
機会(顧客獲得のチャンス)は機械(Mr.Venrey)で積み上げる



媒体の情報更新も

大切です

あっ!この媒体、

1日10回更新できるのに

すっかり忘れてた…

更新したら掲載順位も

上がるのに!!

それに、夜中の更新までお店に

いないといけないなんて…

Mr.Venreyに

内容と更新時間を予約登録して…

あとは時間になったら

Mr.Venreyが自動で更新してくれる!

情報も常に最新だし、

掲載順位も上がるし、便利～♪

複数のサイトに対して自動でまとめて更新できるシステムツールです。Mr.Venreyとは？

Mr.Venreyを使うメリットとは?【01】01

Mr.Venreyがないとき Mr.Venreyがあるとき

女の子の情報更新は

大切です

女の子の写真や紹介文を

新しくしたけど、全部で30人分…

これ、広告を出している

媒体全部に登録するの

ものすごく

時間かかるんだよなぁ…

Mr.Venreyに女の子の

プロフィールを登録して…

ボタンひとつで全部の媒体に登録完了！

便利～♪

あ、予約の電話がかかってきた！

女の子のプロフィール登録や情報の変更は、人数が多ければ多いほど大変な作業ですよね。

Mr.Venreyに登録してしまえば、あとは任意の広告媒体へ一括更新することが可能です。

Mr.Venreyを導入すると、どうなる？

イベントや即姫など、媒体の情報更新は鮮度高くこまめに行いたいもの。

Mr.Venreyでは投稿時刻の予約もできるので、ベストなタイミングで様々なご案内を発信することができます。



祝★新規店舗

オープン!

新しいお店に必要なものは…

あれと、これと…

あ、媒体の情報を

更新するための人員も必要か…

月収30万円として計算したら…

えぇ…すごい出費…

新店舗の情報も積極的に

広告掲載してしっかりアピールしないと!

Mr.Venreyがあれば

月額2～3万円でらくらく更新できる!便利～♪

今まで媒体の更新のために人を雇ってたけど、

人件費も減らせて一石二鳥!

Mr.Venreyがないとき Mr.Venreyがあるとき

人気のA美ちゃんが

急遽出勤決定！

A美ちゃんの出勤情報を

更新しなきゃ！

あの媒体にこの媒体…

あれ？どの媒体に

登録したらいいの？

Mr.VenreyにA美ちゃんの

出勤情報を登録して…

ボタンひとつで全部の媒体に登録完了！

便利～♪

あ、早速問い合わせが来たぞ！

Mr.Venreyを使うメリットとは?【02】01

新規店舗のオープン、おめでたいですね。 でも、新しいことを始めるには何かと費用がかかるもの。

Mr.Venreyは媒体更新のお手伝いだけでなく、人件費削減のお役にも立てます。

人気の女の子の急遽出勤は集客の大チャンス。一刻も早く情報を出したいですよね。

Mr.Venreyがあれば複数の媒体に一度に登録ができて、迅速な対応が可能です。



女の子のお手伝いも

できるんです

A美ちゃんが写メ日記をあげると、

お客様からの問い合わせが

一気に増えるんだよな～

他の媒体にもあげてほしいんだけど…

手間をかけちゃうし、頼みづらいし…

代わりに投稿するにも、

媒体の数が多いし

時間がかかっちゃうよ～

あ、A美ちゃんが写メ日記をあげてるぞ!

A美ちゃんの写メ日記は、

自動で取り込んで他の媒体にも投稿するように

Mr.Venreyで設定しておいたから

…うん、ちゃんと反映されてる!

女の子の手間もないし、登録しておけばMr.Venreyが

勝手に投稿してくれるし、ほんとに便利～♪

Mr.Venreyを使うメリットとは?【03】01

Mr.Venreyがないとき Mr.Venreyがあるとき

わからなくなるもの

代表格

反響のいい媒体専用の

女の子画像を作成したぞ!

早速登録しよう!

…あれ?

あの媒体の管理画面

パスワード、何だっけ…?

Mr.Venreyを使い始めた時、

最初に全媒体のIDと

パスワード登録したんだよな…

ちょっと大変だったけど、

おかげでMr.Venreyを見れば

アカウント情報がわかるようになって、

便利♪

各媒体の管理画面のアカウント情報…紛失してしまうこと、ありますよね。

Mr.Venreyで情報更新するには、最初に掲載中の媒体のIDとパスワードを登録する必要があります。

登録さえしてしまえばMr.Venreyで保持できるので、アカウントの管理につながります。

不動の人気コンテンツといえば、女の子の素顔が垣間見れる【写メ日記】。

ただ、写メ日記を複数の媒体に投稿するのは、女の子にとっても代理投稿するスタッフにとっても重労働ですよね。

Mr.Venreyなら、初期設定さえしてしまえば、あとは今までどおりの操作で写メ日記の一括投稿が可能です。



Mr.Venreyのメリットまとめ02

ご利用実績(実数)

12,074店!

風俗媒体だけでなく、

メンズエステや他ナイトレジャー

全般のサイトにも対応しています。

対応サイト数
No.1

（2022年度 自社調べ）

全国総対応サイト

2,270件

Mr.Venreyではスムーズな更新

作業を提供できるよう、日々デ

ザイン・設計を工夫しています。

専門スタッフ
による画面設計

操作性や視認性を
重視した画面設計

を意識

業界で最初にクラウド型サービス

を実現しました。運用実績やノウ

ハウは抜きん出ています。

他更新システム
と比べて先進的

インターネット上で
いつでも使える

スマートフォン
タブレット対応

（一部機能を除く）
充実のサポート体制

パソコンをお持ちでない場合も

ご安心ください。スマートフォンや

タブレットにも対応しています。

導入後の運用・操作方法などお困り

の際は専任のサポートスタッフまで

お問い合わせください。

場所を問わず更新
作業が行える

メールだけでなく
電話対応も可能

これらのメリットで

利用実績
トップクラス



Mr.Venreyの基本機能03

コンテンツ更新 (新着情報・イベントなど)出勤情報の管理・更新

アカウント情報の登録 女性情報の管理・更新

Mr.Venreyに登録されている女性の

出勤情報（1週間分）の取り込みや

各サイトへの更新が可能です。

基本出勤を設定しておけば

毎週同じパターンで自動登録されるので、

毎日管理する必要はありません。

管理画面より更新できるコンテンツは

テンプレートを作成することで

更新が可能です。

複数のサイトに対して共通の内容を

更新したり、タイマー機能を使って

特定の時間に更新が行えます。

各サイトへの更新を行うには

アカウント情報の登録が必要です。

Mr.Venreyひとつで

アカウント情報の一元管理が可能です。

アカウント情報を登録したサイトから、

女性情報の取り込みや各サイトへの更

新が可能です。

女性画像や女性プロフィールの管理が

Mr.Venrey上で行えます。

4つの基本機能でサイトの管理・更新をお手伝いします。



Mr.Venreyの便利機能04

Twitter分析写メ日記転送

即姫・接客一括更新 オートシンクロ

特定のサイトに投稿された写メ日記を

Mr.Venreyに取り込み、絵文字を除去

して各サイトへ転送する機能です。

投稿用メールアドレスを自動で取得す

るため、面倒な設定は不要です。

※関東・関西・中四国エリアは別途お

申込みが必要です。（追加料金は不要）

Twitterアカウント毎のフォロワー

数やリツイート数など確認・分析で

きる機能です。

※ご利用には条件がございます。別

途お申込みが必要です。

即姫と接客中・待機中といった女性の

接客情報を各サイトへ一括更新できる

機能です。

設定時間を過ぎると自動で待機中に戻

るため、正しい情報を反映でき、クレ

ームを未然に防ぐことができます。

指定したサイトから出勤情報や女性

情報を取り込み、選択したサイトへ

更新が自動で行える機能です。

取込元となるサイトで情報に変更が

あった場合、Mr.Venreyへ取り込み、

更新したい各サイトへ更新します。

さらに、Mr.Venreyには多彩な機能が搭載されています。

エステ版限定機能

Mr.Venrey独自機能
Mr.Venrey独自機能



Mr.Venrey 対応サイト数 他社対応 サイト数

更新できるサイトは他社の2倍以上!

980

※2022年4月現在 地域によって対応状況は異なります。未対応のサイトは追加対応いたしますのでお申し付けください。

kaku-butsu アソビーノ アンダーナビ シティヘブンネット すすきのH

デイズナビ デイリー デリヘルじゃぱん！ デリヘルタウン ヌキなび

ビッグデザイア東北 ぴゅあらば フーコレ マンゾクネット よるとも

駅ちか人気！風俗ランキング 見えちゃっとTV 口コミ風俗情報局 仙台/福島/山形/岩手で遊ぼう 特ダネ速報

風俗じゃぱん！ 夜遊びガイド

365日マネー女子宣言 Qプリ R-30.net いちごナビ ガールズヘブン

ジョブヘブン【メンズヘブン】 ともジョブ はじめての風俗アルバイト ハッピーハローワーク バニラ

パピヨンジョブ ビガーネット ぴゅあじょ ぴゅあらばスタッフ みっけ

ミュウキャン みるく【アンダーナビ求人】 ユカイネット よるジョブ 駅ちか！風俗求人ココア

高収入ドットコム 出稼ぎドットコム

風俗版 対応営業サイト一覧 （一部抜粋）

風俗版 対応求人サイト一覧 （一部抜粋）

2270

対応サイト一覧【風俗版】05



30からの風俗アルバイト アロマバイトナビ そけい部長のメンエスナビ ミュウキャン もえなび 口コミ風俗情報局

365日マネー女子宣言 アロマパンダ通信 タップエステ みるく【アンダーナビ求人】 モミコレ 高収入ドットコム

Caskan アロマ予約.com だんなび メンエスMAP もみパラ 札幌メンズエステファン

e-station いちごナビ デイズナビ メンエスStyle モミパラジョブ 週刊エステ/週刊エステ求人

FC2ブログ ウェブアッパー ヌキなび メンエスじゃぱん！ モミログ/セラピワーク 新潟ナイトナビ

FENIX JOB エステdeジョブ はじめてのエステちゃん メンエスジャポン よるジョブ 新潟ナイトナビ求人

Grow エステじゃぱんだ はじめての風俗アルバイト メンエスタウン ライブドアブログ 仙台/福島/山形/岩手で遊ぼう

Njob奈良 エステの達人 ハッピーエステジョブ メンエスなび ラクイチ 全国メンズエステランキング

Qプリ エステパラダイス ハッピーハローワーク メンエスラブ リフガイド 特ダネ情報局

R-30.net エステラブ バニラ メンエスリクルート リフジョブ 奈良男navi

WEBとぴ/求人アタック エステラブWork ぴゅあじょ メンズエステLabo リフナビ 風俗DX

Venty エステ九州 ビンビンウェブ メンズエステPLUS リラックススタイル 風俗マニアックスグループ

アサ芸風俗 エステ魂 プリンセス メンズアロマニア ワンナビ 福岡メンズアロマZUKAN

アロマエステ案内所 エステ図鑑 ほっこりん メンズアロマ福岡 駅ちか！風俗求人ココア 萌えスタイル

アロマエステ求人navi クチコミ@メンズエステ ほっとエステ メンズエステウォーカー 駅ちか人気！風俗ランキング 夜アソビ

アロマエステ電話帳 スーパーメンズエステ マッサージン メンズエステ情報局 俺のアロマ 野郎WORK

アロマックス福岡 ソクセラ マンゾクネット メンログ 俺の風

1万円ウォーカー キャバイト ナイトスタイル ポケパラ 駅ちか人気！風俗ランキング 夜シゴト

30からの風俗アルバイト キャバセクNAVI はじめての風俗アルバイト マンゾクネット 俺の風 夜遊びナイトタウン

365日マネー女子宣言 キャバナビ ハッピーハローワーク みんなの激安風俗 学園・制服まにあ 夜遊び隊

HOP シティヘブンネット バニラ メンズ求人No.1 求人BERRY 野郎WORK

Qプリ ジョブヘブン【メンズヘブン】 ぱふぱふなび/ぱふきゅー モモコちゃんねる 巨乳まにあ 遊ばナイト

R-30.net セクキャバRUU パラダイスネット ユカイネット 口コミ風俗情報局

アルバイトNights チアーズおきなわ【エスチアーズ】 ビガーネット ラブギャラリー/えんじぇるWeb 体入ショコラ

ガールズヘブン ドンファンなび ぴゅあじょ リンカーン 風俗じゃぱん！

カンパイ求人No1 ナイツネット ぴゅあらば 駅ちか！風俗求人ココア 夜アソビ

メンズエステや他ナイトレジャーに特化したサイトも対応しています。

※2022年4月現在 地域によって対応状況は異なります。未対応のサイトは追加対応いたしますのでお申し付けください。

カンパイ版 対応サイト一覧

メンズエステ版 対応サイト一覧

対応サイト一覧【メンズエステ版・カンパイ版】06



パートナーサイト一覧07

風俗情報サイト

男性求人情報サイト

女性求人情報サイト

エステ情報サイト

CMS制作サービス

各社ポータルサイトと“パートナー”として公式連携。

サイトの仕様変更やその他確認事項に迅速に対応し、さらなるサービス向上をはかります。



よくある質問

充実のサポート体制08

専任のサポートスタッフがお手伝いいたします。
導入後の運用・操作方法など、ご不明な点はお問い合わせください。

設定や操作方法に関してまとめた専用ページをご用意しています。
※Mr.Venreyをご利用いただいている店舗様専用のページとなります。

直通ダイヤル
Mr.Venrey内に
メールフォームをご用意しています。06-6636-7766

電話サポート メール

カスタマーサポート 受付：平日(月～金) 10:00～19:00

サイトを見ても解決できないご質問は、お電話またはメールにてお問い合わせください。



他社の更新システムをお使いのお客様

最長2ヶ月無料

グループ店舗様

店舗数に応じて無料期間を設定

体験版無料お試しのご案内09

まずはMr.Venreyの便利さを知っていただきたいから…  有料版の機能をすべてお試しいただけます。

他社の更新システムをご利用中のお客様限定 乗り換えキャンペーン



女性求人媒体を更新したい特定業種企業様限定

Mr.Venrey女性求人版

カンパイ業種のお客様限定

カンパイキャンペーン

メンズエステ業種のお客様限定

メンズエステキャンペーン

料金・キャンペーンのご案内10

北海道
20,000円

東北
20,000円

北関東
20,000円

関東
30,000円

九州
20,000円

中国・四国
20,000円

東海・北陸
20,000円

関西
30,000円

1ヶ月料金で2ヶ月ご利用可能です。

関西以外のお客様は【エステの達人】

ゴールドプランを無料で掲載いたします。

※契約更新時も2ヶ月ご利用いただけます

※2022年7月末掲載分までが対象です

1ヶ月料金で2ヶ月ご利用可能です。

※契約更新時も2ヶ月ご利用いただけます

女性求人媒体のみを複数契約されている企業様が

掲載情報を一括管理できるものとなります。

※プロダクション・ライブチャット企業様向けです。

風俗・メンズエステ・カンパイ系店舗様はご利用いただけません。

※詳しくはお問い合わせください。

エリア別料金

※料金はすべて税抜表記です。



オフィシャル対応サービス【オプション】

更新
Mr.Venrey
を最新情報にして運用する場合
例：女性が入店された時、まずMr.Venreyに登録する方はこちら

取込
オフィシャルサイト
を最新情報にして運用する場合
例：女性が入店した時、オフィシャルサイトを最新にする方はこちら

各サイト・オフィシャルサイトに反映

更新

更新できる情報取り込める情報

11

Mr.Venreyからオフィシャルサイトへ

情報を更新する

オフィシャルサイト 各サイトに反映

取込

オフィシャルサイトからMr.Venreyへ

情報を取り込む

Mr.Venreyとオフィシャルサイトを連携することができます。

円10,000月額料金

出勤情報 女性情報 新着情報出勤情報 女性情報

どちらかお選びください

※料金はすべて税抜表記です。

※注意事項については次のページでご確認ください。



※料金はすべて税抜表記です。

待機/接客情報

更

新

Mr.Venreyからオフィシャルサイトの

待機/接客情報情報を更新する

女性並び順

取
込

オフィシャルサイトからMr.Venreyへ

女性の並び順を取り込む

更

新

Mr.Venreyからオフィシャルサイトへ

女性の並び順を更新する

開発費：お見積り / 月額料金：0円

オフィシャル対応サービス【追加有料オプション】

予約キャンセル キャンセルの場合は「着手日」前日までにご連絡ください。

着手～リリース後6ヶ月以内の解約・変更については対応費が発生します。

各サイト・オフィシャルサイトに反映オフィシャルサイト 各サイトに反映

女性の並び順更新女性の並び順取込

11

ご希望の場合はいずれかをお選びください

各サイト・オフィシャルサイトに反映

待機/接客情報更新

オフィシャル対応サービス 注意事項

解約・変更

・着手～リリース1ヶ月以内の終了

・リリース2ヶ月～6ヶ月以内の終了

・着手～リリース6ヶ月以内の変更・リニューアル対応

：30,000円+基本利用料1ヶ月分

：10,000円+基本利用料1ヶ月分

・着手～リリース1ヶ月以内の基本利用も併せた終了

・リリース2ヶ月～6ヶ月以内の基本利用も併せた終了

※閉店の場合のみ応相談

：30,000円

：10,000円

：10,000円

・女性並び順 着手後キャンセル ：30,000円・待機/接客情報 着手後キャンセル

※閉店の場合のみ応相談

：15,000円

あるとさらに便利な機能を有料で追加することが可能です。

【追加有料オプション】キャンセル 着手後のキャンセルはキャンセル費が発生します。


