
バナー商品のご案内

http://fuzokudx.com



①【PC】TOP画面[右上]サイズ大

画像サイズと形式 160×410pixel,jpeg

③【PC】TOP画面[右上]昼用

画像サイズと形式 60×60pixel,jpeg

スペシャルバッチのご案内

商品名 スペシャルバッチ （PC・SMP・MBセット）

枠数 10枠

価格 ¥100,000- （税別）

リンク先 【PC・MB】オフィシャルHP

【SMP】内部紹介ページ

③【PC】TOP画面[右上]夜用

画像サイズと形式 160×80pixel,jpeg

②【PC】TOP画面[右上]Flash

画像サイズと形式 160×120pixel,swf：ビットレート224

500kb前後

④【SMP】TOPページ中段

画像サイズ 120×120pixel,jpeg

リンク先 SMP版店舗ページ
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⑤【MB】TOP画面[流れる文字上下]

画像サイズ 160×120pixel

画像形式 text：20～30文字程度



メニュー名 ①風俗がもっと楽しくなるお店 （PC版限定）

画像サイズ 538×150pixeｌ

画像容量 jpeg：40kb以内

表示仕様 1枠表示4秒切り替えのランダム表示

リンク先 デラックス内の対象店舗紹介ページ

メニュー名 ②デラックスガール （PC版・SMP版共通）

画像サイズ 92×130pixel （SMP版は90×129pixel に縮小表
示）

画像容量 jpeg：40kb以内

テキスト 店名・女の子名・全角8文字以内のキャッチフレーズ

表示仕様 PC版：4枠表示5秒切り替えのランダム表示

SMP版：3枠ランダム表示

※1店舗につき3名まで女の子を登録可能

リンク先 デラックス内の対象店舗の女の子紹介ページ

商品名 企画バナー （PC＋スマホセット）

枠数 16枠

価格 ¥40,000- （税別）

企画バナーのご案内
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トレンド動画バナーのご案内

商品名 トレンド動画バナー （PC・SMP）

枠数 9枠

価格 ¥200,000- （税別）

表示箇所 DX動画内トップページ・一覧ページの上部
DXオリジナル動画
※UP日に通常オリジナル動画の新着があ
る場合は2番目表示

表示内容 DXに掲載中の動画を表示
・160×90pixelサムネイル
・動画タイトル
・店名
・女の子名
・再生回数
・対象店舗コンテンツ一覧ページへのリンク
※1枠につき5個（5店舗）まで動画を選択可
能

リンク先 対象の動画再生ページ

表示仕様 対象ページ表示ごとに5分の3の確率でラン
ダム表示

オプション 月に1度の動画撮影
※通常撮影目安は3～4ヵ月に1度となって
おります

※今後、ページPV数が増加した場合は枠数が増える場合がございます。



画像サイズと形式 120×68pixel,jpeg

テキスト 動画タイトル・店名・女の子名・再生回数

表示箇所 動画ページ

リンク先 内部動画再生ページ

おすすめ動画バナーのご案内

商品名 おすすめ動画バナー （PC・SMPセット）

枠数 20枠

価格 ¥50,000- （税別）



セルフィー動画バナーのご案内

商品名 セルフィー動画バナー （PC・SMP）

枠数 20枠

価格 ¥50,000- （税別）

表示箇所 【PC】
DX動画のトップページ・一覧ページの左部

【SMP】
DX動画のトップページ・一覧ページの下部

表示内容 DXに掲載中の自撮り動画を表示
・画像サムネイル
・動画タイトル
・店名
・女の子名
※女の子を5名まで選択できる機能を実装。未選
択・選択どちらの場合も最新の投稿動画を表示。

リンク先 対象の動画再生ページ

表示仕様 【PC】
20枠全件表示。ページ読み込みごとに表示位置ラ
ンダム。

【SMP】
10件表示。ページ読み込みごとに2分の1の確率で
ランダム表示。

※ページPV数が増加した場合は枠数が増える場合がございます。

※ページデザインは変更する場合がございます。



画像形式 王冠アイコン

表示箇所 中・小エリア検索ページで上位表示

リンク先 内部紹介ページ

エリア検索・ジャンル検索バナーのご案内

商品名 エリア検索バナー （PC・SMP・MBセット）

枠数 中エリアごとに2～8枠

価格 ¥20,000- （税別）

画像形式 王冠アイコン

表示箇所 業種・ジャンル検索ページで上位表示

リンク先 内部紹介ページ

商品名 ジャンル検索バナー （PC・SMP・MBセット）

枠数 業種ごとに4枠

価格 ¥20,000- （税別）
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①

①ゴールドスポンサード上部

画像サイズ 160×128pixel

画像形式 Jpeg,gif：40kb以内

アニメーション可

表示箇所 PC版スペバ表示ページ

リンク先 内部紹介ページ

②ゴールドスポンサード下部

画像サイズ 240×240pixel

画像形式 Jpeg,gif：40kb以内

アニメーション可

表示箇所 トップページココがツボの下部

リンク先 内部紹介ページ

②

ゴールドスポンサードのご案内

商品名 ゴールドスポンサード （PC限定）

枠数 1枠限定

価格 ¥200,000- （税別）



TOPおすすめサイトバナーのご案内

画像サイズと形式 60×80pixel,jpeg

テキスト 地域・業種・最低料金・女の子名

リンク先 内部女の子ページ

商品名 TOPおすすめサイトバナー （SMP・MB

セット）

枠数 1枠

価格 ¥100,000- （税別）



エメラルドバナーのご案内

画像サイズ 640×100pixel

画像形式 Jpeg、50kb以内

リンク先 サイト内部の店舗ページ配下を自由に選択可能

表示仕様 認証・店舗紹介ページ以外でサイトロゴ上部に1

枠ランダム表示

1枠につき、4個まで画像とリンクを設定可能

商品名 エメラルドバナー （SMP限定）

枠数 10枠

価格 ¥100,000- （税別）

※今後、ページPV数が増加した場合は枠数が増える場合がございます。

NEW
デラックス史上最多の閲覧数！
露出度も関心度も高い商品となります。



②PC表示

画像サイズ 240×90pixel

画像形式 jpeg

表示仕様 全枠ランダム表示

リンク先 オフィシャルHP

③SMP表示

画像サイズ 120×160pixel

画像形式 Jpeg、PR文（全角30文字以内）、店名、地域業種

表示仕様 4枠ランダム表示

リンク先 オフィシャルHP

奥様バナーのご案内

商品名 奥様バナー （PC・SMP）

枠数 制限なし

価格 ¥10,000- （税別）

①gifアニメーション

画像サイズ 240×135pixel

画像形式 gifアニメーション400kb前後

表示仕様 PC版ランダム表示、SMP版1枠ランダム表示

リンク先 オフィシャルHP

商品名 奥様動画バナー （PC・SMP）

枠数 5枠

価格 ¥20,000- （税別）2
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メニュー名 ④今週の美人妻さん （共通仕様）

画像サイズ 120×160pixel

画像容量 jpeg：40kb以内

テキスト 女の子名・店名・地域業種

表示仕様 PC版：4枠表示スライドのランダム表示

SMP版：3枠表示スライドのランダム表示

リンク先 デラックス内の対象店舗の女の子紹介ページ
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