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ムスメコネクトとは？
What’s



日本で唯一の、女性キャストによる”会員制クチコミサイト”です

会員数
2021.9現在

クチコミ数

ユーザー 件以上

月間PV数

PV以上

月間クチコミ投稿数

件以上

新規会員登録数

月 人以上

9,200 13,855

257,000 270

195
会員属性

20代の風俗経験者
会員の90％以上が



ムスメコネクトを観覧するにはクチコミ投稿・審査が必要です

実際に働かれたお店を5つの項目と5段階で評価します。

・個人名や、特定可能なイニシャル・誹謗・中傷に該当する恐れのあると判断した口コミは公開しません。

投稿時に出稼ぎ先や働くお店を検討している他の会員様の参考になるよう、
お店の良かった点・悪かった点を細かく記載して頂きます。

短期間で 

たくさん稼げた!優しいスタッフさん 
達で安心！

投稿

★★★★

★★★★★

セクハラされた…

★

※観覧できるのは、女性キャスト様のみ、男性スタッフ・一般の方も観覧・登録はできません。

閲覧

審査・公開 みんなの評価も高いし、 
ここのお店にしようか

スタッフさんの対応が良い 
お店はあるかな？



5つの★とクチコミで評価します

5つの項目を5段階で評価し
平均がお店の総合評価になります

-評価項目-

SAMPLE

バック率 回転率 客層 

スタッフ対応 お店の環境

掲載店舗数

9,775店舗
2021.9現在

全国



7 7%

1 8%

5%

お店は変えてないが、変える時は参考にする
参考にしてお店を選んだ
あまり参考にならない

がお店選びの参考にすると回答

平均観覧時間10分以上、じっくりと情報収集しています

ムスメコネクトのクチコミ内容を参考にお店選びをする方が大多数。
求人サイトとは違いリアルなキャスト様の声が評価されています。

投稿された口コミは毎日審査をしています。
キャスト様以外による投稿、誹謗・中傷と思われる投稿は公開されません。

95%

①求人サイトを見てお店を選ぶ

②ムスメコネクトで口コミ評価を観る

③応募する

-応募までの流れ-



Twitter上での認知度も高く、現役キャスト様から最も信頼されています。

2021.9現在

フォロワー数

約             

平均インプレッション

最高               
             回4,900 3,667

20,000
人

回

※元キャストのプロインフルエンサーにより毎日更新しています。



たった1ヶ月間で各種キーワードで1位を獲得しました。

SEO実績
※2021年1月25日 ~ 2021年2月25日の1ヶ月間

ソープランド ぽっちゃり

稼げる ソープ　

出稼ぎ風俗 おすすめ

巨乳 風俗 求人

稼げる ピンサロ　   

1位 風俗 キスなし　 2位
新宿 風俗 稼げる　

池袋 風俗 稼げる　
横浜 風俗 稼げる　

生理中でも働ける風俗　

SMクラブ 稼げる　

稼げる オナクラ　

渋谷 風俗 稼げる　3位

1位
1位
1位
1位

2位
2位
2位
2位

3位
3位



ムスメコネクトの強み
WEPON



ムスメコネクトで最も露出・効果の高いサービスです。

トップページに公認店として掲載、会員キャスト様は評価や口コミを
すぐに見る事ができ、店舗選びの参考にされるメインコンテンツです。

公認店・特別公認店掲載枠

ムスメコネクト公認店・特別公認店

SAMPLE

注意：公認店掲載の資格がある
評価の高い一部店舗様のみご案内可能です。

※評価の高い順に表示

TOPページ



特別公認店掲載枠
   ※ランダムに表示

特別公認店掲載枠
   ※ランダムに表示

店舗詳細ページ

検索結果ページ

公認店様のみ応募ボタンが設置されました。
これにより応募を検討されているキャスト様
をムスメコネクトからも獲得する事ができる
ようになりました。

2021年5月より

また、応募先はLINE,メールアドレスなど店舗様に
合わせてカスタムが可能です。



店舗詳細ページ・インタビューページを作成します。

アンケート・お写真のご協力により詳細な店舗ページを作成し、
店舗様の魅力をキャスト様へお伝え致します。

※ 特別公認店にて3ヶ月掲載のお約束  ※特別公認店のみ対応可 

※プランによって適応



ムスメコネクト認定証・公認店バナー 贈呈します。

求人バナーや求人ページ、店頭にて
”ムスメコネクト公認店”とアピールができます。
ブランド効果により他チャネルでも応募数UP
が期待できます。

※実際に店舗様の認定証Tweetを見て応募された方や
採用に繋がっているお声を数多く頂いております。

※プランによって適応



TwitterによるプロモーションTweetをします。

現役キャスト数千人がフォローするムスメコネクト・アカウントにて
適宜プロモーションTweet 致します。

他媒体と比較して圧倒的フォロワー数を誇り、ブランド効果による
応募数のアップが期待できます。

 競合フォロワー数（GH＝324 バニラボ＝3962 バニラ＝7000）
バニラと弊アカウントの共通フォロワーは12人しかいません…

※プランによって適応



SEOメディアにて特別公認店様を優先して紹介します。

ムスメコネクト独自のSEOメディア ”ムスメ大学”にてオススメ店舗として紹介をします。
例：ももジョブブログ・はじ風ブログ

特別公認店様とマッチしたエリア・業種にてオリジナルの記事を作成致します。

月 PV以上

月間PV数

平均 PV18,553

2021.9現在

よく読まれている記事

・吉原のソープ求人オススメ7選
・ぽっちゃりでも稼げるソープ求人
・稼げる高級デリヘルの求人

・ブスでも風俗で働ける、美人より稼ぐコツ
・スカウトの利用は危険?メリット・デメリット

など

※プランによって適応



現役キャスト様へ定期的にメルマガを配信します。

評価の高い公認店様として定期的にメルマガを配信します
ムスメコネクトへ登録されている現役キャスト様へ

月に1～3回送信

アクセス数をアップさせる為に店舗様情報だけでなく
様々なコンテンツを配信予定です。

※プランによって適応



掲載プラン
PLAN



公認店のお申込には原則

(お申し込み時、別途審査させていただきます)

口コミ数”2件”以上

セクハラ講習等の行為がない店舗

のみとなります。

総合評価”3”以上

※口コミの無い店舗・評価の低い店舗様は掲載できません。



ープラン別項目ー

ーお支払い方法ー
指定口座へのお振込
(お振込手数料はお客様のご負担となります)

ーお支払い期限ー
掲載開始月の前月迄にお支払い

※5月1日より掲載開始の場合は、4月末日迄にお支払い
※当月中の掲載をご希望の場合はご入金の確認が取れ、

求人内容の作成が完了次第に掲載開始を致しますが、日割り計算などは致しません。

露出枠拡大中!

さらに

"30枠"限定

30,000 70,000¥ ¥税
抜

税
抜

公認店 特別公認店

ムスメコネクト公認店掲載

100,000¥オプション ※ 3ヶ月掲載のお約束



バナー広告掲載
Advertising



1エリア・1ジャンル・1広告のみの独占限定枠です

※バナーサイズに指定はありません。自動でリサイズされます。

新着ページトップ・エリア/ジャンル検索後の
トップページに表示されます。

ページ最下層にも同じバナーを表示
次ページに変わっても表示されます。

バナー広告掲載枠

バナー広告掲載枠

へ常時表示します。最も目立つエリアトップや店舗一覧 高く、ユーザー流入が見込めます。露出度がかなり

エリア検索結果画面



ーエリア別PV数ー ージャンル別PV数ー

15,213 PV(月間) 11,903 PV(月間)

2021.9現在
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新着ページ ソープ デリヘル それ以外

※バナー掲載は風俗店様に限らず、全ての業種・お店様から受け付けております。



広告掲載プラン
PLAN



ーエリア別項目ー

90,000円 70,000円
50,000円 30,000円

1ヶ月(税抜)

※1都道府県で1広告限定の”独占広告枠”です。



ージャンル別項目ー

90,000円 70,000円
50,000円 30,000円

1ヶ月(税抜)

※1ジャンルで1広告限定の”独占広告枠”です。

広告以上で ”1万円づつ” お値引き

90,000円
50,000円

80,000円
40,000円

+

2 広告以上掲載で ”2万円づつ” お値引き

70,000円 50,000円
30,000円 10,000円

+

70,000円 50,000円
+

3
-キャンペーン-

20,000円お得 60,000円～お得



よくあるご質問

有料サービスに申し込めばクチコミを消せる？
サービス提供状態を問わず、クチコミの削除は利用規約・クチコミ削除ガイドラインに則り実施しております。
有料サービスをお申し込みいただいたとしても、ガイドラインを逸脱した形のクチコミ削除は対応しておりません。

有料サービスに申し込めばクチコミを見られる？
クチコミの閲覧は風俗経験者・現役風俗営業従事者等、弊社会員のみ閲覧することができます。
有料サービスをお申し込みいただいたとしても、店舗スタッフの方々はクチコミを閲覧することはできません。

公認店について
・公認店は本番講習・セクハラ・パワハラなどの悪質な人権侵害が確認された場合、事実確認を行います。
    結果、資格を取り消すことがあります。
・申し込み段階で上記のような口コミが発見されたり、悪評が多い場合は審査不合格となります。
・公認店は更新制です。１年毎に上記の違反がないか審査いたします。
・１年未満に契約終了した場合、その時点で資格を喪失します。
・資格を喪失した店舗が公認店を名乗り続け、使用中止勧告に応じない場合、相応の措置を行います。



最後に

私共ムスメコネクトは、優良店舗様を最大限支援し、悪質な求人の被害に遭う女性を一人でも減らすことが目的です。

風俗業界で不幸な目に遭う女性を一人でも減らしたい。

女性から採取する店舗を一つでも減らしたい。

そのために、私たちは女性たちの情報格差を無くしたい。

女性たちの持つ情報を集め共有すれば、それは力になります。

より安全で、より公平な業界を作っていきたい。

そんな業界を実現するために、私たちは努力を続けます。

Museum connect


