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全国のクラブ・クラブイベントを簡単検索

～お店PR・集客強化施策のご提案～
全国初のクラブPR・集客強化・DJのPRが可能な総合メディアです。
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媒体説明：

1：メディア概要

◆検索表示位置
◆ユーザー層・アクセス数
◆メディアコンテンツ
◆サイト流入
◆メディア特徴

2：御掲載について

◆御掲載メリット、掲載について
◆店舗ページ作成・更新
◆イベント情報掲載・更新
◆イベント情報自動拡散機能
◆イベントレポート掲載
◆他メディア掲載・更新
◆クラブガイド掲載・更新
◆DJガイド掲載・更新
◆オススメイベントの特徴
◆クーポン設定・集客UP

◆管理画面・申込管理
◆効果分析・改善提案
◆SNS広告配信

3：利用メリット・御掲載料金について

◆ご利用メリット
◆運用方法
◆御掲載料金
◆御掲載例・効果イメージ
◆御掲載迄の流れ



クラブイベントサーチ・関連メディアの検索エンジン上での表示

現在、クラブ関連ワードの 「クラブイベント」、「六本木
クラブ イベント」、「クラブガイド」、などは全てGoogle、

Yahoo!共にTOPまたは上位表示されております。

※検索内容はご利用ユーザーのエリア・デバイスで異なる場合がございます。※Google Search Consoleの「クラブ イベント」の平均検索順位は2.0となっております。

検索表示位置：

Google、Yahoo!共に検索TOP表示を実現！！
現在日本で一番見られているクラブメディアです。



ユーザー数・利用者層

20～30代のアクティブな女性のスマホユーザーが特に多いメディアです。

【サイト規模】

※月により変動があります。

通常月の月間平均

UU数 600,000以上

PV数 1,000,000以上

クーポンDL数 10,000人以上

繁忙月の月間平均

UU数 500,000以上

PV数 2,000,000以上

クーポンDL数 30,000人以上

ユーザーエリア分布

関東 5～6割

関西・東海 2～3割

その他都道府県 1～2割

ポイント③

ユーザー層・アクセス数

デバイス毎の利用比率

スマートフォン

PC

タブレット

85％

10％

5％



【クラブ向けメディアコンテンツ】

クラブイベントサーチ
全国のクラブイベント情報を簡単検索。
お得なクーポン付きイベントも多数掲
載。

クラブガイド
全国のクラブ情報を簡単検索。エリア
とランキングで簡単に人気のクラブが
探せます。

DJガイド
人気のDJ情報を簡単に検索できるクラ
ブDJ検索サイト。エリアとランキングで
人気のDJや出演イベント情報も検索。

イベントサーチは3つのクラブ関連メディアでクラブ業界を応援しています。

メディアコンテンツ



豊富なサイト流入

弊社会員

弊社メルマガ

提携メディア

イベントサーチでは自社会員、メルマガ、大手検索サイトからの流入に加え、多数の提携メディア、
関連メディアからの流入があるため、幅広いユーザーの流入を常に実現しております。

大手検索サイト

人気の特集ページ

サイト流入

SNS

豊富な関連メディア

ポイント



クラブに完全特化したメディア運営

探しているイベン
トエリアで簡単に
絞込が可能。

注目のイベントは
各エリアのTOPス
ライドで告知。

イベントは日付に近
い順にピックアップ、
オススメ、通常掲載
の順で並びます。

人気の企画
にワンクリッ
クでジャンプ

最新のイベント情報チェック・検索・申込みがスマートフォンでワンステップで可能！ポイント

メディア特徴

音楽ジャンルで

イベントを簡単検
索。

今日、明日、今週末
、ランキングなどの
絞り込みが可能。

直近で開催された
様々なイベントレポ
ート簡単にチェック。

直近で閲覧したイベ
ントを記憶。忘れず
にチェック出来ます。



御掲載について



【2】クラブイベントサーチ御掲載について

クラブイベントサーチ運営部

①店舗ページ作成・更新

②イベント情報掲載・更新

④クーポン設定・集客UP

⑦クラブガイド掲載・更新

⑤管理画面・申込者管理

⑥効果分析・改善提案

③イベントレポート掲載

⑨他メディア掲載・更新

⑩外部広告配信 ※別途オプション

忙しい店舗様に代わり、①～⑩の対応を弊社の
クラブイベントサーチ専属担当が対応致します。

ポイント

御掲載メリット

⑧ DJ・ダンサー掲載・更新



【店舗ページへの流入・ページ&イベント情報の拡散】

御社店舗ページを作成し、店舗情報など詳しく掲載しPR致します。更
に実施されるイベント情報を全て掲載させて頂き、お店のPRとイベン
ト集客を双方実現させて頂きます。トータルでお店運営をサポート致
します。※お店のホームページを補完する役割を果たします。

CLUB GUIDE

クラブイベントサーチ

イベントサーチ

御社ページへ徹底流入 御社情報アピール イベント情報拡散

弊社ユーザー

大手検索サイト SEO対策

SNS

ポイント

店舗ページ作成・更新

①店舗ページ製作・更新



【店舗ページの製作・更新情報の掲載】

①店舗ページ製作・更新

店舗ページを作成させて頂き、お店情報、店内情報、パーティー情報、VIP情報などを網羅したページを作成致しま
す。HPとして使用可能です。
作成後は弊社担当が更新・運用を致しますので、お店の負担は御座いません。

ポイント

イベント情報掲載・更新

店舗のロゴ
が入ります。

住所・電話番号
などの基本情報

TOP画像は最大３

枚の画像をスライド
で表示可能です。

画像は最大９枚入
ります。また画像は
全てリンク化するこ
とが可能です。また
、動画も入れること
が可能です。お店のイベント情

報が日付毎に全
て表示されます。

お店の紹介文、
特徴、魅力等を
紹介します。



12

【イベント情報を細かく掲載致します】

★豊富な情報・クーポンで参加意欲をUP。

【コンテンツ】

イベント内で実施する
コンテンツを最大6枚
まで掲載可能。

【過去イベント写真】

過去に実施したイベ
ント写真が掲載可能。

【過去イベント動画】

過去に実施したイベ
ント動画を掲載。イベ
ントイメージつきやす
くする事が可能。

【主催者情報】

イベントオーガナイザ
ー情報掲載可能。
店舗ページにリンク。

ユーザーの離脱を防
ぎます。

【出演者情報】
イベントに出演するDJ
、ゲストDJ、ダンサー

、パフォーマー等の
情報全て掲載。

【イベントキャッチ】
全20文字でイベント特
徴をシンプルに表現。

【イベントタイトル】
全100文字でイベント
ポイントを伝えます。

【クーポン設置】

参加がお得になるクー
ポン設置が可能。

【カウントダウン】

イベント開催までの時
刻がカウントダウン。

【料金】

イベント参加費を男女
毎で記載可能。

【イベント詳細】

イベントの開催エリア
、カテゴリ、ジャンル、
人数規模、会場名、
会場URL、注意事項
の記載が可能です。

【イベント本文】
最大7000文字でイベ

ントの魅力を最大限に
ユーザーに伝えます。

オススメイベントの特徴 ②イベント情報製作・更新



【イベント情報の自動拡散機能】

店舗で実施するイベント情報を弊社担当が掲載、更新致します。店舗様
は負担を大きく減らし、イベント情報の告知が出来ます。

また、掲載させて頂いたイベント情報はクラブイベントサーチ、イベント
サーチ本体、更には該当する特集や出演するDJ、ダンサー、アーティスト

等のイベント一覧にも全て自動掲載されるため、豊富な露出が日々実現
出来ます。

イベント情報掲載・更新

各出演者ページ

各特集ページ

クラブページ

イベントサーチ

ポイント

出演ダンサー

出演DJ



【レポート情報の掲載・更新を致します】

③イベントレポート掲載

イベントレポート掲載

運営部がお店に変わりレポート更新を致します！

写真素材をお送りください

ゲスト出演があった場合や、特別企画イベントが開
催された場合はイベントの様子、画像、動画等をお
送りください。日々忙しいお店に変わりイベントサー
チ運営部がお店のレポート掲載を行います。

ポイント

更に、掲載させて頂いたレポートはクラブイベントサーチSNSでも拡散。



【ゲスト・フライヤー割引をクーポン設定&集客UP！】

お店で実施中のゲスト割引や、フライヤー・インビ割引をクーポンとして設定することが可能です。
イベントサーチのユーザへ事前予約特典としてクーポンで集客を実施できます。

★フライヤーコストや外販コストが削減できます。
※既存で実施している以上の割引は必要ありません。

④クーポン設定・集客UP

クーポン設定・集客UP



【クーポン設定・参加申請・参加受付・来店までの流れ】

STEP1：参加申請 STEP2：参加申請通知 STEP3：クーポン提示

【イベント検索＆参加申請】

イベントを検索しているイベントサー
チのユーザーに、クーポン情報をPR
出来ます。イベントへの参加を希望
するユーザーは、クーポン情報を確
認して参加申請を行います。

【参加申請の通知＆人数把握】

予め指定した運営者、スタッフ等にゲ
スト参加申請内容がメールで届きます。
イベントへの参加申請状況をリアルタ
イムに把握できます。
※通知メールアドレスは2通設定が可
能です。

【クーポン提示＆受付対応】

事前に参加申請をしたお客様は、当
日受付にてクーポン画面を提示致しま
すので、スムーズな受付が可能となっ
ております。

管理画面・申込管理



【参加者情報の把握・専用の管理画面で確認出来ます】

掲載中のイベントをピンポイントで検索。

各イベントの申し込み状況がひと目でわかる。

専用の管理画面にて申込者情報や受付リスト管理・印刷などが可能となっております。
イベントサーチへお申し込み後、専用の管理画面のIDとパスワードを発行させて頂きます。

参加申請者を簡単に出力可能。
★自動で受付シートを作成、印刷可能が可能な為、受付管理が
簡単に行えます。
※こちらの専用受付シート内で並べ替え等はできません。
※CSVを利用する場合は、店舗様独自の受付シートなどに追加
可能です。

⑤管理画面・申込者管理

管理画面・申込管理



【効果振り返り＆改善のご提案をさせて頂きます】効果分析・改善提案

※一定期間ごとに振り返りを実施し、広告効果、露出効果の最大化をご提案致します。
WEB上でお店の強み、弱みを把握し、最適な露出方法のご提案をさせて頂きます。

ポイント

⑥効果分析・改善提案



【クラブガイドの特徴】

クラブガイドは、全国のクラブ＆ラウンジが一覧で探せるメディアです。クラブイベント
サーチご利用の店舗様は、クラブガイドへ店舗情報が掲載され、上位表示となります。

ポイント

【お店一覧】
各エリア毎にお店一覧が表示され
ます。
ユーザーはエリア毎にお店検索が
可能です。

【ランキング】
各エリア毎にランキングが表示さ
れます。ユーザーは週間、月間、
年間ランキングでお店検索が可能
です。
※ランキングは1日毎に更新されます。PV＆利
用者順です。

【表示順位】
有料掲載の店舗につきましては、
上位表示となり、上位の中からラ
ンダム表示となります。

⑦クラブガイド掲載

クラブガイド掲載・更新



①DJに出演依頼をした場合、出演DJのイベント一覧にオススメイベントとして表示されます。
②有料契約させて頂いた店舗様のレジデント専用DJページを作成致します。
各DJの出演イベントとしてオススメイベント掲載されます。
※お店から様々なDJに出演依頼をかけた場合、それぞれのDJページでもイベント掲載され
るため、PR効果が望めます。

【DJガイドサイトの概要・利用のメリット】

★DJガイドとはDJ情報、出演イベント情報を簡単に探せるDJ情報専門のメディアです。
～DJガイド内にお店のレジデントDJ専用ページを作成致します。～

ポイント

⑧DJガイド掲載

DJガイド掲載・更新



①ダンサーに出演依頼をした場合、出演ダンサーのイベント一覧にオススメイベントとして
表示されます。
②有料契約させて頂いた店舗様のレジデント専用ダンサーページを作成致します。
各ダンサーの出演イベントとしてオススメイベント掲載されます。※お店から様々なダンサーに出演
依頼をかけた場合、それぞれのダンサーページでもイベント掲載されるため、PR効果が望めます。

【ダンサーガイドサイトの概要・利用のメリット】

★ダンサーガイドとはダンサー情報、出演イベント情報を簡単に探せるダンサー情報専門
のメディアです。

～ダンサーガイド内にお店のレジデントダンサー専用ページを作成致します。～

ポイント

⑧ダンサーガイド掲載

ダンサーガイド掲載・更新



【他メディアの管理も致します】

弊社スタッフが他メディアの掲載、更新も致します。

有料掲載がスタートした店舗様には、イベントサーチお店ページへのバナーを設置し誘導致します。

★弊社メディアのご掲載と同時に他有力メディアからの集客も実現。

CLUB EVENT GUIDE

CLUB NOW CLUB MAP

CULB MAP TOKYO

⑨他メディア掲載・更新

クラブイベントサーチ掲載と同時に他の複
数のメディアの掲載もスタートとなります。ク
ラブイベントサーチに掲載する事で他のメ
ディアからの流入、申込みも期待出来ます。

ポイント

他メディア掲載・更新



【ユーザーデータ蓄積】

弊社で作成させて頂いております御社ページを一度でも見たユーザーは180日間ユーザー

データとして蓄積されます。蓄積させてユーザーには追跡広告などを配信することが可能です。
また類似ユーザーデータも同時に蓄積されます。
※類似ユーザーとは閲覧者に近いユーザーをシステムが自動的に獲得します。

ポイント

ユーザーデータ蓄積

類似データ

5,000人
閲覧者データ

1,000人



【追跡型・SNS広告＆Google広告利用出来ます】

一度イベントサーチのお店ページを見た場合、自動的に“リマーケシステム”がユーザー情報を記憶し、ユーザーの
SNS（Facebook、Instagram）で広告として追跡致します。お店ページや、イベント情報を気になってはいたが実際には
参加されなかったユーザーを取りこぼす事がありません。

ポイント

ユーザー追跡型広告

外部広告配信

★自店舗閲覧
ユーザー追跡

★他店舗&同ジャンル
ページ閲覧ユーザー追跡

Facebookや、Instagramを見ていると閲覧履歴
のあるページの広告が自動で表示されます。

最新のリターゲティングシステム

★こちらの機能はオプションになります。露出強化資料を御確認ください。



【追跡型・ターゲティングGoogle広告とは】

閲覧履歴のあるユーザーをGoogle広告システムを利用して追跡出来ます。お店ページや、クーポン情報を気になっ

てはいたが、実際には来店されなかったユーザーを追跡し、来店を促せるようになります。また、新規露出を希望の
場合は過去クラブ関連ページ(他店舗含む)の閲覧履歴のあるユーザーに広告配信可能です。

全世界200万サイト・90％以上のインタ

ーネットユーザーアプローチが可能は
世界最大の広告ネットワークです

最新のリターゲティングシステム
ユーザー追跡型広告

★自店舗閲覧
ユーザー追跡

★他店舗&同ジャンル
ページ閲覧ユーザー追跡

ポイント

★こちらの機能はオプションになります。露出強化資料を御確認ください。



利用メリット・御掲載料金



CLUB 店舗様

店舗ページ更新

イベント更新

レポート更新 他メディア更新

クラブイベントサーチ運営部

【ご利用メリット】

専任スタッフが運営作業をする為、運営現場の作業負荷が大幅軽減出来ます。

メリット

外部広告



CLUB 店舗様

クラブイベントサーチ運営部

【運用・連絡手法】

専用LINEグループにてリアルタイムにて更新対応を運営部専任担当がさせて頂きます。

イベント情報やページの内容の更新などの依頼は、専用のLINEグループで対応
させて頂きます。お店にパソコンが無い、普段使っているLINEでタイムリーに対
応したいと言うお客様の声に基づきイベントサーチではこのように対応させて頂
いております。※メールで対応も可能です。※受付時間10時～20時となります。

ポイント

運用方法



・御掲載内容

※ご利用は最低6ヶ月以上となります。
※イベント数は最大31イベント。

【イベントサーチクラブ店舗様・御掲載プラン・料金について】

下記の内容が御掲載費に含まれております。

イベント制作・更新費 イベントレポート掲載費

DJガイド掲載・更新費

◆御掲載料金

月額御掲載料金

D 1～200名

50,000円

C 200～500名

100,000円

B 500～1000名

150,000円

A 1000名～

200,000円

【注意】
※クラブイベントサーチ御掲載料金は店舗キャパシティーにより異なります。
※御掲載料金は月末〆、翌月末は払いでお願いしております。
※料金は税別となります。
※営業時間内に開催される通常営業クラブイベントは全て御掲載出来ます。(特別パーティー、貸切パーティー掲載出来ません。)

★掲載順位は店舗掲載順位はA、B、C、Dの順位で各枠内はランダム表示となります。

クラブガイド掲載・更新費 管理画面開設

店舗ページ掲載・更新費

店舗キャパシティ

他メディア掲載・更新費 効果解析・データ解析



集客目安とご掲載例

平日集客目安：0～20名
平日は大幅な集客UPは望めませんが、クーポ
ンバリューを上げることが集客へは繋がりやす
くなっております。
また、ユーザー層は学生・美容師・アパレルの
方々などのアクティブな層の方々のご利用が
多くなっており、平日イベントにご参加頂くこと
でリピーター効果も期待できます。

週末集客目安：10～100名
週末は予めイベント情報を告知することで集
客UPは望めます。一日を通してクーポンの利
用が難しい場合はハッピーアワーなどの企画
をクーポン設定することも可能です。
また、ユーザー層は学生・美容師・アパレルの
方々などのアクティブな層の方々のご利用が
多くなっており、御社イベントへご参加頂くこと
でSNS拡散・口コミなど自然発生するPR効果
も期待できます。

繁忙期目安：50～300名
ハロウィンやクリスマス、カウントダウンなど季節
のイベントの際は事前告知が特に有効です。季
節のイベントの企画をご掲載することで、集客の
大幅なUPが期待できます。仮装特典クーポンや、
詳細な企画内容を事前告知することで大幅な集
客効果を発揮致します。また、過去のイベント内
容を動画などで紹介することでよりユーザーにイ
ベントを分かりやすく伝えることが可能です。

※画像はイメージです。また集客人数は主要エリア、店舗様の平均数字になります。

V2 TOKYO

ColoR.

Club Camelot

ELE TOKYO

掲載店舗一例

★都内主要店舗は、ほぼ全て掲載中です。

御掲載例・効果イメージ



【ご掲載までの流れを確認ください】

検討
• 今回ご提案させて頂いた資料を元にご掲載のご検討をお願い致します。

決定
• ご掲載のご意志が決定致しましたら、担当までご連絡をお願い致します。

制作

• ご掲載に必要なイベント情報、イベント画像などを担当までお送り下さい。
※イベント・店舗情報の作成には５営業日前後頂いております。

掲載

• 頂きました内容を元にご掲載をスタートさせて頂きます。

• 受付スタッフ様全員に周知をお願い致します。

来店

• お客様がご来店されます。条件に応じて受付をして頂きご来店対応をお願い致します。参加された人数
のお客様の集計をお願い致します。

注意事項
【ご掲載料金ついて】
・ご掲載料金は掲載月末締め、翌月10日または月末払いでお願い致します。※初回(初月分)につきましては、前払いにてお願いしております。
※振込スケジュールがその他の日程をご希望の場合は事前にご連絡をお願い致します。

【広告効果について】
・広告効果は保証されるものではございません。
ご掲載頂きました広告効果が御社の想定、または弊社のご提案想定を下回った場合でも広告費等の減額等は一切致しかねますので、予めご了承の程宜しくお願い致します。

【ご掲載期間の注意】
・データ納品遅れ、打合せの遅延等が発生した場合、ご希望の期間での出稿を致しかねる場合がございます。

【ご掲載広告に内容によるトラブル】
・ご掲載させて頂きました内容により弊社ユーザーが、著しく不利益を被る事態等が発生した場合は設定した期間を待たずして原稿出稿、広告出稿を停止させて頂く場合がございます。

【現場でのトラブルについて】
・イベント会場等にて、主催者様とイベント参加者様の間にてイベントサーチ関連以外の内容で発生したトラブルにつきましては弊社では一切の責任を取りかねますので予めご了承下さい。

御掲載迄の流れ


