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アップステージは「高収入」「稼げる」「勝ち組」がコンセプトの男性向け求人サイトです。
エリア別はもちろん、高収入全般、ナイト系、キャバクラ、ウェブ、ドライバー、営業、接客
・サービスなど全２０種類以上のジャンルから正社員の求人や、アルバイトを探せます。

経験を活かして転職したい方や新たな道へチャレンジしたい方、今の生活に少しだけ収入
をプラスしたい方、中高年でここからリスタートの方など、様々なお客様の要望にお応えし、
より良い暮らしと生活を提案させていただいております。
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( 1/3 )Website
ウェブサイトの紹介 - 特徴

①アップステージの特徴
老舗求人広告のインターネット媒体でユーザーの信頼度は抜群！
店舗の売上げ向上を徹底支援する、運営スタッフ求人プラットフォーム。

業界超トップクラスのＳＥＯ集客力
「男」「高収入」「風俗」「求人」といった反響に直結するワードの組み
合わせで１位～３位の上位表示を独占継続中です。

即効性のある反響実績
掲載初月から圧倒的な反響実績を誇りＶＩＰコースの月間平均反響数は
３０件越え！今すぐに男性スタッフが欲しい店舗様には特に大好評です。

トップクラスの掲載スピード
最短即日掲載可能。店舗様管理画面より期間中の原稿変更は無制限。
掲載や原稿修正が簡単に出来ます。

広告費年間１億円以上
プロモーションとして、年間１億円以上を投じて新規ユーザーの確保
など、幅広く広報活動を行っています。

老舗らしさ＋新しいがコンセプト
１０年以上の運営経験を生かしたノウハウと、洗練されたインター
フェイス。さらに計算し尽されたユーザー導線でＣＶ数は業界トップ
クラス！御社の求人活動をサポートするために日夜サイトアクセス
の向上に努めています。

豊富な経験に裏打ちされた安定感、しかしその現状に甘んじること
なく、時代に合った求人探しスタイルを常に取り入れ、アップステージ
ににしか出来ない新しい求人サイトを目指しています。
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( 2/3 )Website
ウェブサイトの紹介 - ＳＥＯ

②ＳＥＯ＆プロモーション
業界超トップクラスのＳＥＯ集客力。「男」「高収入」「風俗」「求人」
といった反響に直結するワードの組み合わせで１位～３位の上位表示
を独占継続中です。

1位
「高収入求人×男性」「風俗求人×男」「風俗×男性求人」
「キャバクラ×男性求人」「男の求人」「男性求人×ドライバー」
「高収入×男性求人」「男×高時給」「男性×高収入×デリヘル」...

エリア×男性求人は
軒並み1位独占！！

新宿×男性求人

渋谷×男性求人

池袋×男性求人

五反田×男性求人

品川×男性求人

吉原×男性求人

上野×男性求人

神奈川×男性求人

横浜×男性求人

埼玉×男性求人

難波×男性求人

梅田×男性求人

広島×男性求人

アップステージ

NO.1宣言

※2019年12月～2020年5月度調べ
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( 3/4 )Website
ウェブサイトの紹介 - プロモーション

❶リスティング広告
広告主様からも大好評のGoogole広告(旧Adwords)やYahooスポンサ
ードサーチといったリスティング広告に出稿中！インターネット
ユーザーが検索したキーワードに連動して、検索結果の最上位に
広告を表示させています。
検索結果にダイレクトにアピール出来ておりますので、ＳＥＯに慢心
することなく＋αで反響見込みの高いユーザー集客に成功しております！

❷ネットワーク広告
複数の広告媒体(ソーシャルメディアや有名ブログ、一般Webサイト等)
に対して大量出稿中。男性高収入求人と関係が深いWebサイトの
ほとんどにアップステージが表示されておりますので、常に
フレッシュな新規ユーザーの利用が見込まれます。

❸DSP・リターゲティング(ダイナミック)広告
サイト来訪者の情報(性別、年代、嗜好性、行動履歴など)を基に、
より興味関心の高いユーザーにターゲットを絞って広告配信中！
もちろん潜在ニーズ層にもアプローチをかかしておりません。
同時に、広告主様の情報閲覧履歴のあるユーザーに対して
ダイレクトに情報表示可能なダイナミック広告にも出稿しております
ので、万が一の反響取りこぼしといった懸念も解消！
サイト来訪サイト来訪リピート率も大幅アップしております。

❹アフィリエイト広告
業界最大手のＡ８をはじめ、複数のＡＳＰに出稿しております。信頼と
実績のあるクローズド案件として、反響に直結する効果抜群の広告
展開を継続中です。

❺掲示板サイトに広告配信中
様々な国内大手掲示板の上部にランダム表示されております。

❻ＬＩＮＥ＠・Twitter配信中
現代コミュニケーションツールとしてかかすことの出来ないＬＩＮＥ・
Twitterを駆使して、広告主様の求人情報をダイレクトに情報配信中！
また公式アプリでは、ユーザーに対して定期的にプッシュ通知で
求人情報をお知らせしています。
一般的なWeb集客ではフォローしきれない部分や１０～２０代前半の
ユーザー層にもしっかりＰＲ出来ております。
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( 4/4 )Website
ウェブサイトの紹介 - プロモーション

❼LINE WORKSの導入
2019年7月より、LINEのビジネス用アカウントサービスが利用できる
「LINE WORKS」（ラインワークス）を導入しました。

LINE WORKSは、使い方も見た目もLINEとほぼ同じ。いつもお使いの
LINEアプリのようにトーク・通話・ファイル転送機能などはもちろん、
掲示板・カレンダー・アドレス帳・アンケートなどビジネスで活用
できる機能も充実！
使い方を使い方を覚えなおす必要もないので学習コストが低いのも魅力です。

通常のLINEアプリでは原則1つの端末で1アカウントしか持つことが
できません。LINE WORKSなら1アカウントあればプライベートと
ビジネス用で分けて利用することが可能になります。
いつも通りの使い方に加えて、店舗公式のLINEアカウントとしても
切り替え無しでそのままお使いいただける便利なサービスです。

またLINE WORKSはアカウントを複数人で利用することが可能です。
導入によりスタッフ間の情報共有がスムーズになり、お客様への導入によりスタッフ間の情報共有がスムーズになり、お客様への
問い合わせ対応がよりスピーディーに行える様になります。

LINEとの連携機能ももちろん標準装備！
外部ユーザーとトークも今まで通りできて、LINE WORKSからLINEへ、
またはLINEからLINE WORKSへのやり取りも問題ありません。

その他LINE WORKSには独自の強力なコミュニケーション機能が多数
あり！うまく利用すれば業務の効率化や改善にも役立つ使い方が
できます。できます。

詳しくは弊社スタッフまでお問い合わせください。

❽indeed
今、アップステージにご掲載頂くと、「indeed」にも求人情報が
掲載されるサービスを行っております。

indeedはイギリス発祥で世界最大級の求人特化型検索エンジンで、
リクルートのグループ会社となってからは、日本でも都心部・郊外
問わず、テレビCMなどで急速に利用者を増やしています。

indeedの掲載には無料枠と有料枠が設けられており、掲載順の仕様
として有料枠が無料枠の上部に表示されるようになっています。として有料枠が無料枠の上部に表示されるようになっています。

アップステージからindeedへ配信される求人情報はすべて有料枠
での掲載の為、ユーザーの目に止まりやすく、無料枠よりアクセス
数が増えるようになります。

indeedのユーザーが求人情報を検索して、原稿内のキーワードが
マッチすれば、新規ユーザーとしてアップステージの利用が見込まれ、
そのまま求人成果に繋がりますので、是非この機会にご利用をご
検討ください。検討ください。

※indeedの規定により掲載できない場合があります。
※キャバクラ・ガールズバー・ほか一般職のお客様が対象です。
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( 1/2 )Analytics
サイト分析

①年代別にみる希望職種の割合
アップステージユーザーが選んでいる職種と年齢層の割合です。
利用者の８割が３０代以下。１０代～２０代の若手が４割を占めて
います。

※2019年12月～2020年5月度調べ

15％

27％

24％

16％

15％

3％

18～24才

25～29才

30～34才

35～39才

40～49才

50～

■希望職種トップ１０

ナイト系スタッフ

送迎ドライバー

キャバクラスタッフ

ＰＣ入力

マネージャー

キッチン

エスコート

スカウト

ホテルスタッフ

営業

0 3 6 9 12 15％

その他では、ホスト、ＷＥＢデザイナー、ガテン系など多種多様な
要望があります。
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( 2/2 )Analytics
サイト分析

②利用エリアの割合
アップステージを利用したユーザーのエリア別割合です。
サイトと同じ８つの掲載エリアで計測しています。

※2019年12月～2020年5月度調べ

■新規率

新規 77.31％ 再訪 22.69％

関東

38％

北陸・甲信越

4％

関西

25％

東海

10％
中国・四国

8％
九州・沖縄

5％

北海道・東北

6％

北関東

4％
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( 1/6 )Pricing
掲載料金・掲載プラン

①掲載料金
エリア毎の１ヶ月掲載料金（税込）です。

※都道府県VIPコースは、多摩（23区以外）・神奈川県・千葉県・埼玉県エリアの企業様限定です。都道府県をまたぐエリア設定はできません。
※VIPコース、都道府県VIPコースは枠数限定となっております。ご入稿希望時は事前にお問い合わせください。

掲載コース 有料オプション

ＶＩＰバナー通常

165,000円110,000円55,000円

143,000円88,000円44,000円

110,000円66,000円33,000円

88,000円

関東エリア

関西エリア

東海/北関東エリア

北海道・東北
北陸・甲信越
中国・四国
九州・沖縄エリア

44,000円22,000円

急募オプション

11,000円

8,800円

6,600円

4,400円

都道府県ＶＩＰ

143,000円

-

-

-
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( 2/6 )Pricing
掲載料金・掲載プラン

キャバクラウンセット掲載 3

今、アップステージにお申込みいただくと、女性キャスト求人
「キャバクラウン」に【追加料金なし】でセット掲載できます。

キャバクラウンセット掲載なら、男女それぞれの専門サイトで
求人情報を公開できます。
男性求人と女性キャスト求人の訴求を同時に実現可能で、
それぞれの戦略を立てた求人展開も可能になります。

キャバクラウンは、本入店促進をコンセプトにした女性キャスト
専門の求人サイトです。

※掲載期間・コースはアップステージと同じです。
※セクキャバ・いちゃキャバ・ランパブは対象外です。
※対象エリアは関東・北関東・東海・関西です。
※スタート割CP、グループ割CPと併用可能です。

キャバクラウンとは？

キャバクラ・ガールズバーは
女性求人もセットに

同時掲載で戦略の幅が広がる

②キャンペーン
現在３つの大変お得なキャンペーンを実施中です。

スタート割ＣＰ 1
初回掲載に限り、１ヶ月料金で２ヶ月掲載可能！
全エリア・全コースが対象です。

各コース共通２ヶ月 ３ヶ月目から通常料金

※前回掲載終了より６ヶ月が経過している場合は、スタート割ＣＰの対象
となります。
※スカウト業態、関東エリアのVIPコースについては、スタート割ＣＰの
対象外となります。

グループ割ＣＰ 2
複数エリアで掲載をご希望の、グループ店様向け割引サービスです。
グループ店様のうちどれか１つ、いずれかのエリアでご掲載いただくと
他のエリアでの掲載料金を半額で承ります。
全エリア（８件）掲載の場合、最大７件が半額で掲載可能です。

※上記『スタート割ＣＰ』と『グループ割ＣＰ』は併用できません。
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( 3/6 )Pricing
掲載料金・掲載プラン

- ＶＩＰコース・都道府県ＶＩＰコース（枠数限定）

◆VIPコース・都道府県VIPコース
アップステージの最上位コースです。掲載順位は常に上位で表示
されるので、反響効果は抜群。今すぐ人材を確保したい場合はもちろん
常時求人を募集しているようなグループ店様にもおすすめです。
人気コースの為、広告の空き状況をご確認の上お申込み下さい。

各掲載エリアのトップページに、「イチオシ求人」としてページの
最上位にバナー＋キャッチテキスト付で表示されます。
※都道府県ＶＩＰコースでは表示されません。

エリアトップページ最上位バナー表示

ユーザーが検索した際に表示される「検索結果」のページにおいて、
優先的に最上位に表示されます。

検索ページ最上位表示

スマホでユーザーが検索した際に表示される「検索結果」のページ
において、ページ上部にランダムでバナー＋店名付で表示されます。

バナーランダム表示

ランダム表示でも
上位表示になるの
は何故ですか？

Ａ.検索結果は各コースごとのグループ
でランダム表示されています。
つまり、ＶＩＰコースなら常に上位の
グループに表示されることになります。
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Pricing ( 4/6 )
掲載料金・掲載プラン

- バナーコース

◆バナーコース
ＰＣ、モバイルで主にバナーによるアピールが可能、通常コースより
上位のグループとして表示されます。多くの反響が期待できます
ので、ある程度まとまった人数の採用をお考えの方におすすめです。
また新規でお店をオープンされる方にもご利用して頂きたいコスト
パフォーマンスに優れたコースです。

各掲載エリアのトップページに、「オススメの求人」としてページの
右上位にバナー＋店名付で表示されます。

エリアトップページ上位バナー表示

ユーザーが検索した際に表示される「検索結果」のページにおいて、
ＶＩＰコースの次に優先的に上位に表示されます。

検索ページ上位グループ表示

スマホでユーザーが検索した際に表示される「検索結果」のページ
において、ページ上部にランダムでバナー＋店名付で表示されます。

バナーランダム表示

ＶＩＰとバナー
コースの枠は何
が違いますか？

Ａ.バナーコースには掲載数に上限がない
ので何件でも入稿が可能です。
且つ、ＶＩＰコースの掲載がないエリアでは、
一番上位に表示されるのが魅力です。

 ©2006 up stage｜12



( 5/6 )Pricing
掲載料金・掲載プラン

- 通常コース

◆通常コース
まずはお試しで！という方にもオススメのコースです。
アップステージの集客力は、求人サイトの中でも圧倒的ですから、
他の上位コースに比べても引けをとらない反響数を見込めます。
是非その効果を実感してください。

ユーザーが検索した際に表示される「検索結果」のページにおいて、
他の上位コースと同様に画像付で表示されます。
※VIP/バナーコース掲載よりも下に表示。

検索ページ画像付表示

検索結果では、他の上位コースよりは露出量が少なめではありますが、
もともとの集客数が圧倒的に確保できている為、十分に反響を見込めます。
初めて掲載のお店様でもその効果を実感いただけます。

検索ページ下位グループ表示でも十分な集客力

安価なコースは
サポートが不十分
になるのでは？

Ａ.掲載コースに関わらず、弊社スタッフ
が反響を返す為に全ての掲載データを
解析しています。より効果を高める為の
施策を常に行いフィードバックしています。
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( 6/6 )Pricing
掲載料金・掲載プラン

- 急募オプション

◆急募オプション
エリアトップページの上部にてアピールが可能で、全エリア・掲載
コースに関係なくお申込みいただけます。
各エリア通常コースの金額×20％の料金設定となっており、反響
は欲しいけど掲載料金は抑えたいという方におすすめのオプション
です。

各掲載エリアのトップページに、「急募求人」としてページの上部に
バナー＋店名付で表示されます。

エリアトップページ上部に急募コンテンツとして表示

月に2回、アップステージ登録ユーザーへ「急募店舗」としてメール
配信で紹介されます。

登録ユーザーへ急募求人としてメール配信

ＶＩＰコース掲
載中でも申し込
みできますか？

Ａ.もちろんVIPコースの方で、更に多く
の反響が欲しい方もお申込みいただけま
す。
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( 1/2 )Application
お申し込みの流れ

①お申し込み～掲載までの流れ

ＷＥＢサイトからお申し込み

お申し込みの求人内容を審査

求人ページの公開　（掲載開始：月初1日～ or 月中16日～）

電話でお申し込み
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( 2/2 )Application
お申し込みの流れ

②代理店からのお申し込み

代理店様が既にアップステージをお取り扱いの場合

お申し込みの求人内容を審査

求人ページの公開　（掲載開始：月初1日～ or 月中16日～）

代理店様がアップステージのお取り扱いが無い場合
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Operator
運営者情報

アップステージへのお問い合わせ
※業種により必要書類または掲載規定が異なる場合があります。
詳しくはお問い合わせください。

総合お問い合わせ

ad@list-company.net

掲載に関するお問い合わせ・ご質問

info@list-company.net

掲載お申し込みフォーム

https://www.up-stage.info/agency-contact/

その他、ご不明な点などございましたら弊社アドバイザーまで
お問い合わせください。

〒162-0812　東京都新宿区西五軒町11-16

代表：03-5206-6966

メールアドレス：info@list-company.net
受付時間：10:00 - 19:00

WEB：https://wwwWEB：https://www.up-stage.info/
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