
進化した
更新システムで
新しい経営スタイルへ。
広告効果を最大限に活かし、

売上増・管理コスト減を実現します。

Mr.Venrey（ミスターベンリー）は、

従来では成し得なかった機能を搭載した、

クラウド上で動作する更新システムです。

また、業界史上最も多くの

ポータルサイトに対応しております。

ポータルサイト更新システムポータルサイト更新システム

https://mr.venrey.jphttps://mr.venrey.jp

ポータルサイト更新システム

https://mr.venrey.jp



Mr.Venreyは、
お客様のお悩みを解決する為に、必須の更新システムです

Mr.Venreyを利用すれば、このようなお悩みは解決！

人件費を削減し、広告効果を最大限に発揮させることが可能‼

1.

広告効果の減少

人件費増

アピール不足

情報鮮度の低下

機会損失

管理の煩雑化

広告掲載したにも関わらず十分な更新ができない

サイト更新に時間がとられる

多くのサイトに女性を登録するのに手間がかかる

出勤情報を更新できない

無料掲載できるサイトに手が回らない

サイトが増え、IDや女性管理ができない。

こんなお悩みはありませんか？



Mr.Venreyには
更新管理をお手伝いする多彩な機能が搭載されています

新着情報などのサイト更新

かんたんに出勤情報が登録でき、

複数サイトへ一括更新可能です。

基本出勤を設定しておけば、

毎週同じパターンで自動登録されるので、

毎日管理する必要はありません。

出勤情報の更新

管理画面から更新できるコンテンツは

タイマー機能で各サイト更新できます。

曜日設定など細かな設定も可能です。

女性プロフィールの自動登録

無料掲載可能なサイトへの登録をお手伝いする、

一括フォーム登録機能もあります。

Mr.Venreyは更新だけでなく、無料掲載の登録も簡単におこなえます。

※本機能についてはアプリケーションソフトでの操作となります。

女性情報を一元管理し、

各サイトへ一括登録が可能です。

細かな設定や画像トリミング、

情報変更ができます。

無料サイトへの一括登録

複数の店舗アカウントを一元管理できます。

サイト更新に必要な多彩な機能を搭載

グループアカウント

2.



即姫・待機一括更新 女性登録状況一覧

女性管理を改善3.

１サイトずつ更新する必要があった

待機ステータスも一元管理。

指定サイトに一括反映が可能です。

待機ステータス一括更新

除外設定で放置も安心

更新対象から外したい女性がいる

場合は除外設定が可能です。

設定も解除もワンクリックで変更

可能です。

「〇時まで接客中」も可能

正しい情報を反映することで

クレームを未然に防げます。

設定時刻を過ぎると待機中に自動

で戻るため、管理もバッチリ。

データを集約する事で実現した最高の機能性

各サイトの登録状況を全て取り込むことで、登録女性の差分検出が非常に簡単に。

確認コストを大幅に減らし、情報鮮度を維持できます。

各サイトにログインして、データを擦り合わせる日々と決別しましょう。

どの女の子をどのサイトに
登録したか思い出せない

全サイトの登録状況を
一括確認

解決

急な女性の退店で、
今すぐ情報を削除したい

一覧確認で削除漏れを
しっかり防止

解決

人数制限がある
サイトの管理画面

人数も登録女性も
一覧でカンタン把握

解決

出勤のたびに即姫設定する

必要はありません。

更新のカスタマイズも可能です。

接客管理の新常識



自動更新ツールに写メ日記転送機能が無料で搭載されているのは業界初 Mr.Venrey

写メ日記転送機能が実装されています

だけ！

①写メ日記を転送したい
サイトを選択します。

②選択したサイトから
女性毎の送信先アドレスを
自動で取得します。

③対象女性を選択すれば
準備完了です。

④更新ボタンを押すと
更新が開始されます。

表示に従って操作するだけですぐにご利用いただけます。

初期設定するだけで、運用を変える必要はありません

大手風俗サイトから自動で写メ日記を取込、他サイトへ更新

写メ日記にも対応4.

※関東・関西・中四国エリアは別途お申込みが必要です。



Mr.Venreyは クラウド上で動作する更新システムです業界初

サポートが充実
設定状況をクラウド上で共有できるので、

スムーズなサポートが受けられます。

複数アカウントの操作が可能
店舗ごとのアカウントでログイン・設定が可能で

複数店舗の運用がスムーズです。

ウィルスソフトの影響を受けない
クラウド上で動作するため、どのウィルスソフトを利用中でも

動作影響を受けません。

アプリのインストールが不要
ご利用前のインストールは不要のため、

わずらわしい初期設定がなく導入が容易です。

リモートデスクトップサービスが要らない
低スペックPCやMACユーザーが利用していたこのサービスは

不要になります。

他社システムでは実現不可能な機能が
Mr.Venreyにはたくさんあります。

いつでも最新版で更新可能
自動バージョンアップ設計により、バージョンアップ不要です。

アプリの常時起動が要らない
アプリ起動の必要はなく、クラウドでシステムが稼働します。

PCを選ばない
MacやWindows関係なく、お使いのPCで利用できます。

場所を問わない
事務所や自宅など場所を問わず、運用ができます。

データ保管が要らない
クラウド上に保管するので、PC不良等の影響を受けません。

クラウドサービスならではの
ポイント10項目

クラウドサービスだからできること5.



ｖｖ

更新できるサイトは他社の2倍以上！

2,270 8,846
対応サイト 対応コンテンツ

※2021年12月現在

対応サイト数NO.16.



お手持ちのスマホ・タブレットから更新ができます

スマートフォン・タブレット対応

対応機能 ※2021年12月現在

コンテンツ更新

即ヒメ・接客一括更新

週間スケジュール

出勤オートシンクロ

外出先でも更新・確認が可能！

パソコンを用意する必要なし！

ちょっとした空き時間にサクッと更新！

お店の稼働状態をどこでも手軽に確認！

最適化されたデザインで操作性抜群！

7.

共通テンプレート 設定

ID・PASS登録 更新ログ

女性登録編集

女性の更新削除

女性オートシンクロ

女性の並び替え



項目 機能 S社 C社

環境

対応サイト数 2,270 825
必要に応じて対応

対応コンテンツ数 8,846 4,100

システム環境 クラウド型 インストール/クラウド型 インストール型

バージョンアップ処理 常に最新 要再起動/最新 要再起動

データのバックアップ 不要 手動/不要 手動

1台のPCで利用できるアカウント数 無制限 制限あり/無制限 アカウント数 1

PCスペック制限
無制限

（Chrome・Firefoxの動作要件）
制限あり/無制限 制限あり

OS Windows・Macに対応 Windowsのみ/Win・Mac Windowsのみ

デバイス PC・スマホ・タブレット
PCのみ

/PC・スマホ・タブレット
PCのみ

常時起動 不要 必要/不要 必要

女性

プロフィールの項目数 39項目 30項目 4項目

画像のトリミング機能 ○ × ×

サイト毎のこだわり設定 ○ △ ×

サイト毎に女性名が異なる場合の管理 10パターン 3パターン ×

登録状況の一覧 一覧で見やすい 1サイトごとの表示 ×

Q&A更新 ○ △ ×

待機ステータス

即姫一括更新 ○ △ ×

接客中の一括更新 ○ 〇 ×

待機中の自動設定 ○ × ×

その他

写メ日記の転送機能 ○ × ×

無料サイトへの登録機能 ○（別アプリ） × ×

ポータルサイトとの公式連携 ◯ × ×

※2021年12月現在

他社システムとの比較8.



ｖｖ

12,074店 81.4％

丁寧な電話
サポートがある
から安心して作業できます。

操作方法など、困ったときには
サポートへ相談させてもらって
います。

更新希望サイトが
なくても追加対応
してくれます。

更新したいサイトがなかった
時にサポートへ連絡したら、
すぐに対応してくれました。

Mr.Venreyを
ID･PASS管理
にも利用しています。

広告掲載の数が多いので管理
が大変でした。ID管理もでき
て助かっています。

※2021年12月現在

使ってよかった
満足度の高さがご利用実績にあらわれています

横浜市 A店 スタッフ 大阪市 C店 店長 東京都 グループ店 運営本部

無料サイトへ
申込みができる
ので便利です。

申込みフォームに自動反映さ
れるから、無料サイトへの掲
載が簡単になりました。

名古屋市 S店 店長

お試しからの継続利用率

お客様からのお喜びの声

ご利用実績（実数）

お試し
▼

有料契約

Mr.Venreyが選ばれる理由9.



お試し利用サービス

まだ更新システムをお使いではないお客様へ

現在、他社システムをご利用中のお客様は更に1ヶ月長く、無料お試しを活用していただけます。

グループ店舗様は最長6ヶ月ご活用いただける場合もございますのでご相談ください。

他社システムをご利用中のお客様へ

乗り換えキャンペーン

※導入月無料で有料機能をすべてお使いいただけます。
月 お試し実施中１ ！ケ 無料

10.



メンズエステ キャバクラ ツーショットキャバクラ ※詳細は別紙キャンペーン資料をご確認ください。

月額利用料11.

業種キャンペーン開催中！

北海道

20,000円

東北

20,000円

北関東

20,000円

関東

30,000円
九州

20,000円

中国・四国

20,000円

東海・北陸

20,000円

関西

30,000円



待機/接客情報女性並び順

更新 Mr.Venreyを最新情報にして運用される方
（例）女性が入店された時、まずMr.Venreyに登録される方はこちら。

Mr.Venreyからオフィシャルサイトへ情報を更新する

オフィシャル対応サービス（オプション）12.

Mr.Venreyとオフィシャルサイトを連携することができます。

取込 オフィシャルサイトを最新情報にして運用される方
（例）女性が入店された時、オフィシャルサイトを最新にする方はこちら。

オフィシャルサイトからMr.Venreyへ情報を取り込む

オフィシャルサイト 各サイトに反映 各サイト・オフィシャルサイトに反映

取込
更新

更新できる情報 出勤情報 女性情報 新着情報

追加有料オプション 開発費：お見積り / 月額料金：0円

各サイト・オフィシャルサイトに反映

月額料金：10,000円

予約キャンセル

キャンセルの場合は
「着手日」前日までにご連絡ください。

解約・変更注
意
事
項

更新
Mr.Venreyからオフィシャルサイトの

待機/接客情報情報を更新する

※着手後、キャンセル費 30,000円

更新
Mr.Venreyからオフィシャルサイトへ

女性の並び順を更新する

※着手後、キャンセル費 15,000円

取込
オフィシャルサイトからMr.Venreyへ

女性の並び順を取り込む

※着手後、キャンセル費 15,000円

各サイト・オフィシャルサイトに反映

取り込める情報 出勤情報 女性情報

ど
ち
ら
か
お
選
び
く
だ
さ
い

ご希望の場合はいずれかをお選びください

オフィシャルサイト 各サイトに反映

待機/接客情報更新女性の並び順更新女性の並び順取込

※料金はすべて税抜表記となります。※閉店の場合のみ応相談

・リリース2ヶ月～6ヶ月以内の終了：10,000円 ：10,000円+基本利用料1ヶ月分・リリース2ヶ月～6ヶ月以内の基本利用も併せた終了

・着手～リリース6ヶ月以内の変更・リニューアル対応 ：10,000円

・着手～リリース1ヶ月以内の終了 ：30,000円 ：30,000円+基本利用料1ヶ月分・着手～リリース1ヶ月以内の基本利用も併せた終了着手～リリース6ヶ月以内の
解約・変更については対応費が発生します。



よくある質問

06-6636-7766
直通ダイヤル

お店の営業時間帯だけ更新したいのですが
細かい設定が必要ですか？

Mr.Venrey内にメールフォームを
ご用意しています。
対応媒体の追加や設定操作についてお気軽にお問合せください。

カスタマーサポート< 受付：平日(月～金) 10:00～19:00 >

必要ありません。
ワンクリックで営業時間にだけ更新されるように設定可能です。

出勤時間を1人ずつ手入力していくのが面倒なので
簡単に登録できませんか？

マウスドラッグだけで出勤情報の登録が可能です。
キーボードで手入力する方法やプルダウンから選択する方法に比べ、
かなりの手間が省けます。

サイト側で変更した情報を自動で全サイトに更新できますか？

可能です。
指定されたサイトで女性のプロフィール情報や出勤情報を変更した場合に
自動的に変更を検知し、その他全サイトに反映させることが可能です。
Mr.Venreyを操作する必要もありません。

専任のサポートスタッフがお手伝いいたします。

操作方法でお困りの際は、どんなことでもお気軽にお問合せください。

PHONE

タブレットでも利用できますか？

タブレット・スマホで利用可能です。
※一部機能に制限があります。

サポート体制について

MAIL

?

Q

A

Q

A

Q

A

Q

A

13.



Mr.Venreyはポータルサイト様と連携し、システム開発をおこなっております。
そのため急な仕様変更があっても、他社システムにはできない「速さ・質」で対応可能です。

以下、対応2200サイトのうち、お客様の利用率の高いパートナーサイト様の一覧となります。

パートナーサイト一覧14.


