・ スマホ版 ・

モバイル版の全てに掲載されます。


