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DXデラックスとは・・・

P-01

2001年に立ち上げた風俗情報サイト。
あまり知られていないが、携帯での風俗動画配信を初めて行ったサイトです。
関東全域のみで展開している、今、一番勢いのある風俗サイトです！！

Check!

2013年7月に行ったサイトリニューアルで、
ユーザーが楽しんで風俗店を探せるサイトが

完成しました！

また、店舗様にとっても更新をしたくなるサイト、
つまりは更新をする事で実客が流れてくる

サイト作りを意識しました。

元々アダルトビデオの制作、編集を行っていた
スタッフが立ち上げ、現在も取材を

行っているので、動画取材やスチール撮影の
クオリティーに関しては、他の風俗サイトとは
格段に違う、絶対の自信があります！

DXデラックスと
競合媒体との違い・・・

PC版ページ

スマホ版動画ページ

スマホ版ページ

モバイル版ページ

PV ⇒ 約 290,000 /日

PV ⇒ 約 460,000 /日

PV ⇒ 約 860,000 /日

PV ⇒ 約 32,000 /日



背景をオリジナルのものに変更出来たり、タイトルバーの色を
変更できるので、お店のカラーに合わせた店舗ページ作りが
出来ます！
※各種画像は弊社で作成させて頂きますが、店舗様で作成
されても対応出来ます！

※参考画像

取材のバックナンバーが全てTOPページに並ぶので、一度
入ったユーザーが動画やグラビアを閲覧する事で、滞在時間
が長くなり実客により近付きます！

DXユーザーからの口コミ情報が掲載される事で、お店の信
用度がグッと上がります！
※良い口コミのみを掲載するので、誹謗・中傷は載りません。

DXデラックス 店舗紹介ページ
フーゾクDXの店舗ページとは・・・
女の子情報はもちろん、出勤情報や写メ日記・お店速報・割引情報・動画や
グラビアなど情報が満載！！
オフィシャルHPと同じボリュームだから、実客に直結します！

P-02

お店に合わせた店舗ページが出来る！

動画やグラビアが閲覧できる！

口コミ情報が掲載される！



DXデラックス 店舗更新内容
店舗様から更新コンテンツに参加していただくことにより、積極的に店舗を
PRすることができます。
書き込まれたコメントはリアルタイムに反映されますので、お客様にお店から
超リアルタイムの情報を配信できます。

P-03

DX独自の切り口で、コアなユーザーのフェチ心と
購買意欲をくすぐり、実客効果に繋がり易いア
ピールが出来ます！

※注意事項
・該当しないまとめに追加する事は出来ません。

ユーザーの選択肢として重要になってきたランキン
グは、DXならではの項目もあり店舗の宣伝には
ぴったりです！！

※注意事項
・毎週金曜日に更新されます。
・不正アクセス対応済み。

女の子が写真付きのブログを書く事で、「ユー
ザー」が「ファン」に変わります！
ちょっとした設定で、他のサイトの写メ日記も一括
更新出来ちゃう優れもの！

※一括更新出来る媒体やブログ名
ヘブンネット / ぴゅあらば / デリヘルタウン / 
フロなび / アメーバブログ / FC2ブログ / 
ライブドアブログ / ミクシー 他

DXユーザーなら動画とグラビアを見るのが当たり
前！その上でお店を選んでいる方も多いようです！
お店で管理している動画やグラビアを投稿して、
ユーザーの意識を自分の向けることが出来るチャ
ンスです！！

投稿動画対応ファイル形式 :
mp4 / mov / mpg / mpeg / wmv / avi / 3gp

※投稿動画と投稿グラビアは合算して1000M(1G)の容
量制限となります。

DXまとめ

投稿動画・グラビア ランキング

お店速報写メ日記



DXデラックス 取材紹介
ここでしか見る事ができない！どこよりもエロいDX自信作満載♪
体験動画を始め、女の子の紹介動画やオリジナルのグラビア企画など、
人気の取材コンテンツでさらにアクセスアップ！！
動画・グラビア毎日更新！！
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プレイ内容を紹介する体験動画や女
の子の紹介動画など、店舗に合わせた
動画を撮影できる！

顔出し限定のグラビアや、人妻熟女
専門の奥様グラビア、写真とQ&Aで
紹介するグラビアなどで女性をア
ピールすることができる！

動画取材 写真取材写真取材



DXデラックス 掲載料金

※ピンサロ、出会い喫茶、手コキ、オナクラ業種などの、
客単価の低い店舗が対象です。

DXデラックス 掲載料金
業種やエリアごとに設けられた安心の料金設定！！
掲載料金とは別にアクセスアップに繋がる、有料バナー枠もありますので、
詳しくは担当営業マンにご相談を・・・。
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初期設定費用

店舗型・受付型

派遣型

ソープランド

低価格業種

10,800円 (税込)

54,000円 (税込) 43,200円 (税込)

43,200円 (税込)

43,200円 (税込)

21,600円 (税込)

43,200円 (税込)

21,600円 (税込)

23区内 23区外

通常

ｼﾝﾌﾟﾙ

※店舗情報の登録や画像作成に掛かる費用になります。

※掲載初月のみ左記料金で2ヶ月掲載

※派遣型シンプルプランは、23区外の店舗様のみ対象になります。



DXデラックス サービス詳細
プランごとにサービス内容を充実化！！
この値段でこんなところまでを追求しています。
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タイトルボード
背景

①店舗型・受付型
派遣型・ソープランド
¥43,200～¥54,000

②低価格業種
③派遣型23区外
(ｼﾝﾌﾟﾙ)¥21,600

備考

店舗バナー

リアルタイム
ニュース

求人情報

女の子登録
編集

今スグ娘

写メ日記

特割/割引
イベント

お知らせ

料金表

地域＆業種
検索結果

取材
動画・グラビア

素材使用取材
カバーガール等
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●
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●

●

●

●

●

●

●

通常枠

●

●

●

●

●

●

※

●

●

※

●

●

通常枠下位での
ランダム表示

×

●

③の場合、
初期登録～変更・削除管理を
店舗様でのご負担となります

③の場合初期登録を行います
※ご変更の場合は、

メールにてご依頼願います

※HP素材を使用した
取材掲載可能です。

※他社サイトとの
同時投稿機能が使えます

②③の場合別途
動画：¥21,600

写真：¥10800

投稿動画
グラビア ● ●





ヘブンネット ぴゅあらば 風俗じゃぱん ヌキなび フロなび

マンゾクネット まんよこnet よるとも ラブギャラ デリヘルタウン

ソープスタイル プレイガール 風俗特報 kaku-butsu ビンビンウェブ

風俗Navi TMnet 口コミ情報局 よるびず エフナビWEB

デリヘルじゃぱん うれせん 風俗データセンター アメーバブログ FC2ブログ

ライブドアブログ ミクシー オフィシャルHP独自の写メ日記（写メブログ）同時更新機能


