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阿修羅連動HPの仕組み
阿修羅連動HPは阿修羅からデータを引っ張ることで各種データを表示しています。
阿修羅連動HPと阿修羅はそれぞれ別サーバーにあり、運用、管理している者も異なります。
阿修羅のサーバーが何らかのトラブルにより使用できない状態の場合、阿修羅連動HPの連動している箇所にも表示ができなくなる等の不具合
が生じます。

店舗のオペレーター様は阿修羅連動HPのデータを変更することはできません。
阿修羅と連動していない部分を変更したい場合は、阿修羅連動HPの管理者に変更依頼を行う必要があります。
また、元々阿修羅に備わっていない更新機能は、阿修羅連動HPに追加することはできません。
次の項から紹介する作例ページにある機能が、阿修羅に備わっている連動機能の全てとなります。

阿修羅のサーバー

店舗のオペレーター様

店舗のオペレーター様が
阿修羅連動HPのサーバーの中身を
変更することはできません。

データ入力

店舗利用客の PC

阿修羅連動HPのサーバー

・HPを構成するための画像
・HTML ファイル

・女の子の写真、プロフィール情報
・グラビアや動画ファイル
・ニュース情報、出勤情報
・各種バナーなど

▲

▲
データ出力
▲

データ要求

▲

HP の表示▲×
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阿修羅連動HPで店舗のオペレーター様が自由に変更できない箇所
・ロゴやHPを装飾する画像の差し替え
・トップページの並び順
・ページの追加や削除（ただし、ニュースページやグラビアページなどは編集可能）
・各種お問い合わせフォームの項目の追加や変更
・認証ページや料金ページやなど連動していない箇所のテキストや画像
これらを変更したい場合は、阿修羅連動HPの管理者に変更依頼を行う必要があります。

阿修羅連動HPで店舗のオペレーター様が自由に変更できる箇所
・女の子のプロフィール
・女の子の 1週間先までの出勤情報
・ニュース情報
・ランキング機能
・グラビアページ ( 複数の写真を紹介するページです )
・動画コンテンツ
・他業者サイトへのリンクページのバナーを追加すること
・バナー（あらかじめ設置場所を決めておいて、そこにバナーを設置する機能。事前に決めておく必要がありますが、複数箇所に設置すること
が可能です。）
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ヘッダー
ヘッダーは自由なデザインが可能です。阿修羅とは連動していない完
全に静的なブロックです。
お店にロゴがない場合はデザインします。
作例では PC版はメニューが常時表示されていて、スマホ版の場合右
上にメニューを表示するためのボタンが配置されますが、PC版もメ
ニューボタンを右上（左上でも可）に表示させておくといったことも
可能です。

カルーセル
順番にスクロールして表示する方式のことをカルーセルといいます。
縦横比や画像サイズはバラバラでも可ですが、最初に縦横比をキチン
と決めて (8:5 や 16:9 など ) おくのが好ましいです。
最大何件でも表示できますが、最低でも 1件は常に表示させておく必
要があります。
自動スクロールや、自動スクロールの秒数などの設定も可能です。

ニュース
ニュースのカテゴリ分けが可能です。カテゴリ分け機能を使いたい場
合は事前にカテゴリ名を決めておく必要があります。店舗様側でカテ
ゴリを追加することはできません。
ニュースはサムネイルを設定することが可能です。ただし、サムネイ
ル機能を使いたい場合は必ず全てのニュース記事にサムネイルを設定
する必要があるので更新の手間は増えます。
作例では横並びですが、サムネイル無しで縦並びにすることも可能で
す。
サムネイル機能を使う場合は画像の縦横比を事前に決めておく必要が
あります（通常は 4:3 くらいが妥当）
作例ではトップページのニュースの最大表示数は 4件になっています
が、増やすことも可能です。

赤字：エンジニアが事前に設定する範囲
青字：店舗様が後から設定できる範囲

バナー
あらかじめバナーを入れられるエリアを設定しておいて、そこに店舗
様がバナーをいくつでも配置できます。
ただし作例ではニュースとグラビアの間に配置されています。こちら
を別の場所に変更することはできません。変更する場合はエンジニア
が再設定する必要があります。バナーの縦横比や大きさは自由です。
事前に決めておく必要もありません。
この機能を使う場合はバナーが０点では不格好になってしまうためバ
ナーは必ず 1点以上は用意して欲しいと思います。

TOP ページ (1/3)
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グラビア
トップページに載せるグラビア記事は設定が可能です。店舗様側で何
件でも表示可能です。

動画
トップページに載せる動画記事は設定が可能です。店舗様側で何件で
も表示可能です。
動画のカテゴリ分けが可能です。カテゴリ分け機能を使いたい場合は
事前にカテゴリ名を決めておく必要があります。店舗様側でカテゴリ
を追加することはできません。

新人情報
阿修羅側で「新人」にチェックがついている女の子を表示することが
可能です。何名でも表示可能です。
付随する女の子の情報（作例では年齢とスリーサイズと入店日）は事
前に別のものも表示させることが可能です。

赤字：エンジニアが事前に設定する範囲
青字：店舗様が後から設定できる範囲

おすすめの女の子
ランキング機能の「おすすめランキング」に入れた女の子が表示され
ます。順位を非表示にすることも可能です。

ランキング
作例では「本指名」ランキングになっていますが別の名目のランキン
グを載せることも可能です。
順位も表示することが可能です。3位までや、1位のみや、20位までなど、
何位でも表示させることが可能です。
店舗様側が後から表示数を減らすことが可能です。(20 位まで表示の
ものを 5位までの表示に変更、など )

TOP ページ (2/3)
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スケジュール
本日出勤の女の子の情報を載せることができます。
作例のように翌日のスケジュールもトップページで表示可能です ( 要
事前設定 )

ヘブン写メ日記連動
シティヘブンネットの写メ日記を載せることが可能です。
こちらは阿修羅とは連動していないコンテンツです。
事前に PC版、タブレット版 (PC とスマホの中間の解像度 )、スマホ版
の表示件数を決め、店舗様がシティヘブンネットで設定したHTML コー
ドをいただて、貼り付ける必要があります。

フッター
フッターは阿修羅とは連動していない静的なコンテンツです。

赤字：エンジニアが事前に設定する範囲
青字：店舗様が後から設定できる範囲

バナー
作例のニュースの下にあるバナーと同一の機能のものです。

TOP ページ (3/3)
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認証ページは完全な静的なページであり、阿修羅とは連動していません。
その分、自由なデザインが可能です。

完全に静的なページ

認証ページ
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料金ページは完全な静的なページであり、阿修羅とは連動していません。
その分、自由なレイアウトが可能です。
作成するにあたり、店舗様より、料金情報や、交通費、規約などの情報
を提出していただく必要があります。
提出していただけない場合は、たたき台として仮の料金表と規約を作成
し、店舗様にチェックしていただき、修正案を提出して頂く形になるか
と思います。

HPオープン後、料金設定などに変更がある場合は店舗様から修正依頼を
していただければ即修正いたします。

完全に静的なページ

料金ページ

7



作例は阿修羅の機能をフル活用した状態のニュースページです。
ニュースのジャンル分けやサムネイルを設定することが可能ですが、サ
ムネイル機能を採用すると店舗様側の更新の手間が増えてしまうことが
デメリットです。
作例ではサムネイル有りで横４つ並びのレイアウトになっていますが、
サムネイル無しで縦並びのレイアウトでお作りすることも可能です。

ニュースジャンルは店舗様側で好きなタイミングで自由に追加や削除す
ることができません。追加や削除したい場合はエンジニア側で追加や削
除の設定をする必要があります。

阿修羅連動ページ

ニュースページ

ニュース一覧ページ

ニュース個別ページ

サムネイル

ニュース本文
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所属している女の子の一覧のページです。
阿修羅側でデフォルトの並び順を変更することが可能です。
作例では年齢、身長、スリーサイズが表示されていますが、他のプロフィール情報を表示するようにお作りすることも可能です。

検索機能では、身長順、バストサイズ順、年齢順、タイプ順（高身長、お嬢様、など）で並び替えを行える機能です。
大人数を抱える店舗では有効な機能かと思いますが、小規模の店舗では必要ない機能かもしれません。

阿修羅連動ページ

女の子一覧ページ

検索機能
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阿修羅の「出勤スケジュール」にて予定を設定すると自動にこちらのページに反映されます。
一週間先までのボタンを付けることができますが、店舗様のご希望があれば、本日のみや３日先までしか表示させないといった設定でも
お作りできます。

阿修羅連動ページ

スケジュールページ

日付切り替えボタン

出勤時間
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ランキングは複数作れますが、あらかじめ、どのランキングをどこのページのどの箇所に配置するかを決めておく必要があります。
作例のように、通常の女の子一覧のサムネイルとは違ったレイアウトで作成することができ、真ん中に１位を配置することもできます。
ランキングは店舗様側で、後から何位までも設定可能ですが、レイアウトによっては「3位まで必ず表示させないと崩れる」「5位までし
か表示されない」といった制限がかかる場合がありますので、事前にどういう仕様にするか決める必要があります。（例えば作例では 3位
までしか表示できないようなレイアウトになっています。）

阿修羅連動ページ

ランキングページ
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写真
写真を複数公開することができます。

プロフィール、Q&A
プロフィールとQ&Aは予め阿修羅に入っている項目以外は設定
できません。例えば、「体重」という項目を増やしたくても阿修
羅には「体重」という項目はありませんので、「体重」の項目は
追加できません。作例の項目が全てとなります。
逆に項目を減らすようにお作りすることは可能です。

店長からのメッセージ
タイトルを「スタッフからのメッセージ」のように変更するよ
うにお作りすることも可能です。

有料オプション
阿修羅の「キャスト管理」の「オプション等」タブから設定可
能です。可能なものには○、不可能なものには×が付きます。
不可能なものを非表示にすることはできません。

シティーヘブンの写メ日記連動
阿修羅の「キャスト管理」の「関連サイト」タブで設定可能です。
シティーヘブンネットの個人用の写メ日記を連動させることが
できます。
（ここは作例のトップページにある、店舗全体用のものではなく、
個人用のものになります。）

女の子のプロフィールは阿修羅の「キャスト管理」の「プロフィール」
タブから設定可能です。

阿修羅連動ページ

女の子プロフィールページ

12



作例では「キャンペーン」という名称ですが、バナーを貼るためのページです。
店舗様が自由にバナーを追加、削除することが可能です。
作例ではバナーは２つ並びになっていますが、3つ並びや 4つ並びなどを選んでお作りすることが可能です。
作例のようにバナーの縦横比やサイズは不規則でもキチンと並ばせることが可能です。

阿修羅連動ページ

バナーページ
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絞り込み検索機能
出演している女の子や、ジャンルで絞り込むことができます。

ジャンル

阿修羅で動画をアップロードし、公開することが可能です。
サムネイルをクリックすると動画がポップアップ表示され、再生されます。
絞り込み検索機能も付けることができますが、何十件も動画があってはじめて有効活用できる機能なので積極的に公開する店舗様でなければ付ける必
要はないと思います。
「ジャンル」は予め決めておく必要があります。店舗様側で新規でジャンルを追加することができません。
ジャンル機能は使わず、非表示にしておくようお作りすることも可能です。

阿修羅連動ページ

動画ページ
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絞り込み検索機能
出演している女の子を絞り込むことができます。

店舗様が写真を複数アップロードして公開することが可能です。
画像のみをアップロードするニュース記事といったイメージです。
複数の女の子が写っている場合も一つの記事としてまとめることが可能で
す。（作例のグラビア個別ページでは夏子さんと春子さんの二人が出演して
います。）
個別ページの女の子の名前をクリックすると各女の子のプロフィール画面
にジャンプすることが可能です。
個別ページのサムネイルをクリックすると、画像が拡大表示されます。
画像は縦横比やサイズの指定はなく、何枚でも公開することが可能です。
サムネイルは正方形にトリミングされます。

阿修羅連動ページ

グラビアページ

グラビアページ概要

▲

▲

グラビアページ一覧

グラビアページ個別

クリックすると拡大表示
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リンクのカテゴリー

他サイトにリンクを貼ることにより SEO効果を狙うことが出来るリンク
ページです。
リンクのカテゴリーやバナーを店舗様側で自由に追加や削除することが可
能です。
バナーはレスポンシブデザインの都合上、作例のように枠を作り、整然と
並べることしかできません。
枠より大きいサイズのバナーを貼った場合は枠に収まるよう縮小されます。
作例では４列表示ですが、3列や、5列表示などでお作りすることも可能で
す。

阿修羅連動ページ

リンクページ

リンクページ概要
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ご利用客様がメルマガの登録や解除を行うためのページです。
連動している部分は、フォームのみで、注意書きは連動していません。
注意書きは静的なコンテンツであり、変更したい場合は店舗様がエンジニアに修正依頼を行う必要があります。

登録したメールアドレスは阿修羅で確認することが可能で、阿修羅からメールマガジンを配信することが可能です。

阿修羅連動ページ

メルマガ登録・解除ページ

注意書き

登録・解除フォーム
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指定したメールアドレスに入力内容を送信できるお問い合わせフォームを搭載し
たページです。
作例では「求人情報」のページになっています。
作例の緑線で囲まれた注意書きのエリアは店舗様側では編集できない静的なコン
テンツになっており、自由なレイアウトでお作りすることが可能です。

お問い合わせフォームは、送信内容を阿修羅でも確認することが可能です。但し、
阿修羅でメールを返信することはできません。返信は店舗様側で用意したメール
ソフトを使用する必要があります。

阿修羅連動ページ

お問い合わせページ

注意書き、募集要項など

お問い合わせページ概要

お問い合わせフォーム
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