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上位プランほど情報量/カスタマイズ性/露出度が格段にUP!!

ユーザーの応募率が超UP!!
お祝い金対象非対象ショコラからの

お祝い金

男性求人も同時に可能!!
設定可能設定不可男性求人ページ

ランダム３枠表示！

一覧最上部に
特別露出枠あり特になし

【追加表示】
特別露出枠

お店の雰囲気に合わせた演出が可能！
テーマカラー変更可能設定不可カスタム設定

アクセスや更新状況、掲載プラン等を考慮！
ランクイン可能！ランキング一覧

限定待遇の設定で応募率が飛躍的にUP！
設定可能（一覧にも露出）

【ショコラ特別待遇】
設定可能情報

標準大画像
お店紹介画像5枚
背景画像

ヘッダー超特大画像

標準大画像
お店紹介画像3枚
背景画像

ヘッダーバナー画像

標準大画像
お店紹介画像3枚【画 像】

設定可能情報

超目立つオレンジ色
で特別待遇が表示
応募ボタンもあり

目立つピンク色で
特別待遇が表示
応募ボタンも有り

ピンク色で
特別待遇が表示
応募ボタンも有り【表示方法】

一覧ページ

（サブエリア+2）
エリア3

（サブエリア+1）
エリア2

（メインエリアのみ）
エリア1選択可能

表示エリア数

回/日30回/日20回/日10
ボタンはタイマー式なので都度押す必要はありません（初期設定時に弊社で一定の時間を設定します）

上位ボタン回数

プランAプランBプラン（標準掲載）C掲載プラン

【プランごとの差】

円90,000円60,000円30,000全 国

プランAプランBプラン（標準掲載）C掲載プラン

【掲載料金】

01
3種類の掲載プランで予算感に合わせた露出効果を選択可能

掲載料金

掲載料金＆オプションプラン



各プランの詳細については7～8Pにてご紹介

円50,000採用強化中オプション

金 額掲載プラン

採用を強化していてスグ働ける感をユーザーにアピールできます！採用強化中店舗だけの紹介ページにも表示されます

「採用強化中！」表示オプション

円50,000限定特典オプション

金 額掲載プラン

期間限定、ショコラだけの限定特典を設定可能！限定特典を設定した店舗だけの紹介ページにも表示されます

今だけ！「限定特典」表示オプション

回5円10,000未経験プラン

上位表示ボタン回数金 額掲載プラン

キャバクラ･ガールズバーで働いたことが無い･･･業界未経験で不安･･･
そんな女性ユーザーの求人に特化した追加露出枠！

未経験プラン料金表

回5円10,000出稼ぎプラン

上位表示ボタン回数金 額掲載プラン

短期の出稼ぎ・身バレを避けたい・上京して稼ぎたい
遠方で仕事を探しているユーザーに向けた特別露出枠！

出稼ぎプラン料金表

回10円30,000各エリア（駅･スポット）限定10枠
全 国

上位表示ボタン回数金 額掲載プラン

今日スグ働きたい！今日スグ女の子が欲しい！
ユーザーと店舗様の需要を叶える集客効果バツグンの専用露出枠！

即日体入プラン料金表

02 オプションプラン

掲載料金＆オプションプラン



グリーン/イエロー/パープル/ピンク/ブルー/ブラック　　テーマカラー変更2

A/Bともに横幅 PC:1920px スマホ:640px　　背景画像の設定（リピート表示）1

※カスタム設定（A/B限定）
メール/電話などの基本的なもの以外
に 「匿名応募フォーム」「SNS応募」など
充実！確実に店舗様へ反響をお届け！

応募機能9

働いているキャストを登録することで
お店のイメージが伝わります。

キャスト紹介8
店長/キャストの日常やお店の雰囲気
を画像・動画で投稿できます。

スタッフブログ7
特にアピールしたい点を自由に設定で
きます。（HTMLも使用できます）

お店のイチオシPOINT！6
ショコラ取材班がインタビュー形式で
収録させて頂くショコラだけのオリジ
ナルコンテンツです。

ショコラ取材動画5

体入/本入時給や待遇、特別待遇で
ユーザーにアピールできます。

求人特別情報4
プラン共通で設定可能な大画像です。
店舗一覧にも表示されます。

大画像（700×300）3
店内など、ユーザーへ細かい雰囲気を
伝えることができます。

SHOP GALLERY2

1000×210pxB1920×1080pxA

A/Bプランは別途大画像が設定でき
ユーザーにアピール可能です！

A/Bプラン専用大画像1
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03
詳細ページは各店の色を出しやすく、且つ女性ユーザーに分かりやすいデザインを追及

店舗詳細ページ

サイトデザイン



掲載プランや更新状況アクセスなど様々な
角度で審査し、ランキング付け!!

POINT

有料掲載の
店舗で上位表示順

Aプラン店舗がランダム3枠
スライダー表示

特別露出枠

一覧ページでの表示は上位表示ボタン順！
上位プランほど回数が多く有利!!

POINT

ランキングページ店舗一覧ページ

04
一覧ページでも必要な情報をしっかり訴求！上位表示でユーザー流入が大幅UP！

店舗一覧ページ

サイトデザイン



グリーン/イエロー/パープル/ピンク/ブルー/ブラック
　　テーマカラー変更2

A/Bともに横幅 PC:1920px スマホ:640px

　　背景画像の設定（リピート表示）1

※カスタム設定（A/B限定）

メール/電話などの基本的なもの意外に
「匿名応募フォーム」「LINE応募」
など充実！確実に店舗様へ反響をお届
けします。

応募機能9

店内など、ユーザーへ細かい雰囲気を
伝えることができます。

SHOP GALLERY8

働いているキャストを登録することで
お店のイメージが伝わります。

キャスト紹介7

店長/キャストの日常やお店の雰囲気
を画像・動画で投稿できます。

スタッフブログ6

特にアピールしたい点を自由に設定で
きます。（HTMLも使用できます）

お店のイチオシPOINT！5

ショコラ取材班がインタビュー形式で
収録させて頂くショコラだけのオリジ
ナルコンテンツです。

ショコラ取材動画4

プラン共通で設定可能な大画像です。
店舗一覧にも表示されます。

大画像（700×300）3

体入/本入時給や待遇、特別待遇で
ユーザーにアピールできます。

求人特別情報2

640×132pxB640×512pxA

A/Bプランは別途大画像が設定でき、
ユーザーにアピール可能です！

A/Bプラン専用大画像1
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店舗様詳細ページ

05スマホ版店舗詳細ページ

サイトデザイン



有料掲載の
店舗で上位表示順

Aプラン店舗がランダム3枠
スライダー表示

特別露出枠

ランキングページ店舗一覧ページ

06 スマホ版店舗一覧ページ

サイトデザイン



コンテンツを更新すると エリアTOPに優先
露出します。
設定情報と更新情報が多ければ多いほど露出
度・反響ともにUP!!

POINT

店舗詳細内応募情報内エリアTOP面接人紹介

女性が応募した際に面接してくれる
スタッフさんの写真を設定できます。
面接人の容姿が事前に分かることで応募への不安やハ
ードルの高さが解消されます。
こちらもエリアTOPで表示されますので応募女性にア
ピールしましょう。

面接人紹介

店舗詳細内キャスト紹介エリアTOPキャスト紹介

お店で実際に働いているキャストを紹介するコンテンツ
です。
どんな人が働いているかを知ることで、応募女性がお店
選びをする上での参考となり成約率が上がります。
写メ/動画日記同様エリアTOPにも露出しますので、
ご設定頂くと流入UPが期待できます。

キャスト紹介
店舗詳細内スタッフブログ

エリアTOPスタッフブログ

お店の日常や応募女性へ
のメッセージなどを手軽
に投稿できるブログ機能。
スタッフさんやお店の雰
囲気が分かるので、女性
が応募しやすくなります。

また、ブログ投稿をするまた、ブログ投稿をする
とエリアTOPにも露出さ
れてユーザー流入が向上
します。
（ブログ投稿は店舗様管
理画面、もしくはメール
投稿も可能です）

スタッフブログ

07
体入ショコラはコンテンツが充実！女性の不安を解消することが反響への近道！

スタッフブログ・キャスト紹介・面接人設定機能

各種コンテンツ



常に上部に表示される「追従導線」と店舗一覧
最上部での「即日体入ソート」でユーザーから
のアクセスが倍増。

POINT

各一覧上部固定リンク各一覧追従リンク

店舗詳細ページ即日体入一覧ページ

今日スグ働きたい！そんなユーザーに特化し
た情報を店舗詳細ページに表示。

また、即日体入プランをご契約の店舗様だけ
が露出する一覧ページと、流入リンクを多数
用意、女性ユーザーの流入数･応募数が劇的
に向上します！

その日に応募→即体入!!露出度MAX

即日体入
プラン

08
ニーズに合ったユーザーにアプローチ可能！情報量･露出度が向上するオプションプラン

即日体入プラン

オプションプラン



即日体入同様各プランの導線と専用店舗一覧
があるのでユーザーからのアクセスが期待で
きます。

POINT

店舗詳細ページ未経験一覧ページ

出稼ぎ一覧ページ

店舗詳細ページ

「未経験で不安」そんなユーザーの背中
を押す情報を店舗詳細ページに表示。

専用の特典や不安が解消できる情報設
定をすることで、業界未経験ユーザー

の応募率が格段に上昇します。

「業界未経験」な
ユーザー向け露出枠

未経験
プラン

地元以外へ出稼ぎしたい！そんなユー
ザーに特化した情報を店舗詳細ページ
に表示。

出稼ぎ特典や寮、給与シミュレートな
ど出稼ぎ希望のユーザーに有益な情報
を設定可能なので、よりピンポイント
なアピールができます。なアピールができます。

旅行ついでに短期バイト
地元以外で稼ぎたい

出稼ぎ
プラン

09出稼ぎプラン/未経験プラン

オプションプラン



「限定特典」同様、購入店舗のみ表示され
る新規オプション露出枠。導線部分に店舗
のバナー画像が表示され、ユーザーへの訴
求力アップ！
スグに働きたい女性ユーザーにフォーカス
した露出枠なので、早期での応募が期待で
きます。きます。
専用一覧ページも新規で追加！

店舗一覧ページ都道府県TOPページ

採用強化中オプション

購入店舗様のみ表示される新規オプション
露出枠が追加！
今だけ感を強調でき、女性の応募を後押し
します。
一覧ページにも店舗詳細ページにも項目が
追加され、購入店舗だけの専用一覧ページ
が新たに加わるのでユーザーの流入と応募が新たに加わるのでユーザーの流入と応募
増加が期待できます。

店舗一覧ページ都道府県TOPページ

限定特典オプション

10
露出箇所が盛りだくさん！コンテンツも充実でユーザー流入のチャンス多数！

限定特典オプション・採用強化中オプション

各種コンテンツ





Yahoo!やGoogleなどの検索エンジンで
「キャバクラ 求人」「キャバクラ 体入」
「体験入店」などのワードで検索すると、検索
結果の上位に体入ショコラへのリンクが表示
される広告手法です。
検索最上位に表示されることでユーザー流入
が多く閲覧数を大幅に向上させます。が多く閲覧数を大幅に向上させます。

リスティング広告
「キャバクラ 求人」で検索した際のリスティング広告（イメージ）

ショコラアドトラック（イメージ）

一度聴いたら頭から離れない！ネットで話題のテーマソングを流しながら、4tトラックが
繁華街を走り回ります。目を引くビジュアルと印象的なテーマソングで女性ユーザーへの
サイトのブランディング効果がバツグンです。
サイト名としての認知度を上げていけることで、あまりWEBに詳しくない女性ユーザーに
対して、とても効果的なプロモーションです。

宣伝カー ブランディング
12 宣伝カー/リスティング広告

プロモーション



「キャバクラ 求人」などのSEO集客以外に
「体入ショコラ」でもユーザー確保できるので
他社競合サイト以上の集客が可能です!!

街でトラックを見て
「体入ショコラ」の

サイト名検索からの流入

宣伝カー集客

ショコラの強み!!

一般的な検索キーワード
「キャバクラ 求人」
「体入」「店名 求人」

からの流入

通常の集客

集客イメージ

視覚と聴覚に訴えかける
宣伝カープロモーションは

効果バツグン!!

街でお馴染みの
印象的な歌とトラックでの
サイトブランディング

宣伝カー
街でお馴染みの

印象的な歌とトラックでの
サイトブランディング

既に全国各地域の主要エリア
（検索需要の高いエリア）
にて上位表示に成功!!

様々なWEBサイトで
SEO実績を持つ

対策チームのノウハウで
上位表示を実現!!

SEO対策

体入ショコラの戦略
13プロモーション戦略

プロモーション



販売代理店

お問い合わせは下記よりお気軽にお願い致します。

Chocolat


