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風俗オンデマンドシステム風俗オンデマンドシステム

今回ご紹介させて頂きます“風俗オンデマンドシステム『Ｆu-Ｏn』とは、今までの風俗業界の常識を打ち砕く

全く新しいトータルソリューションパッケージであり

FuFu--OnOn

•ポータル内での会員様の定着

•割引コストの削減

•店舗様側の就労されてる店員さんのスキルアップ

•在籍されてる女の子達の働き易い環境を提供

•在籍されてる女の子達の指名率アップ

•在籍されている女の子達のビジネスとしての意識向上

これら全てクリアー出来る様に願って作られた商品で御座います。

現実にお客様の目は年々肥えられてきておりますし、お店選びも益々慎重になってこられている中、

 

Fu-Onを導入し

実績の出ている店舗様は、全てその内容を理解し、新しい営業方法を実施されております。

また、当社は、一商品を販売するのでは無く、お店の方と一緒に売り上げ改善を出来ればと常に考えております。

故に２４時間サポート体制を引いており、いついかなる時でも店舗様からのお問合せを受け取れる状態を取っております。

『Fu-On専属のシステム管理担当者１人を雇った。』と思って下さい。一緒に売り上げを伸ばしましょう！

また、当社専属商品だけでは無く他の商材も扱っておりますので、様々なご要望にお応え出来る体制を取らせて頂いて

おります。それでは、主な機能について説明してまいりましょう。

1.

 

業務管理システム

2.

 

営業、求人ポータルサイト

3.

 

24時間トータルサポートシステム

これらを一体化した革命的な商品で御座います。

私どもの今回のご提案は、顧客満足度の向上＆割引特典の一元化を促す事により・・・



　

FuFu--OnOn独自の割引で集客をアップ！独自の割引で集客をアップ！

ポータルの、お客様集客の最大の売りのひとつが、『Fu-on独自の割引きポイント制度』にあります。

ポイントは、一般ポイントと付与ポイントの２種類をご利用いただけます。

一般ポイントとは、お客様がFu-Onを利用し、店舗を予約・利用した際に必ず発生するポイントとなり、

付与ポイントとは、店舗様が様々なイベント等に独自にお使い頂くポイントの事となります。営業ツールの

ひとつとお考えください。
※お客様の認識は、どちらも「Fu-Onポイント」として認識されます。

FuFu--OnOnポイントポイント

Fu-On会員のお客様が１回店舗様をご利用頂くごとに、ご利用店舗様より

お客様へ１ポイントを必ず進呈して頂くポイントです。

※ポイントは10Pt 5,000円で店舗様がFu-Onより購入となります。

一般ポイント

店舗様が様々なイベントごとに独自お使いいただけるポイントです。

不要である場合は、使用しない事もありえます。

なお、付与ポイントは、お客様が実際に割引利用に利用されたときに

ご請求となるポイントです。店舗様の営業戦略の一つとしてご利用ください。

付与ポイント

5ポイント 3,000円

10ポイント 7,000円

15ポイント 12,000円

20ポイント 18,000円

25ポイント 25,000円

割引ポイント率
割引ポイント率 ポイントを貯めたお客様が

実際に店舗様で利用される際の割引率

となります。

お客様利用時には、右表金額の割引を

適応ください。

割引金額は、全てFu-Onから店舗様へ

キャッシュバックいたします。



　

FuFu--OnOn独自の割引で集客をアップ！独自の割引で集客をアップ！ FuFu--OnOnポイント　ポイント　--　一般ポイント　一般ポイント

一般ポイント利用時の主な流れ

お客様は、Fu-Onを利用し店舗予約

 
すると、1回の利用で1ポイントが貯

 
まります。貯めたポイントは、割引を

 
利用できるため、店舗利用率のUPに

 
つながります。

 
お客様がポイント割引を利用された場

 
合は、利用ポイントの割引金額を全額

 
Fu-Onがキャッシュバック。

 
最大50％お得なんです！

一般ポイントは、Fu-On会員のお客様が１回店舗様をご利用頂くごとに、ご利用店舗様より、お客様へ

１ポイントを進呈して頂くポイントです。お客様は、最大で2５.０００円（25ポイント）を

割引きとしてご利用して頂けます。またお客様は、Fu-On登録全店舗でポイントを貯めることが可能です。

ポイントを貯められたお客様が店舗様を利用し、店舗様が割引きして頂いた料金に関しましては、Fu-on側が

全額キャッシュバック致します。

Fu-Onを
利用

店舗予約
＆

利用

15ポイント貯まったから

割引利用お願いね！

12000円割引です

他店
Pt

１回、１ポイントをお客様へ

店舗様の割引金額 12000円キャッシュバック
ポイントフロー

キャッシュフロー

他店
Pt

他店
Pt

各店舗より
ポイント

お客様

5ポイント 3,000円

10ポイント 7,000円

15ポイント 12,000円

20ポイント 18,000円

25ポイント 25,000円

割引ポイント率



　

FuFu--OnOn独自の割引で集客をアップ！独自の割引で集客をアップ！ FuFu--OnOnポイント　ポイント　––　付与ポイント　付与ポイント

付与ポイント利用時の主な流れ

付与ポイントは、店舗様営業戦略に

 
あわせてご自由に設定ください。

 
お客様に付与されたポイントが、

 
実際にご利用になられるまで、

 
ご請求はいたしません。

 
ご利用された際には、ご利用ポイント

 
に応じて、上記計算単価に基づき、

 
付与ポイント数×単価にて

 
ご請求させていただくことになります。

ポイント割引

使用一覧

1ポイントあたりの

請求金額

5ポイント 600円

10ポイント 700円

15ポイント 800円

20ポイント 900円

25ポイント 1,000円

付与ポイントポイント計算単価

付与ポイントは、店舗様が様々なイベントごとに独自お使いいただけるポイントです。不要である場合は、

使用しない事もありえます。店舗様の営業戦略の一つとしてご利用ください。

ご利用になる場合は、イベント等に合わせお好きなポイント数を設定し、お客様へお配りいただけます。

付与ポイントは、お客様へお配りいただいた時点では請求等発生はせず、お客様が実際に割引利用に利用され

たときにご請求させていただくポイントとなっております。

Fu-Onを
利用

イベント
利用

一般8ポイント+付与2ポイントで
10ポイント貯まったから

割引利用お願いね！

7000円割引です

他店含め

 
既存ポイント

8ポイント所持

イベント開催

 
2ポイント（例）をお客様へ

店舗様の割引金額 7000円キャッシュバック

付与利用ポイント分 1200円をご請求 ポイントフロー

キャッシュフロー

他店
Pt

他店
Pt

他店
Pt

お客様



　

FuFu--OnOnから女の子へボーナス進呈！から女の子へボーナス進呈！ FuFu--OnOn女の子ポイント女の子ポイント

女の子ポイント利用時の主な流れ

女の子が貯めたボーナスポイントの

 
還元は全てFu-Onが負担！

 
がんばる女の子にFu-Onからボーナスが

 
でると考えてください。

 
ポイントを貯めれば貯めるほど

 
ボーナスが女の子へ入るので、女の子

 
のやる気もアップします。

 
申請は毎月25日までに行い、月末までに

 
Fu-Onからお振込みいたします。

20ポイント貯まったから

キャッシュバック！

１接客＝1ポイントを女の子へ

女の子から申請のあった20ポイント＝18,000円を店舗様へお振込み

ポイントフロー

キャッシュフロー

女の子ポイントは、女の子がFu-Onポータル会員様の接客１回ごとに、Fu-Onより、女の子へ付与されるポイント

です。貯めたポイントは毎月25日締でFu-Onにキャッシュバック申請ができ、最大2５.０００円（25ポイント）

キャッシュバック（25ポイント以上保有している場合は25,000円づつが自動的にキャッシュバック）が可能と

なります。25日締にて申請されたキャッシュバックは、月末までにFu-Onより店舗様へ振り込みますので、

キャッシュバック分を女の子へお渡しください。接客をがんばれば、がんばるほどボーナスが

手に入ることになるため、女の子の意識向上にも役立つサービスです。

女の子

Fu-On
ポータル会員様

を接客

毎月25日までにマイページから申請

店舗様より
18,000円を

女の子へ

※25日以降のご請求は翌月のキャッシュ

 
バックになりますのでご注意ください。

25ポイント貯まった場合は自動的に
キャッシュバック

※ポイント付与対象は、お客様がポータル会員様の場合に限ります。店舗会員様の場合は対象外となりますので

 

　ポータル会員への案内をお勧めします。

5ポイント 3,000円

10ポイント 7,000円

15ポイント 12,000円

20ポイント 18,000円

25ポイント 25,000円

キャッシュバック還元率



　

求人サイトの有料枠に無料同時掲載！求人サイトの有料枠に無料同時掲載！

ポータルサイトにご登録いただいた店舗様は、リクルートFu-Onへも掲載となり、ＦＵ－ＯＮの管理画面で

女の子からの求人募集の対応も可能となります。

また、只今ポータルサイトオープニングキャンペーン企画と致しまして、他求人5サイトの有料枠に無料同時掲載

させて頂いています。お仕事１０４、サポッちゃでは、『

 

安心・安全

 

アリバイ機能の稼げるお店

 

』として

サイト上の特集コーナーやピックアップにてご紹介させて頂きますので他の掲載店舗との差別化が図れ、

女の子からの問合せの確立も確実に上がります

求人求人66サイトのご紹介サイトのご紹介

掲載可能サイト一覧

短期高収入アルバイト

お仕事104

高収入アルバイト情報

サポっちゃ

大阪の風俗アルバイト情報

えーやん関西

ホストクラブ情報総合サイト

ホストクラブゴーゴー！

高収入求人検索サイト

ナイト☆ジョブ

安心・安全

 

高収入求人情報

リクルートFu-On



　

店舗様、女の子、お客様すべてに使える店舗様、女の子、お客様すべてに使える

集客面でのもうひとつの最大の売りが、『女の子との直接メッセージ機能』

です。もちろん、お客様とのやり取りはお店側から全て管理画面にて

チェックできますので安心です。

ミクシィやモバゲーのような『マイページ』を会員様と女の子にご用意させ

て頂き、その中でのメッセージのやり取りから次回の来客に繋げることが

できます。

１度も来店の無いポータル会員様も、貴店様に興味を持ち、メッセージの

やり取りから初来店にも繋がります。

女の子が使い慣れると、女の子が自分の出勤に合わせて、自分から効率良く

お客様を来店に繋げてくれますし、直引き防止、ストーカー対策、

営業メールのアドバイス、会員様の趣味やライフスタイルの把握、など

使い方しだいで売り上げ倍増も確実です！！

メッセージ機能メッセージ機能

メッセージやり取りイメージ

メッセージBOXイメージ

○月○日
○○ちゃんと

遊べないかなぁ
○△ちゃん、初めまして！今週金曜日

 

にもし都合が合えば、出勤して貰えま

 

せんか？是非とも一度遊びたいです！

 

宜しくねっ！m(__)m

□さん、初めまして！○△で～す(^з^)-☆
お誘い頂きとっても嬉しいで～す！
是非とも一緒に遊んで下さいねっ^_-)-☆
出勤ＯＫです。待ってま～す。

女の子に
直接予約

直接お返事♪
（日時の確認）



　

各種管理機能を一括管理各種管理機能を一括管理

Fu-onポータルサイトでは、管理画面と連動して、『顧客管理機能』、『予約管理機能』、『女の子管理機能』、

『メッセージ機能』などの機能をポータルの管理画面と連動して使うことができます。

それにより、パソコンでの作業を今までより簡素化することも可能です。主な機能を以下にご紹介します。

管理機能管理機能

予約管理機能顧客管理機能

メッセージ管理機能女の子管理機能

顧客管理機能では、会員様の

 
詳細データを簡単に入力でき、

 
会員情報の管理・閲覧、会員

 
様と女の子とのやり取りの確

 
認、また、アクセス解析から、

 
マイページへのログイン回数、

 
最終ログイン時間なども解か

 
り、会員様の利用頻度も解か

 
ります。

予約管理機能では、一般予約、

 
直接予約　の状況がひと目で

 
把握出来スムーズなオーダー

 
処理が可能となります。

女の子機能では、出勤管理、

 
女の子データの管理・比較、

 
などが簡単にできます。

メッセージ機能では、会員様や

 
女の子を相手にメッセージの

 
やり取りが行えます。

 
会員様や女の子のメッセージ

 
履歴を閲覧できたり、そこから

 
会員様の好みの女の子タイプ、

 
性格、仕事、などを読み取り、

 
来店への的確な戦略を練ること

 
も可能です。

 
女の子に関しては好きな時間にメッセージを送れるのできめ細かな

 
対応が出来、女の子とのコミュニケーションが飛躍的に向上します。

※全ての項目に、アラート機能があるので、貴重なオーダーも見逃しません！



　

お客様や女の子に安心気配りお客様や女の子に安心気配り

今迄、会員様が奥様や彼女にバレて利用が遠ざかったり、在籍の女の子が電話やメールがきっかけで家族や彼氏に

バレてお仕事を辞めざるおえなかった・・・と、言う事は少なくないと思います。

会員様と女の子がマイページ内にログインする際には、

 

秘密の入り口から

 

I D と

 

パスワードが必要になります。

I D とパスワードが違う場合、ログインができませんので、家族や恋人にバレる心配もありません。

お気に入りやブックマークして頂く画面もアリバイ機能に対応していて、会員様・女の子共に、

架空のダミーサイトをご用意しています。

ダミーサイト内に秘密の入り口があり、そこにID・パスワードを入れて入室して頂きます。

アリバイ機能アリバイ機能

ダミーサイト例

女の子用ダミーサイト

何か急な連絡をしたい場合は、

簡単な設定をするだけでお知らせ機能

として空メールを会員様、在籍女の子に

飛ばす事が出来ますのでマイページに

何か更新があった事を合図としてお知らせ

する事が出来ます。

会員様のダミーサイトは順次数を

増やしていきます。

現在制作中のダミーサイトとしては、

Ｙａｈｏｏのマイページのような

天気予報、ニュース、株価情報、

芸能ニュース、などを組み込んだ

ダミーサイトを製作中です。

連絡のやり取りも可能

会員様用ダミーサイト



　

万全のサポート体制だから安心万全のサポート体制だから安心

 

！！

どんなサイトでも最近は管理画面がありますよね？

いざ契約したものの入力が解らなかったり、

不便な思いをされた事は御座いませんか？

そんな悩みも一発で解消出来る様に完全24時間のフルサポートを

開始致しました。

無料でどこまでやれるか解りませんが、この商品の知名度が

上がるまで少しでも長い時間無料にて対応させて頂ければと

思います。

その他システムサポートだけでは無く、他の媒体入稿の

問合せや資料請求、その他どんなお問合せにも

誠実に対応させて頂きますので、お気軽にお問合せください。

2424時間フルサポート体制時間フルサポート体制



　

ただいま、オープニングキャンペーン

 

中につき、特別プライスにてFu-On導入が可能となります。

システム使用料及び掲載料金システム使用料及び掲載料金

Fu-onシステム使用料 ５２，５００円

Fu-onポータル掲載料
３１，５００円　→　10,500円（新規キャンペーン適用中！)
※ポータル掲載料には、Fu-Onポイント10Ptが含まれます。

Fu-onリクルート掲載料 ３１，５００円　→　10,500円（新規キャンペーン適用中！)

Fu-onポータルポイント販売（10P/1セット）
５，000円（Fu-on予約ポイント １０ポイント）
※ポイント追加購入時の料金となります。

『短期高収入アルバイト お仕事104 有料枠』
『大阪の風俗アルバイト情報 えーやん関西』

２１，０００円　→　０円（求人サイト、Fu-on契約店様のみの利用特典）

『高収入アルバイト情報 さぽっちゃ』 ３１，５００円　→　０円（求人サイト、Fu-on契約店様のみの利用特典）

『高収入求人検索サイト ナイト☆ジョブ』 １０，５００円　→　０円（アリバイ対策万全店としてピックアップ）

『ホストクラブ情報総合サイト ホスクラゴーゴー！』 0円　（アリバイ対策万全店としてピックアップ）

２４時間サポート対応 金額未定　→　０円 (オプション料金現在無料サポート中！）

１ヶ月ご利用金額合計   １78，5００円　→　特別プライス！73,500円（税込）
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