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概要
東京トップレス 1995年 開設以来「日本で一番最初 アダルトサイト」として「巨乳好きによる巨乳好き ため 」

サイトとして活動を続けています。首都圏 巨乳風俗嬢を取り上げ、巨乳ファン みならず巨乳専門店様やそれ以外

風俗店様からも支持を得ております。昨今 スマホ時代に対応し、快適な風俗遊びするため 「活きた情報」を提

供していく所存です。

「店広告」 「巨乳専門カメラマン」撮影 取材グラビア写真をベースにした広告です。基本的に在籍している女 コ プロ

フィールを全掲載し、お店全体 アピールに特化したも になっています。



店広告、ここにこだわっています

1 巨乳専門カメラマンによる取材グラビア撮り

下ろし。他サイトで 見ること できない独

自コンテンツで巨乳好き風俗ユーザーへしっ

かりとアピールします。

2
出勤情報を含め、在籍嬢全員 プロフィー

ルを掲載。お店全体 宣伝効果に繋げま

す。

4 お店様側から ページ管理やデータ入力な

どが一切不要。入店した女 コが貴店サイト

に掲載されると、当サイトにも掲載されます。  

5
巨乳ファン バイブル、雑誌「バチェラー」に

て連載記事を担当中。取材グラビア 流用

掲載など、他メディアへ 露出もできます。

3 グーグル検索上位に表示されます。
6

グラドル ような美乳からマニアックな豊満

爆乳まで、様々な「おっ い好き」ユーザ

ニーズに経験豊富な巨乳専門カメラマンが

応えます。



ここが変わりました！

女 コ グラビア撮影がなくても広告出稿が可能に。カップに関係

なく在籍嬢全員が掲載されます

1

2

様々なジャンル 女 コがトップページにランダム掲載。「本日出

勤」「新人」「細身スレンダー」「爆乳 & 超乳タイプ」など。今まで以上

に貴店在籍嬢へ 注目度がアップ！

1 2

2018年秋、2つ 大きなリニューアル点

※そ 他、出勤ステータスや人気ランキング、超新人速報など、風俗ユーザが遊ぶにあたって便利で使いやすい機能を搭載

各店ページ サイトトップページ



おすすめ広告プラン診
断チャート

プレミアムプラン
月額80000円 (税抜)

基本プラン
月額50000円 (税抜)

ライトプラン
月額30000円 (税抜)

Gカップ以上 コが5名以上、在
籍している

毎月グラビア撮影をして、コンスタ
ントに広告効果を出したい

YES

毎月数名 女 コを撮影して、広
告効果を最大にしたい

YES

YES

NO

 ◎診断スタート

NO

NO

できれ 撮影なしで、最小限 コ
ストで広告掲載をしたい

YES



プ
ラ
ン
比
較
表

CEO CFO

チームメンバー  

営業部長

プレミアムプラン 基本プラン ライトプラン

80000円 (税抜) 50000円 (税抜) 30000円 (税抜)

在籍女性 掲載 全在籍嬢 プロフィールを掲載 全在籍嬢 プロフィールを掲載 全在籍嬢 プロフィールを掲載

新人女性を毎日登録

リアルタイム出勤表示

貴店サイトへ リンク

割チケ

取材グラビア撮影

撮影場所

月に1日、貸切撮影日を
設定（5名前後）

なし (オプションで撮影可能)月に1名

ホテル代など 弊社負担 ホテル代 ご負担をお願いしますホテル代 ご負担をお願いします

サイトトップで 掲載頻度

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

☆☆☆

◯ ◯

◯

◯

◯

☆☆ ☆



3. 写真掲載

取材日から1-2週間程

度、出勤状況を見なが

らトップページに掲載。

ブログ、 ツイッターなど

に連動記事が掲載

2. 取材・撮影

1名につき60〜90分。

顔出しなどNG事項

確認、インタビュー、撮

影タイムという流れ

撮影日程を決定。女

コ 当日 出勤状況次

第で変更可能

撮影から掲載まで サイクル

※新人入店情報・出勤情報 、撮影タイミングにかかわらず随時更新されます。

女 コ 指名、
店売り上げアップ!

1. ブッキング



取材グラビア写真が掲載
されると...

女 コ 写真 取材 あと1-2週間ほどで、トップページ上部

タイムライン (『最近撮影してきた巨乳ちゃん』)に掲載。サイト内で

もっとも目立つ場所でしっかりとユーザへアピール

上記掲載と連動し「お店から選ぶ」メニュー 店パネルが上位へ

移動。撮影が増えるほどお店へ 注目もアップ!!

1

1
2

2

グラビア写真 1名につき3〜6枚 写真を厳選して掲載。目 肥え

たユーザに吟味してもらえる自信 コンテンツです。

サイトトップページ 「お店から選ぶ」メニュー



東京トップレス「店広告」詳細  (次ページへ続く )

◯基本プラン: 1店舗につき月額50000円 (税別)

◯プレミアムプラン: 月額80000円 (税別)

◯ライトプラン: 月額30000円 (税別)

◯基本プラン、ライトプランともに料金追加で 撮影が可能。女 コ1名につき10000円 (税別)

◯貴店サイトへ リンク、割チケなどお店 基本情報を掲載

◯在籍嬢全員 プロフィール掲載 。写真 女 コ1名につき1枚を貴店サイトから掲載、貴店サイト 在籍表と完全連動  
(※掲載する写真 当方で決定させていただきます)

◯撮影する女 コ 決めていただいて構いません。もし迷われた時 遠慮なくご相談ください

◯プレミアムプラン 撮影 月に1日貸し切り日を設定します (最大5名前後、ホテル代 弊社が負担します）。基本プラン
撮影 個別に日程を調整します。



東京トップレス「店広告」詳細  (続き)

◯系列店 同時掲載で、全て プランから20パーセント割引

◯東京トップレス・バナー広告を優待料金でご利用いただけます

◯2018.10 現在、新規掲載時 初月分を無料キャンペーン中 (例: 12月1日から 掲載でも、11月分掲載料 無料)

◯掲載料 前月払いでお願いします。月 途中で掲載が終わっても日割りで 返金 ございません

◯追加撮影料 、翌月 掲載料に加算して ご精算となります



広告掲載にあたり、必要なも

◯風適法届け出 コピー

◯掲載店 連絡担当者名

◯広告に掲載する店名

◯リンク先URL

◯店名ロゴ 素材画像 (店パネル画像を作成する に使用します。背景 無いも )

◯お店 看板画像 (店広告 お店トップに使用する看板画像です。サイズ：900 x 150)

◯ご請求書 宛名、送付先、メールアドレス等



グラビア撮影 際、あると良いも

◯上下同色 下着 (ブラとパンティ)を数セット

◯羽織も をいくつか (長袖カーディガン、ラッシュガード等)。二 腕や肩、お腹周りをスッキリ見せるため



FAQ よくあるご質問
Q. 広告掲載するに 取材 写真撮影が必ず必要ですか?

A. いいえ、撮影がなくても掲載できます。撮影付き プランでもまず広告掲載をしてから、写真撮影 後日ということも可能です。

Q. 取材に出てほしい女 コが「自分 太いから出たくない」と言っています。

A. ご安心ください。当サイト 写真 胸メインです で、胸さえ出していただけれ グラビアとして成り立ちます。カメラマン 20年以上にわたっ
てあらゆるタイプ 女 コを撮ってきております で、そ コ 良さを強調するノウハウに 自信があります。

Q. 写真修正がないと ことな で、身バレが心配です。

A. ホクロ、タトゥー、アザなど表面積が小さいも レタッチ可能です でご安心ください。上 回答にもありますが基本的に 胸さえ出してい
ただけれ グラビアとして成り立ちます で、タトゥーなど 面積が大きい場合 ご持参 カーディガンや衣装でカバーいたします。そ 他、顔
出し 程度など、ご希望や心配ごとがあれ 全て対応いたします で遠慮なくご相談ください。



別媒体、雑誌バチェラーで
掲載をオススメする理由

◎創刊40年超 老舗巨乳雑誌、長年 巨乳好きなら知らない者 いない!

◎コンビニで 買えないマニア向け雑誌ということで、女 コ 身バレ率が極

端に低い

◎顔出しOK コが優先掲載、胸 大きさ 多少小さめでも問題なし

(掲載出来るかどうか 最終決定権 同誌編集部)

◎読者 年齢層が40〜60代と高いため、紳士的な新規客が見込めます

◎一度 取材で、バチェラーと東京トップレスにW掲載!



ありがとうございました。


