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「みっけ」は風俗業界に特化した
女性向け高収入求人情報メディアです。

みっけは、高収入を稼ぎたい女性のための求人情報メディアです。デリバリーヘルスをはじめ、ホテルヘルス、エス
テ、ソープランド、ピンクサロンなど日本全国の風俗求人を多数掲載しています。応募者層は20代の学生・フリー

ター・ＯＬ・主婦の方々が中心。1カ月・約2万円～と業界内でもリーズナブルな掲載料金も特徴です。業界の慢性的
な人材不足解消に貢献するとともに、貴店の採用ニーズにしっかりとお応えしていきます。

業界未経験・初心者向けのハウツーまとめ
https://work-mikke.jp/know-how/

編集部が独自の目線でおすすめ求人を紹介
https://work-mikke.jp/feature/

ユーザー参加型のお悩み相談掲示板
https://work-mikke.jp/board/

みっけのおすすめコンテンツ
1.風俗お仕事ノウハウ

2.みっけ編集部まとめ

3.風俗お悩みQ&A

みっけとは
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みっけの強み



20代＂良い女性＂とのマッチング率

入店後の活躍に期待ができる
＂良い女性＂とのマッチングを強力に実現します！

ここで言う良い女性とは、外見の良さだけでなく、表情や話し方、お仕事への姿勢などに好印象がもてる女
性のこと。みっけでは、応募者の約70%が10～20代の年代の方が占めているため、良い女性とのマッチング
率も高精度。貴店の人材不足解消に強く貢献していきます。

みっけの強み

※集計期間：2020年3月～2020年5月 ※不明データ除く

応募者の年代別構成比

若い年代からの
応募数が

約70%

18〜22歳
36.3%

23〜27歳
36.3%

28〜32歳
10.8%

43歳以上
6.6%

38〜42歳
3.5%

33〜37歳
6.6%

応募者の希望する勤務期間別構成比

1ヶ月以上
3ヶ月未満
27.8%

3カ月以上～
1年未満
39.4%

1年以上
26.3%

1カ月未満
6.6%

3カ月以上
じっくり働きたい
ユーザーが多いです！



お客様の声

確かな効果を実感いただています！

以前から、他媒体とはアプローチが異な
り、かつキレイなサイトだったので、とても
気になっておりました。スターグループ求人
部の部長として、一括で求人を管理している
なかで、最近は某大手求人サイトに次いで、
多いのが『みっけ』さんからの応募です。現
在、有料化している関東エリアでは、無料掲
載も含めて20店舗ほど掲載中。『みっけ』
さんは、広告にも力を入れており、細かな
キーワードがとても強い印象がありますの
で、SEOでも成果がでているのではないで
しょうか。エリアや業態によってバラツキは
ありますが、安定した採用ができています
ので、今後もスターグループとして出稿を強
化していきます。関西有料化が楽しみです
♪

統括管理責任者

S代表
店長

角田様
代表

葛原様

『みっけ』さんに当店のインタビュー記事を
掲載して頂き、記事による応募効果を実感し
ています。最初は半信半疑で取材を受け
て、様子を見ていました。その後、徐々に応
募が増えてきて、掲載中の吉原ソープ店の
中では毎月上位に入る程、安定して応募が
来るようになりました。取材を通して、お店
のコンセプトや仕事に対する姿勢、今後の
ビジョンなどを熱く語らせていただいたの
で、多少なりとも求職者に響いたのかなと
思っています。今後も安定した応募を期待し
ております。

プラチナ枠が空いた時に、すぐにプランアッ
プを決断してホントに良かったです！今で
は、毎月安定して応募がきており、『みっ
け』さんから採用した女性が多数活躍して
います。直接契約していることもあり、多少
のわがままを聞いていただけるところもポ
イントです（笑）ただ掲載しているだけでは
競合店に女性を奪われてしまうと考えてい
ます。そこで、今後も積極的に取材記事を掲
載していただき、自社ページ内に良質なコ
ンテンツを増やしていこうと思います。実感
として、『みっけ』さんからはすごく前向き
な女性が応募してくる印象で、先日はモデル
のようなかわいい女性が採用できて正直驚
きました。これからも期待しています！



確かな効果を実感いただています！

『みっけ』さんには、モアグループの多くの
店舗を掲載しております。取材記事により
店舗を効果的にアピールでき、実際にコン
スタントに採用できているからです。手探り
の中、「店内まるごと突撃レポート」や「3人
の先輩から学ぶ1日のスケジュール」等の取
材記事を『みっけ』さんと一緒に作成でき
たのがとても印象的です。今後もグループ
全体の求人を増加させるために、『みっけ』
さんの取材記事を活用していきたいです。

百合の園グループ求人担当

山本様
エステ屋女将のひざまくら池袋店店長 

山田様
モアグループ求人担当

長瀬様

先日、狙っていたターゲット層から、見事に
応募が来て採用することができました！
『みっけ』さんとのお打ち合わせで、相談し
て狙っていたとおりの女性です。やはり、取
材記事で欲しいターゲット層にあった女性
をピックアップし、応募者の女性に共感を
与えるような取材内容が効いたのだと思い
ます。店側の一方通行のアピールよりも、第
三者的な視点の記事はとても効果が高いと
思います。これからも掲載に関する相談を
行い、求人につなげていきたいです。

『みっけ』さんとは、お店のキャストさん
が、あかねさん（みっけStoryサポーター）
のセミナーでみっけStory編集長のみや
ねぇ様と知り合った事がきっかけで掲載を
始めました。僕自身も取材に出演して、お店
を立ち上げた経緯や回春エステの魅力など
をアピールすることができました。また、先
ほどのキャストさんの技術力を活かした、
「人気講師に学ぶ回春マッサージってこん
なところ！」という記事を作成していただい
たところ、前向きで技術力の高い人材が、本
当に獲得できたことに驚きました！今後も
こういった記事を通して、良い人材が来るこ
とを期待しております。

お客様の声



料金プラン



現在実施しているキャンペーン

通常料金33,000円が今なら「無料」！みっけ自慢の取材コンテンツ
をぜひこの機会にご利用ください！

1.MyStory取材 初回無料キャンペーン キャンペーン期間：2021年5月10日〜期間限定

関東エリア（東京・神奈川・千葉・埼玉）対象エリア

適用条件

備考

料金プラン

プラチナ・ゴールドプランに新規ご掲載の店舗様
キャンペーン期間中、プラチナ・ゴールドプランでご掲載中で、過去にMyStory取材を受け
たことがない店舗様（キャンペーン期間中に再掲載された場合、前回の有料掲載終了から3
カ月以上経過している必要があります。）

取材は対面取材に限らせていただきます。
MyStory取材の詳しい情報は、「MyStoryインタビュー取材の紹介」のページをご覧くだ
さい。

https://work-mikke.jp/know-how/mystory/
MyStoryはこちら



料金プラン

新規ご掲載の店舗様限定！「1カ月料金で最大3カ月掲載できる」超
お得なキャンペーン実施中！

※「最大3カ月掲載」とは、申込月に加えてさらに2カ月間ご掲載ができることです。例えば4月1日にお申込みいただいた場合、6月末
まで1カ月の料金でご掲載が可能です。※金額は税抜きです

2.新規掲載キャンペーン キャンペーン終了日：期間限定

関東エリア（東京・神奈川・千葉・埼玉）

ゴールドプラン　※1エリア・3エリアとも可

新規ご掲載の店舗様or前回の有料掲載終了から3カ月以上経過している店舗様

対象エリア

対象プラン

適用条件

料金紹介 東京都なら44,000円、神奈川県・埼玉県なら38,500円、千葉県なら27,500円で最大3カ月間
ご掲載ができます（※価格は税込みです。※1エリア掲載の場合の例。3エリア掲載にも適用
可能です）。

「MyStory取材 初回無料キャンペーン」と「新規掲載キャンペーン」の
併用も可能です。ぜひお問い合わせをお待ちしております！



みっけの料金プランはコスパ重視！
貴店のご状況に合わせたお得なプランをお選びください！

1.プランを選択 2.掲載エリア数を選択

掲載都道府県の中ならお好きなエリアに出稿可能！
掲載エリア数が多いほど求人広告の発見率がアップ
するため、貴店の採用PRを幅広いユーザーにお届け
することができます！

上位プランほど検索結果上位をキープできるため、着
実な応募につながります！※検索結果一覧で上位プ
ランが下位プランより下位置に表示されることはあり
ません。※順位アップとは、検索結果の並び順トップ
に確実に表示できる機能です。

OR1 3
エリア エリア

最上位プラチナ

ゴールド

シルバー

検
索
結
果
一
覧

順位アップ

30回/日

順位アップ

20回/日

順位アップ

5回/日

料金プラン

※掲載エリア数を「5エリア以上」ご希望の場合はお問い合わせください。



関東版｜料金プラン

※「3エリア掲載」の場合、掲載都道府県をまたいで掲載エリアを選択することはできません（例：掲載都道府県が東京都の場合、神奈川県など別都道府県に
属する掲載エリアは選択できません）。※掲載エリアとは、東京都なら五反田、神奈川県なら横浜といった、都道府県の下に位置するエリアのことを言います。
※「3エリア掲載」から「1エリア掲載」にプラン変更した場合、求人が表示される検索結果ページは「メインエリア（お申込み時に設定した掲載エリア）に設定
した掲載エリア」になります。メインエリアは管理画面から確認できます。※同名店舗の求人を複数都道府県に掲載することも可能です（ただし、各都道府県に
1店舗ずつまで。掲載数分のアカウント購入が必要です）。※シルバープランは「1エリア掲載」のみの受付になります。※「2エリア掲載」は受付ておりません。
※「5エリア以上」をご希望される場合はお問い合わせください。※限定枠数は関東エリア全体の合計数です。

プラチナ ゴールド シルバー

東京都
1カ月掲載

掲載都道府県

プラン・枠数

（税込 88,000円）

（税込 110,000円）

80,000円

 100,000円

1エリア掲載

3エリア掲載

神奈川県・埼玉県
1カ月掲載

千葉県
1カ月掲載

料金プラン

限定10枠 制限なし 制限なし

（税込 82,500円）

（税込 104,500円）

75,000円

 95,000円

1エリア掲載

3エリア掲載

（税込 71,500円）

（税込 93,500円）

65,000円

 85,000円

1エリア掲載

3エリア掲載

（税込 44,000円）

（税込 66,000円）

40,000円

 60,000円

1エリア掲載

3エリア掲載

（税込 38,500円）

（税込 60,500円）

35,000円

 55,000円

1エリア掲載

3エリア掲載

（税込 27,500円）

（税込 49,500円）

25,000円

 45,000円

1エリア掲載

3エリア掲載

20,000円1エリア掲載
（税込 22,000円）

20,000円1エリア掲載
（税込 22,000円）

20,000円1エリア掲載
（税込 22,000円）



現在、関西エリアへのご掲載は期間限定の特別仕様でご提供しております。お手数ですが詳細はお問い合わ
せください。

関西版｜料金プラン

関西エリア 大阪・京都・兵庫・滋賀・奈良・和歌山

料金プラン



下記エリアは現在、無料掲載キャンペーンを実施しております。無料ですがシルバープランと同等の機能をご
利用できます。ぜひこの機会にみっけをご利用ください！お問い合わせをお待ちしております。

その他エリア｜料金プラン

東北・北海道エリア

北陸・甲信越エリア

北関東エリア

東海エリア

四国・中国エリア

九州・沖縄エリア

北海道・宮城・福島・山形・秋田・岩手・青森

石川・福井・富山・新潟・長野・山梨

栃木・茨城・群馬

愛知・静岡・三重・岐阜

広島・岡山・山口・鳥取・島根・香川・徳島・高知・愛媛

福岡・長崎・大分・佐賀・熊本・宮崎・鹿児島・沖縄

料金プラン



以下はプラン構成の一部例になります。ご不明な点はお問い合わせください。貴店の募集ニーズに合わせて
最適なプランをご提案させていただきます。

料金プラン例

東京エリアでコスパよく”良い女性”を採用したい！ケース1

× ×ゴールドプラン東京都 3エリア掲載 1カ月 60,000円
※神奈川県・埼玉県の場合、60,500円（税込）。千葉県の場合、49,500円（税込）

みっけなら「高コスパ」で複数エリア掲載ができる！
3エリア掲載をした場合の1カ月掲載料金を比較

他媒体A様

15万円 9万円 6万円

他媒体B様 みっけ

料金プラン

みっけ
編集部

フォーカス
3エリア掲載で約3エリア掲載で約3エリア掲載で約

（税込 66,000円）



近隣都道府県に同時掲載！広範囲PRで大量採用したい！ケース2

× × ×ゴールドプラン東京都 3エリア掲載 1カ月合計 95,000円
× ×ゴールドプラン神奈川県 1エリア掲載

1カ月 35,000円

都道府県ごとにアカウントを購入すれば複数都道府県に同時掲載可能！上記例は東京都と神奈川県ですが、関東
エリア内なら組み合わせは自由。近隣都道府県の人気エリアに絞って求人をPRすることもできます。都内の人気
エリアは好リーチを獲得できるため、東京隣接県の店舗様にもおすすめのプランです！

まずはお試し！価格をおさえて、じっくり採用したい！ケース3

× ×ゴールドプラン埼玉県 1エリア掲載

1カ月 ２5,000円× ×ゴールドプラン千葉県 1エリア掲載

みっけ初掲載の店舗様にもおすすめのプラン。ゴールドプランであれば検索結果トップに表示できる「順位アッ
プ」もたっぷり利用可能。競合様と比較してもリーズナブルに求人募集をスタートできます。

料金プラン例

（税込 104,500円）

（税込 38,500円）

（税込 27,500円）



ご紹介させていただいたプラン構成は、一部例です。
「採用ターゲット」「出稿エリア」「業態」など、貴店のご状況に合わせた

最適なプランをご提案させていただきますので、ぜひお問い合わせください！

繁忙期に備えて、急募集！さらにお店コンセプトに合った
採用ターゲットを採用していきたい！    

ケース4

×

+

×プラチナプラン東京都

MyStoryインタビュー

3エリア掲載 初月合計 130,000円

短期間に大量募集をするならみっけの「プラチナプラン」がおすすめ！来訪ユーザーがほぼ必ず閲覧する検索結
果で上位位置をキープできるため、求人の発見率はMAXレベル！さらに、みっけのオススメコンテンツ「MyStory
インタビュー」と組み合わせると、貴店の採用ターゲットに近しい人材に深くアプローチが可能になります！
MyStoryインタビューは、検索エンジン・SNS・メルマガなどの外部流入はもちろん、サイト内にもたっぷり導線を
確保しているため、貴店の求人募集のPRに強力に貢献！また、MyStoryインタビューは買い切り商品のため、購
入後はずーっと効果が持続します！MyStoryインタビューの購入回数に制限はないため、2本、3本…とまとめて
のお申込みも大歓迎です！プラチナプランは枠数限定のため、お申込みはお早めに。みっけ自慢の取材記事セッ
トプラン、ぜひお試しください！

内訳）1カ月掲載料金 100,000円
MyStoryインタビュー料金 30,000円

※神奈川県・埼玉県の場合、137,500円。千葉県の場合、126,500円

料金プラン例

（税込合計 143,000円）



全プラン「求人広告」と「応募方法」に制限なし！
たっぷり訴求できてLINE応募も受け取れる！プラン詳細

※上位プランになるほど「検索結果の表示位置」が上部位置になります。検索結果一覧にて上位プランが下位プランより下に表示されることはありません。※順
位アップとは、検索結果一覧にて確実に並び順トップに表示できる機能です。※順位アップはタイマー設定が可能です。タイマー設定後は自動で順位アップが
実行されます。任意のタイミングで実行することも可能です。※順位アップのリセット時刻は毎日AM5:00です。※お悩みQ&Aとは、ユーザー参加型のお悩み
相談掲示板です。回答権があるプランは毎月20回まで回答することができ、4回答するごとに最大順位アップが1回分増加します（増加分は次回のAM5:00に
反映されます。増加の効果はお悩みQ&Aに回答した月内のみです）。※プランによる求人広告の表示制限等はありません。すべてのプランで求人広告をフルで
利用可能です。ただし、無料プランの求人広告にはプラチナプラン・ゴールドプランの広告が表示されます。※プランによる応募方法の制限はありません。全プ
ランで「Web応募」「LINE応募」「電話応募」が可能です。

プラチナ ゴールド シルバー 無料

検索結果の
表示位置

順位アップの
初期回数

お悩みQ&Aの
回答権

最大順位アップ
5回分増加可能

最大順位アップ
5回分増加可能

30回/日 20回/日 5回/日

最上位

上位プランほど検索結果上位をキープできるため着実な応募につながります！

繁忙期に備えて、急募集！さらにお店コンセプトに合った
採用ターゲットを採用していきたい！    

料金プラン



プラン詳細｜限定枠について

※限定枠へのお申込みは先着順とさせていただきます。

プラチナ ゴールド シルバー 無料

関東エリア

関西エリア

その他エリア

料金プラン

関東エリア、関西エリアはプラン別に限定枠を設けております。現在の空き状況につきましては、大変お手数
ですが、お問い合わせください。

限定10枠

限定10枠 限定40枠

制限なし 制限なし

制限なし

ー

ー

ー ーーー



オプション一覧

※現在、「MyStoryインタビュー取材」の購入はプラチナプラン・ゴールドプラン・シルバープランにご契約中かつ、関東エリア掲載中の対面取材が可能な店舗
様に限らせていただいております。

MyStory
インタビュー取材 1名 33,000円

オプション名 価格（税込） 内容

みっけのコンテンツ「MyStory」のインタビュー取材です。キャスト様へ
のインタビューを通し、通常の求人広告からは見えにくい貴店の魅力を
最大限PR。貴店に興味のあるユーザーに対して深く効果的にアプローチ
することが可能です。

料金プラン

現在、「MyStory取材 初回無料キャンペーン」を実施中！
詳しくは、料金プランページをご覧ください。



関東エリアの都道府県別掲載エリアです。お申込み都道府県の中からご希望のエリアに求人を掲載すること
ができます。

関東｜掲載エリア紹介

池袋／赤羽・大塚・巣鴨／新宿・歌舞伎町／大久保・新大久保／高田馬場・目白／渋谷／恵比寿・目黒／五
反田／品川／六本木・赤坂／新橋・銀座／錦糸町・亀戸／日暮里・西日暮里／鶯谷／吉原／上野・御徒町／
北千住・亀有・金町／神田・秋葉原／蒲田・大森／小岩・新小岩／葛西／練馬／中野・高円寺／荻窪・吉祥寺
／調布・府中／町田／立川／八王子／東京都その他

東京都

横浜／関内／曙町／桜木町／新横浜／川崎／相模原／大和／藤沢／厚木／平塚／横須賀／小田原／神奈川
県その他

神奈川県

大宮／浦和／さいたま市（他）／西川口／越谷／熊谷／春日部／所沢／川越／草加／蕨／狭山／入間／本庄
／東松山／久喜／朝霞／埼玉県その他

埼玉県

栄町／千葉市（他）／船橋／西船橋／松戸／柏／市川／成田／浦安／市原／千葉県その他千葉県

料金プラン



MyStoryインタビュー取材の紹介



実績350名以上！
＂良い女性＂の背中を押すMyStoryインタビュー

みっけのMyStoryは、現役キャスト様を対象
にした求職者様目線の深堀りインタビューだ
から貴店に興味のあるユーザーに効果的にア
プローチが可能！

「応募の決め手は何？」「入店後だからわかる
お店のオススメポイントは？」など、インタ
ビューを通して、求人広告からは見えづらい貴
店の魅力をＰＲ！

キャスト様のリアルな声、そして、編集部による
親近感の湧く文章で貴店の求めるターゲット
とのマッチングを強力に実現していきます！

キャストインタビュー「MyStory」はこちら
https://work-mikke.jp/know-how/mystory/

MyStoryインタビュー取材の紹介



求職者様に認知して頂くうえでも他店舗様より有利になります！

外
か
ら
の
流
入

外
か
ら
の
流
入

MyStoryインタビューは応募につながる
強力な導線を構築できます！

相
互
リ
ン
ク

取材記事求人詳細

MyStoryインタビュー取材の紹介



公開までの流れ

取材担当・編集者紹介

2.取材 3.初稿ご確認・
修正 4.公開1.日程調整

お申込みから記事公開まで約2週間を予定しています。

みやねぇ

口コミ、評判、噂を気にするのが女心。いくら自分（店）を良くアピールしても、受け手に伝わらないことがあります。だからこ
そ取材記事。取材により第三者の視点を盛り込むことで、読者に信頼感を与えるのが狙いです。さらに、取材させていただく
「人」を通し、新たな店舗様の魅力を引き出したいと考えています。

編集歴15年以上。ブライダル誌を経て求人広告の制作に従事。女性目線の感性と求人のノウハウを武器に風俗求人の世界へ。わずかながら
キャバクラ経験はあるが風俗経験は無し。取材をすればするほど、奥が深くやりがいのありそうな業界だと実感。趣味はマラソンと阿波おど
り。体力には自信あり！

https://twitter.com/mikke_story_myn

MyStoryインタビュー取材の紹介



順位アップ機能の紹介



順位アップの例
（ゴールドプランの場合）

順位アップ枠
1位～3位

プラチナ枠

ゴールド枠

シルバー枠

順
位
ア
ッ
プ
で
一
気
に
並
び
順
ト
ッ
プ
に
移
動
。

1他
店
舗
が
順
位
ア
ッ
プ
を
し
た
場
合
、

順
位
ア
ッ
プ
枠
の
中
で
順
に
下
が
り

ご
契
約
プ
ラ
ン
の
ト
ッ
プ
に
移
動
。

同
様
の
動
き
が
あ
れ
ば

ご
契
約
プ
ラ
ン
枠
内
で

順
に
下
が
る
。

※お悩みQ&Aは毎月20回まで回答することができます（月初めにリセットさ
れます）。※獲得した増加分の順位アップは翌日AM5:00に反映されます。※
増加の効果はお悩みQ&Aに回答した月内のみです。

お悩みQ&Aとは、業界にまつわる悩みを匿名で相談できる
ユーザー参加型の掲示板コンテンツです。ユーザーの悩み
を解決に導く良回答は、ページ上部に固定表示されるた
め、貴店の認知アップに効果大！さらに4回答のたびに最
大順位アップを「1回分」獲得できるため一石二鳥です！ぜ
ひご利用ください！

順位アップとは、検索結果一覧にて貴店の求人広告を確実
に並び順トップに表示できる機能です。検索結果は、ほぼ
すべての来訪ユーザーが閲覧するため、アピール力は大！
順位アップはプラチナ・ゴールド・シルバープランの限定機
能。上位プランほど順位アップを多く利用できます。

2

3

※プラチナプラン・ゴールドプラン限定

お悩みQ&A回答で
最大順位アップが「5回分」アップ！

お悩みQ&Aはこちら→ https://work-mikke.jp/board/

順位アップとは？

順位アップ機能の紹介



お問い合わせ

info@work-mikke.jp
メールで問い合わせる

https://work-mikke.jp/about_publish/
フォームから申し込む
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