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エリア毎の限定販売だから効果は歴然!!

お店に到着です

今日は18時～24時まで出勤で
す

すでにご予約有難う御座います。
楽しみにしておりますね

よろしくお願いします

本日は、沢山のご指名ありがと
うございました

ほんとにいつも楽しい時間ばか
りで私は幸せです
飲み物の差し入れもありがとう

またお誘いお待ちしてます

Aさん、お互い相性がいいから
ずっと笑ってたね

話が盛り上がりすぎて時間足り
なかったよ～
可愛いって何回も言ってくれて
照れちゃう
今日はありがと

また遊んでください

ご指名有難う御座いました
お洒落でセンス抜群なT様にた
くさん褒めていただけて嬉し
かったです 延長が出来ずに
申し訳ありませんでした

マッサージも本格的だねと仰っ
てくださりましたが、少しは楽に
なられましたか？

また次回も呼んでいただけると
のことで楽しみにしております

http://www.easydiary.jp

こんばんは
お店到着～

今日はどんなお兄様に会えるか
な
考えたらドキドキしてきた

5時までです

2017年01月12日 23:20

東区ご自宅のT様
2017年02月05日 17:50

こんばんは♪
2017年02月12日 22:11

これで帰りますね～☆
2017年02月15日 02:46

いつでも呼んでくれるAさん
2017年02月20日 21:04

しゅっき～ん♪



「写メ日記」活用できていますか
ネットでの風俗店選び、キャスト選びが一般化しています。

– 写メ日記には、プロフィールに掲載していないプライベートショット、プレイ内容の様子、
出勤状況など、利⽤客にとってキャスト選びに⽋かせない情報が載っており、最も⼈気の
あるコンテンツとなっています。

– 毎日更新されていることでキャストへの安心感に繋がり、堅実に営業しているお店である
という信頼にも繋がります。

写メ日記が更新されていないお店の場合
– プロフィール以外に写真がないため、好みのタイプか判断しにくい
– 本当に在籍しているのか疑ってしまう
– 写真とは別の⼥の子が接客するのではないかと不安になる

いい子を選びたい・満足したい・失敗したくないという顧客の心理から、日記が更新されて
いないキャストは敬遠されやすいのが現状です。出張先の歓楽街でワイワイ楽しんだサラ
リーマン、〆に風俗利⽤を決めていて、貴店で気になるキャストを発⾒したとしても、日記
の更新が乏しいからと他店に流れてしまう可能性が⼗分にあります。

利用客を逃がさないためにも、写メ日記のマネジメントは風俗経営において、非常に重要な課題
の一つといっても過言ではありません。
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わかっていても写メ日記を活かせない

� キャストが日記を書かない。

� いつも同じ文章と写真しか投稿しないキャストがいる。

� 複数のポータルサイトに日記を送信するのが面倒くさい。

� 写メ日記ボーナス等を支給している。

� スタッフが日記を下書きしている。

� 投稿回数が少なく、もっと増やしたい。

� 毎日の運営が忙しく日記の管理まで⼿が回らない。

easydiaryが解決します!
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日記作成の仕組みとサンプル

2016-09-21 13:32
間もなく出勤します♡

こんにちは

本日15時からの出勤で～す

マナミと楽しい時間を過ごしま
せんか？

お電話お待ちしておりますね

当社開発の⾔語処理アルゴリズムFIM※1により、多彩でリアルな文章を瞬時に作成。
まるでコンピュータが⼈格を持ったかのような自然な日記が投稿されます。

※1…Feelings and Intelligence with a Mechanical
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2016-09-21 15:10
出勤しました～♪

こんにちは。
お店に到着～

今日はどんなお兄様に会える
かな
22時までです

2016-09-21 16:15
お電話待ってます。

体も心も一緒に気持ちよくなり
ませんか？

ぜひマナミを構ってあげて下さ
いませ

22時まで待機中です

2016-09-21 22:03
本日はありがとうございました。

帰宅です～

たくさんのお兄さまと会えて、
とっても幸せでした

飲み物の差し入れもありがとう

またお誘いお待ちしています

2016-09-21 23:10
出張でお越しのA様へ

ご指名ありがとうございます

笑顔で迎えてくれて入口で手を
貸してくださり、とても紳士的な
Ａ様にドキドキしました

スタイル褒めてくれたり、可愛い
と言って頂けたので、心が奪わ
れそうになりました

【写真について】
写メ日記に添付される写真は、easydiaryの写真フォルダにアップロードされた写真の中からランダムに1枚が選ばれて添付する仕組みです。日記作成画面から作成する際は、写真を選択することが可能です。また、
キャスト専⽤のマイページから日記を投稿する際は、スマホに保存されている写真を添付して送ることも可能です。
【作成する日記の種別と時刻について】
出勤前…勤務開始時刻の3時間前〜1時間半前の間に0〜1通、出勤時…勤務開始時刻の15分前〜15分後の間に1通、待機中…勤務開始時刻の45分後〜120分後の間に0〜1通、退勤時…勤務終了時刻〜15分後の間に
1通、お礼…勤務終了時刻の15分後から1時間半後の間に最大3通（勤務した時間が2時間以内なら1通、4時間以内なら1〜2通、4時間以上なら1〜3通）を作成します。
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easydiaryは言葉遣いを⾃在に操ります

キャストのキャラクター設定によって
⾔葉遣いが変わります。 文章サンプル

①普通・清楚系

②妹・ロリ系

③姉・セレブ系

④⼈妻・熟⼥系

20代・ノーマル・少し敬語も

10代～20代前半・フレンドリー

20代後半～30代・上品

30代～・家庭的・性に開放的

マッサージうまくなったって褒めてくれ
て、ありがとうございます(๑˃́ꇴ˂̀๑)

次までにもっとレベルアップしておきま
すね。

①普通・清楚系

マッサージうまくなったって言われて、
嬉しかった(੭◌ु ›ω‹ )੭◌ु⁾⁾♡

次までにもっとレベルアップだ٩(๑òωó
๑)۶

②妹・ロリ系

マッサージ上達したと褒めてくださり、
ありがとうございました。

次までにもっとレベルアップしてまいり
ます(*^_^*)

③姉・セレブ系

マッサージ上手になったと褒めてくださ
り、ありがとうございます。

次はもっと感じてもらえるように腕を磨
いておこうかな♡

④⼈妻・熟⼥系

4



easydiaryはお店ジャンルにあわせた文章を作ります

お店の運営形態にあわせて
文章が変わります。 文章サンプル

店舗型
①ヘルス・ソープ

②エステ

出張型
③デリヘル

④出張エステ

ただいま、出勤しました！
早く一緒にイチャイチャしたいな・・・。

お電話お待ちしております。

③デリヘル

ただいま、出勤しました！

お疲れのお兄様、マッサージは如何で
すか？

お電話お待ちしております。

④出張エステ

ただいま、お店に到着しました！
早く一緒にイチャイチャしたいな・・・。

ご予約・ご来店お待ちしております。

①ヘルス・ソープ

ただいま、お店に到着しました！

お疲れのお兄様、マッサージは如何で
すか？

ご予約・ご来店お待ちしております。

②エステ
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プラン別機能紹介︓文章作成機能・キャスト専用ページ(スマホ版)

ライトプラン

退勤時出勤時出勤前
キャスト専⽤ページ

キャスト本⼈のスマホから簡単にア
ルバムへ写真をアップロードできる
機能です。
お店側で写真をいったん預かってか
ら登録するといった⼿間が省けます。

また、スマホのカメラで写真を撮り、
すぐアップロードすることも可能な
ので非常にお⼿軽です。

アップロードした写真は、キャスト
本⼈が削除することも可能です。

自動作成ボタンをワンクリックするだけで、簡単に上記のような日記が作成できます。

ライトプランでは、「出勤前」「出勤時」「退勤時」の３種類の文章を生成します。
また、easydiaryのキャストアルバムに登録してある写真の中から、１枚を抽選で選び、日記
の写真として設定します。もちろん、⼿動で写真を選んで設定することも可能です。

※日記に使⽤する写真は、キャストのアルバム設定画面から登録します。

ワンクリックで勤務シフトにあわせて、文章を作成します︕ キャスト専用ページを使えば、キャスト本⼈から、
日記用の写真をダイレクトにアップロード︕

「スマホから投稿する」ボタンは、
8ページ目で説明しています。

⽂章の作成例

6



7

退勤時出勤時出勤前 待機中 お礼

スタンダードプラン・プレミアムプラン

ライトプランの３種類に加え、「待機中」「お礼」の２種類が追加︕更に「デコメール」や「顔文字」を利用した表現豊かな
日記がワンクリックで作成できます。
⽂章の作成例（デコメール）

⽂章の作成例（顔⽂字）

※デコメまたは顔文字を設定したとしても、文章によってはデコメまたは顔文字が使われない場合もあります。

プラン別機能紹介︓文章作成機能（デコメール、顔文字対応）
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スタンダードプラン・プレミアムプラン

日記を書くのが苦⼿なキャストも、ワンタッチで文章が表示され
るので、生成された文章の中身を必要な箇所だけ編集・修正し、
すぐに投稿できます。

（投稿する日時を指定して、予約しておくことも可能です。）

添付する写真は画面いっぱいのサイズで表示されるのでしっかり
チェックできます。
この画面からスマホのカメラを起動して、写真を撮り添付するこ
とも可能です。

キャスト専⽤ページから日記を送信する場合、スマホの送信済
メールボックスに履歴が残らないので、万が⼀の時も安心︕

日記が苦手・面倒なキャストも楽に︕スマホ版のキャスト専用ページから、ワンクリックで文章を生成して投稿できます

スマホのメールアプリが起動します。
普段通りの使い方で、写メ日記を⼀括
投稿することも可能です。

プラン別機能紹介︓キャスト専用ページ（スマホ版）①
写メ日記の

作成がラク︕
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スタンダードプラン・プレミアムプラン

送信済の日記、投稿予約中の日記は一覧画面でいつでもチェック可能︕更に、作成する文章も⾃由にカスタマイズできます。

送信予定の日記や送信済の日記が
⼀覧で確認できます。

「編集」ボタンですぐに内容を修
正することも可能。

easydiaryのキャスト個別設定の⼀部がキャスト専⽤ページでも変更できるため、キャスト本⼈が生成する文章を調整できます。

うまく設定することで、個性的な写メ日記を短時間で簡単に作成可能。
上質な日記が投稿されていると指名獲得に繋がります。

作成例

プラン別機能紹介︓キャスト専用ページ（スマホ版）②
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スタンダードプラン・プレミアムプランのみ

写真一括取込機能により、すぐに写メ日記を作成して投稿できます︕

アルバム機能

ポータルサイトに
投稿してある日記

の写真を

ワンクリックで
easydiaryの

キャストアルバムに
取り込みます

○○子さんの
写真を登録したいけど

写真がない︕

そんな時に便利です︕︕

サイトには
過去の写メ日記が
残っているけど
集めるのが大変

最初は
からっぽ︕

取込ボタンをクリック

取込開始︕

アルバムに
取込完了︕

過去の写メ日記

プラン別機能紹介︓写真一括取込機能
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ライトプラン・スタンダードプラン・プレミアムプラン

毎日設定された
時刻に

シフト情報を
取り込む

取込んだシフトから
キャストの日記を

⾃動で作成

日記の投稿時刻は
シフトにあわせて
設定・予約します

※作成された日記は、予約⼀覧画面、キャスト専⽤ページ
から確認・編集可能です。

設定したキャストの勤務シフトにあわせて、全⾃動で日記を作成・投稿できます。

日常業務で
ポータルサイトに

シフトを登録

easydiary導⼊後も作業量は変わりません。

事務スタッフ

予約された
時刻になったら

一括投稿

シフト勤務に合わせて⾃動作成できる⼈数はプランにより異なります（１日あたりの設定⼈数）

ライトプラン
スタンダードプラン

プレミアムプラン

３⼈ × 出勤前・出勤時・退勤時
１０⼈ × 出勤前・出勤時・退勤時・待機中・お礼
無制限 × 出勤前・出勤時・退勤時・待機中・お礼

日記の編集画面から、文章を⾃動生成して日記を作成し投稿する場合、⼈数に制限はありません。

プラン別機能紹介︓オートマチック機能



プラン別機能紹介︓複数店舗対応
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プレミアムプランのみ

プレミアムプランでは、１契約で３店舗の運用が可能です。

ひとつのIDで、３店舗を同時に運⽤・管理できます。 各店舗個別にIDを発⾏し、店舗がそれぞれ独⽴して運⽤・
管理できます。

マスター管理⽅式 個別管理⽅式

通常、１契約１店舗のご利⽤となりますが、プレミアムプランは、スタンダードプラン(※1)を３店舗までご利⽤頂けます。
姉妹店やグループ店でのご利⽤に最適です。※1…1日あたりの自動作成⼈数は無制限です。

プレミアムプランの⽉額利⽤料を３店舗で分けることで、毎⽉お得に活⽤して頂けます。

プレミアムプランをご契約頂く場合、easydiary管理⽅式を次の二種類からご選択頂けます。



プラン別機能紹介︓複数店舗対応
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プレミアムプランのみ

店舗追加オプションとの組み合わせにより、最大１０店舗まで同時に管理することが可能です。

姉妹店、グループ店等、いつでも必要
に応じて店舗を追加し、運⽤頂けます。

増えれば増えるほど１店舗あたりの料⾦がお得なる価格設定になっています。

※店舗追加オプションは、７店舗まで追加できます。
マスター管理、個別管理、どちらの方式でも運⽤可能です。



easydiaryを導入する価値

利⽤客

お店に対する利用客の信頼感が段違いです︕

写メ日記がしっかりと更新されていることで、キャスト選び、お
店選びを慎重に⾏っている利⽤客の心象が向上し、電話や来店の
⼀番大きなきっかけになると⾔っても過⾔ではありません。14

出勤して
ます︕

遊びに
きてね♡

お電話
待ってます♪

この子とこの子が
気になるな…

日記の写真も可愛いし、
丁度、出勤中か。 これから

利用したいのですが、
空いてる子は
いますか︖

早速、電話して
みようかな

・・・

・・・

・・・

プロフィール写真は
可愛いけど、

決め手に欠けるなあ
ほとんど日記が

投稿されてないし…
あまり⼈気がないのかな

失敗したくないし、
他のお店にしようかな

利⽤客

サイトを訪れた利⽤客が
電話したくなるお店に。

毎日、日記が投稿され
活気あふれるサイトに︕



正規販売代理店
文章自動作成システム 特許出願第2016213931号

ご検討の際は、利⽤規約をよくお読みになり、内容をご確認ください。

easydiaryの充実した基本機能

登録できるキャストは無制限

たったのワンクリックで日記の文章が作れる

そのまま複数ポータルサイトに一括投稿

四種類のキャラクター設定で言葉遣いが変わる

店舗型・出張型など四種類の業態で文章が変わる

シフト取込機能で面倒なシフト入⼒は不要

キャストのシフトにあわせて日記を投稿

これらすべてを全⾃動で⾏うオートマチック機能搭載


