
アドレス ｆ-book.net
エリア 全国エリア
言語 日本語・英語・中国語・韓国語 
サイト構成 PC・スマホ対応/レスポンシブウェブ
店管理画面 PC・スマホ対応/レスポンシブウェブ
掲載開始 1日・15日
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こんな店もチェックしています

■■■■■■■風俗ブック
マーク

月掲載料金

× ○ ◎ ◎

登録件数 0
更新回数 0回 / 日

登録件数 5
更新回数 60回 / 日

登録件数 3
更新回数 20回 / 日

登録件数 5
更新回数 40回 / 日新着情報

×
トップページへ表示
最大登録 5人

トップページへ表示
最大登録 10人

トップページへ表示
最大登録 15人待ち時間機能

×

×

×

最大登録 1人 最大登録 3人 最大登録 5人ピックアップ登録

最大登録 10人 最大登録 50人 最大登録 150人 最大登録 150人女の子登録

表示制限あり ○ ○ ○料金表示

○ ○ ○ ○写メブログ

店での検閲不可 検閲・コメント可 検閲・コメント可 検閲・コメント可口コミ

× ○ ○ ○外国語ページ

× ○ ○ ○メール予約機能

× ○ ◎ ◎近隣の店表示

こんな店もチェック
しているに表示

× ○ ○ ○ヘッダーフッター
無し出力ページ

15,000円+税
当サイトバナー
リンクが必要

無料枠  A 枠  S 枠 Sヘッドバナー枠

近隣の店

店一覧
ページ

店詳細
ページ

表示場所 無料枠内でランダム A枠内でランダム
S枠内でランダム S枠内でランダム

サイドバナーBエリアサイドバナーBエリア

20枠以降もS枠の掲載はできます 20枠以降もS枠ヘッドバナーの掲載はできます

ヘッドバナーAエリア

キャンペーン価格

30,000円+税
30,000円+税

キャンペーン価格

60,000円+税
60,000円+税

キャンペーン価格

120,000円+税

近隣の店

同じエリア内の
S 枠 ( 同じタイプ＞別タイプ )
＞A 枠 ( 同じタイプ＞別タイ
プ )無料枠は載せない

こんな店もチェックしています

同じエリア内の
S 枠 ( 同じタイプ＞別タイプ )
＞A 枠 ( 同じタイプ＞別タイ
プ )無料枠は載せない

S 枠は各ページでの出現率が
格段にアップします。

出力されるページを iframeでお好きな場所に読み込ませる事で
オフィシャルサイトの機能として組み込めます

ヘッドバナー

※Aエリア：関東･関西など地域別　Bエリア：東京･大阪など都道府県　Cエリア：新宿･難波などエリア名

2017/07/26 現在

横360×縦70ピクセル
JPEGもしくはGIF画像
容量100KB以内

サイドバナー

横200×縦80ピクセル
JPEGもしくはGIF画像
容量100KB以内

店詳細用ヘッド画像

MEDIA GUIDE

横320×縦165ピクセル
JPEGもしくはGIF画像
無料枠には表示不可

●オフィシャルサイトとしても使える！【英語】【中国】【韓国語】の各外国語ページ

●現在のオフィシャルサイトに追加できる機能が満載!

新しい風俗ブックマークの魅力

当サイトのヘッダーとフッターを削除した出力ページを使用できます（有料掲載のみ対応）

【口コミページ】【写メブログ】【ネット予約機能】【スマホ版として】

風俗ブックマーク

風俗ブックマーク

店情報一覧ページ全ての
サイド部分でランダムで
表示

関東･関西などの地域全て
ヘッド部分及び店一覧内
でランダムで表示

エリアの追加
Cエリア追加

10,000円+税
Cエリア追加

10,000円+税
Cエリア追加

10,000円+税

Bエリア全てに表示
+10,000円+税

Aエリア限定5枠

サイドバナー
Bエリア限定 20枠

S枠掲載でBエリアに
同時掲載

先着20枠まで

Sヘッドバナー枠掲載で
Bエリアに同時掲載
先着20枠まで
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ルサイトに追
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風俗ブックマークのロゴなどを表示しない出力ページを仕様できます。
・バックグランドの色や画像を変更できます。
・このページはレスポンシブですのでPCはもちろんスマホでも表示できます。

バックグランドの画像データは管理画面よりダウ
ンロードできますのでそちらを加工して使用して
ください。

オフィシャルサイトにスマホ版が無い場合
スマホサイトとしてお使い頂けます。

MEDIA GUIDE

の新しい使い方

ヘッダー・フッター無しの出力ページ

外国語版ページ【英語】【中国語】【韓国語】

風俗ブックマーク

風俗ブックマーク

風俗ブックマークに有料掲載した場合、さまざまな機能を使用していただけます。

出力ページは外国語版でも対応しています。国
際化が進む昨今、国内だけのユーザーではなく
外国からのユーザーに目を向けるお店様向けに
「日本語」はもちろん「英語」「中国語」「韓国語」
での表示に対応します。
オフィシャルサイトを他ヵ国化するのは時間も
コストもかかりますが、当サイトのページをリ
ンクするだけでそれが可能になります。

口コミページ

在籍・出勤情報ページ

写メブログ
今や常識となった女の子の自撮り写真での日記情報。ユーザーも女の子の素の表情
が見られるからと必ずチェックする情報です。こちらも出力ページがあるのでオフィ
シャルの中に表示させる事ができます。写メブログ投稿には「Fbook」への登録が
必要になります。「Fbook」を使えば他の風俗サイトへの複数投稿が可能です。（未
対応サイトあり）

急遽お店のオープンが決まったので、すぐにでもオフィシャルサイトが欲しい、外枠は出来ているが在籍システムをどうしよう。など、
お店の担当者やサイト制作の会社にも需要が発生する「すぐに使える在籍システム」。当サイト掲載で在籍・出勤情報のページを使用する
事が可能です。

商品の購入や旅行に食事、もちろん風俗に遊びに行くときでもネットユーザーが最も
参考にするのは口コミになります。サービスを体験したユーザー情報は最も頼りにな
る情報だといえます。そんな口コミを風俗店のオフィシャルに表示させたい経営者の
方も多いと思いますが、やはりその機能だけを追加となるとコストが掛かるものです
が当サイトで掲載すればその機能もオフィシャルサイトに追加できます。レスポンシ
ブで作成されたページですのでお好みの大きさでお店のサイトに表示できます。

いっその事オフィシャルサイトに?
オフィシャルの店舗サイトの制作には時間とコストが掛かる
ものですが、当サイトの出力ページをそのままオフィシャル
サイトとして使用してはいかがでしょうか？当社はサイトの
制作も承っていますので、独自ドメインで認証ページだけ制
作して中身は出力ページへリンクという事もできます。( ド
メイン取得とトップページ制作は別途 ) 開店当初の初期費用
を抑えたいお店様にはぴったりのプランです。

ネット予約機能
ホッ○ペッパーの CM でも話題のネット予約。これ
からは電話だけでなくネット予約の受付により集客
の間口を広げましょう。特にデリヘルのユーザーに
とっては住所やマンション・ホテルの場所を指定す
るやりとりは面倒なものです。「Fbook」にユーザー
登録している方であれば登録した住所の情報をその
まま送信できるのでユーザーにもお店側にも手続き
の簡略化にもなるでしょう。

ドメイン取得維持：2.000円+税/年（co.jpやjpは不可）　
認証ページ制作：10.000円+税(ロゴデータ支給)　ロゴ制作は別途　
管理費用：5000円+税/月（ブックマーク掲載費用は別途）

オフィシャルサイトに追加できる機能 お店のサイトにリンクもしくは iframeで読み込むことによって下記機能を表示させることができます。
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