


ホスト求人ドットコムは単に会員登録数のみを追求する

"営利活動主義"ではなく、ホストクラブオーナー様の思いを

どのようにユーザーにコミュニケーションしていくのかを

ホストクラブオーナー様の気持ちとなって取り組みます。

そしてノウハウを最大限に活かし成功に向かってホストクラブ

オーナー様と同じベクトルを共有するパートナーシップを

第一に考えています。

いまだに偏見により不当な差別を受けることがあり周囲や親族

には内緒で働いたりするスタッフも少なくはない事と思います。

仕事の入り口である当サイトにてモラルやプライドの向上を

計り、仕事に安心して取り組める環境を提案したい。

そしてオーナー様をはじめ、スタッフ、お客様など 検索する方

とされる方の橋渡しを通じてすべての方に充実した人生をお過

ごし戴けたら幸いでございます。



オーナー様にとって、
本当に良い
『ホスト求人』　サイト
とはどのようなサイトでしょうか？
派手なコンテンツやバナーで業界人やお客様を喜ばせる事でしょうか？
それは、求人サイトにではなく、お店紹介サイトに求める事ではないでしょうか？
それよりも今まさにホストに興味はあるけれど、どうしていいかわからない、
ホストに興味があるのかないのかもわからない
人生に迷い、なんとか人生を変えたいと思う、大志を抱いた全国の若者達の目にいかにたくさんとまる事ではないでしょうか？
当サイトは業界人ではなくともわかりやすく、いかにホストに興味のある全国の若者の目にとどくかに徹底してこだわりました。
今まさにPCや携帯を手に

『ホスト求人』

と検索している若者と
そんな若者を立派なホストに育てたいというホストクラブオーナー様との橋渡しになれればという思いでございます。

ホストクラブ経営にとっては大事な商品であり死活問題でもある
求人募集時間やお金が一番かかる所だからこそ、
当サイトではお値打ちでより効率的にいたしました。

質問、ご要望ございましたら何なりと
ご連絡くださいませ。

『ホスト求人ドットコム』　は、

Google　
Yahoo! Japan　

Docomo、 au　、ソフトバンク
(携帯主要3大キャリア)

に完全対応していますので

『ホスト求人』で、

人気、検索数で常に上位に
選ばれています！

※当サイトは国内屈指の検索エンジン
対策（SEO)企業とタイアップしており
ますので、オーナー様のサイトへの
アクセスアップにも非常に効果的です。

まずはメールか電話を！
eigyou@hoskyu.com
hoskyu@docomo.ne.jp
09088617525 迄！
流行るいいな好都合！！
（ハヤルイイナコウツゴウ）

http://www.hoskyu.com/ PC サイト 
http://www.hoskyu.com/i/　携帯サイト
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当サイトでは
人生を変えたい、
ホストの世界に興味がある一度アルバイトで1日体験でもいってみたい
現在やっているけど、もっと
違う店を見てみたい！
違う街でやってみたい！
という方を応援しています！

興味がある店があっても直接聞くのはなんだか不安という方！
当サイトにおまかせあれ！
かわりになんでも聞いちゃいます！

※ご希望なら面接にも同行しますよ！
1日体験や入店後、条件や待遇が違った場合も当サイトがあなたにかわってクレーム
いれちゃいますから、なんでも頼って下さいね！

まずはメールか電話を！
info@hoskyu.com
0120507525迄！

お急ぎの方は
hoskyu@ezweb.ne.jp
09083221234迄！

http://www.hoskyu.com/

当サイトでは
人生を変えたい、
ホストの世界に興味がある一度アルバイトで1日体験でもいってみたい
現在やっているけど、もっと
違う店を見てみたい！
違う街でやってみたい！
という方を応援しています！

興味がある店があっても直接聞くのはなんだか不安という方！
当サイトにおまかせあれ！
かわりになんでも聞いちゃいます！

※ご希望なら面接にも同行しますよ！
1日体験や入店後、条件や待遇が違った場合も当サイトがあなたにかわってクレーム
いれちゃいますから、なんでも頼って下さいね！

まずはメールか電話を！
info@hoskyu.com
0120507525迄！

お急ぎの方は
hoskyu@ezweb.ne.jp
09083221234迄！

http://www.hoskyu.com/



－６－

ヤフー、グーグルの検索キーワードで上位表示されない

場合、それは無いものと同じです。

決してそのホームページから高い反応を得ることはできません。

〔ホスト求人ドットコム〕は Yahoo! JAPAN・Googleはもちろん

Docomo・au・SoftBank(携帯電話３大キャリア)に完全対応して

いますので人気、検索数で常に上位に選ばれています。

自社ホームページのアクセスアップのために独自で時間をかけ、

学び、この〔ホスト求人ドットコム〕と同等の検索効果を獲得す

るために年間一体どれだけのコスト・エネルギー・スキルが必要

となるのでしょうか？

つまり〔ホスト求人ドットコム〕とのパートナーシップにより

そのコスト･エネルギー･スキルを本来の仕事に注力して頂き、日常

パフォーマンスの向上と、全国から集まる優秀な人材獲得による

相乗効果を効率よく高めていただきたいと心から願っています。

『現代のネット媒体の現状』

－８－ －９－

『本サイト広告のメリット』モバイル版

Ｂ

Ａ

Ｂ

基本掲載枠

ＴＯＰバナー枠

"ホスト求人"で検索
5,060,000件中　１位

"ホスト求人"で検索
5,060,000件中　１位

（　　　 ）

（　　　 ）

※動画集、ブログ集も基本掲載

※ご協賛戴いている皆様を優先的に
　掲載致します。
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『検索実績』

検索結果(実際の検索順位)人気検索"キーワード"で常に上位表示されています。

"ホスト求人"　Yahoo! JAPAN　　検索順位　5,230,000件中　１位

　　　　　　　Google　　　　　検索順位　　982,000件中　２位

　　　　　　　Yahoo! JAPAN 携帯サイト　 　　　　　　　 １位

　　　　　　　Google 携帯サイト　　　　  　　　　　　　２位

　　　　　　　ezweb  携帯サイト　　　　 　　　　　　　 ２位

　　　　　　　i-Mode 携帯サイト　　　　  　　　　　　　２位

"ホスト求人　東京"　　　　　　　　　　　2,150,000件中　３位

"ホスト求人　北海道"　　　　　　　　　　　914,000件中　２位

　ホスト求人　すすきの　　　　　　　　　　 68,100件中　２位

"ホスト求人　横浜"　　　　　　　　　　　1,060,000件中　３位

"ホスト求人　名古屋"　　　　　　　　　　　681,000件中　１位

"ホスト求人　岐阜"　　　　　　　　　　　　378,000件中　１位

"ホスト求人　大阪"　　　　　　　　　　　1,300,000件中　３位

"ホスト求人　神戸"　　　　　　　　　　　　450,000件中　１位

"ホスト求人　京都"　　　　　　　　　　　　832,000件中　２位

"ホスト求人　九州"　　　　　　　　　　　　58,9000件中　２位

　ホスト求人　福岡　　　　　　　　　　　　837,000件中　１位

　ホスト求人　中洲　　　　　　　　　　　　 37,700件中　１位

"ホスト最新店情報"　　　　　　　　　　　4,990,000件中　３位

…… … …

様々なキーワードで常に上位にランキング

されています!　 検索する方とされる方の

橋渡し役として存在感を示し、ダイヤの原

石君たちはＷＥＢ上のどこかで必ず『ホス

ト求人ドットコム』と出会うことでしょう!!

                 今後はますますランキ�

                 ングは上昇し不動のも

                 のとなっていきます！

　　　　　　　　　　　　※日々の変動はご了承下さい。
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〔ホスト求人ドットコム〕は ご契約戴ければよしではありません。

御社のページを掲載してからを最も重視しております。

『本サイト広告のメリット』パソコン版

　未来のナンバーワン候補達がトップページのエリア

ごとに解り易く分類されている全国マップより検索し

てきます。(重複なくシンプルに目的を検索できます)

　手間も省け、希望する地域で意欲的に働けます。

　サイトトップからすぐ再生できるこの動画は店内の

様子や仕事風景、寮での生活、社長様、店長様、内勤

の方などからのメッセージ等をまだ見ぬ一般男子

(ダイヤの原石君)達に直接アプローチができます。

動画メッセージサービス

全国エリアマップ

　ホスト君たちの生活をリアルに感じてもらうことに

よってよりホストライフを身近に、よりホストクラブ

の敷居を低くし、よりいっそう夜の世界を身近に感じ　

お店とダイヤの原石君たちを短いパイプでつなぎます

(ブログは現在お使い頂いているURLを教えて頂けれ

ば更新後即反映されますのでお手を煩わせる事はあり

ません）

　〔ホスト求人ドットコム〕より実際に紹介した

スタッフのその後の様子を、ホス子達が潜入取材を

行い、レポートします。

　原石からダイヤモンドに変わりゆく様子をリアル

にお知らせ致します。

管理人ブログ開設

ブログの自動更新

Ｂ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ



－１０－

『広告料金表』(月額)

Ａ 基本掲載枠

Ｂ ＴＯＰバナー枠

Ｃ 最新店・動画バナー

Ｄ 地域別TOPバナー

定価２０,０００円(税込21,000円)

定価５０,０００円(税込52,500円)

定価２５,０００円(税込26,250円)

定価３０,０００円(税込31,500円)

－９－

『広告掲載枠のご案内』

トップページ

最新店情報

店詳細情報

地域別ページ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

動画集ページ

基本掲載枠

ＴＯＰバナー枠

最新店・動画バナー

地域別TOPバナー

"ホスト求人"で検索
5,060,000件中　１位

"ホスト求人"で検索
5,060,000件中　１位

"最新店情報"で検索
352,000,000件中　１位

（　　　 ）

（　　　 ）

（　　　 ）

※動画集、ブログ集も基本掲載

Ａ
Ｃ
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