
LOGO Web予約

OUR STYLE

STAFF

INFOMATION

SHOP

hair salon Rapnzel

〒150-1234

東京都渋⾕区神宮前1-2-3

JR「神宮前」、地下鉄●●線「神宮前」徒歩3分

定休⽇ ⽉曜（祝⽇の週は⽕曜⽇）

Web予約

2020.10.01(Mon)

2020.09.01(Thu)

2020.08.01(Mon)

Webサイトをリニューアルしました♡

2020AW New hair collectionリリースです♡

夏休みのお知らせ

VIEW MORE

Wordpress 
メール投稿

最新3件を表⽰

髪が降りてくるアニメーション 

https://tenjinminami-dental.jp/ 

の1st viewの道の動き

hoverで 
スタッフ名表⽰

https://b-merit.000000Googlemapへリンク

https://instagram.co.jp/

コンテンツの出現イメージ 
https://dododododo.jp/pow/cccream-okinawa-shikuwasa/ 
オブジェクトごとに下から上へフェードイン 
アニメーションのスピードこれくらい希望

ここのみ写真のみ表⽰後もふわふ

わ浮く動作 
参考 http://eizouken-
anime.com/

サイトデザインに合わせて 
マップ描く 

指名トップ4名を表⽰

VIEW MORE

VIEW MORE

NEW STYLE
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お店の名前

東京都渋⾕区神宮前1-2-3

ナントカビル3F

⽉曜定休

TEL 03-0000-0000

MAIL info@omisenonamae.com

MORE

Google map

PRIVACY POLICY

SITE MAP

メディア関係者様へ

TOPTOP

上から髪がおりてきて 
それを伝って登る 
イラストで表現

「あんな⾵になれたらいいな…」 

そう思うこと、ありませんか。 

 

お店の世界観を 

表現した 

コンセプト⽂がはいります 

 

Hair salon Rapunzelは 

そんなあなたのためのサロンです。 

 

さあ、私たちと⼀緒に 

あなたの⾊を探しませんか？

「あんな⾵になれたらいいな…」 

そう思うこと、ありませんか。 

 

お店の世界観を 

表現した 

コンセプト⽂がはいります 

 

Hair salon Rapunzelは 

そんなあなたのためのサロンです。 

 

さあ、私たちと⼀緒に 

あなたの⾊を探しませんか？

お店コンセプトに合った 
イラスト＆写真 
写真はSS/AWでトレンドに 
合わせて変わります

左から時間差で表⽰させたい 
プロダクトのこだわり参照 
https://dododododo.jp/pow/cccream-okinawa-shikuwasa/

左から時間差で表⽰させたい 
プロダクトのこだわり参照 
https://dododododo.jp/pow/cccream-okinawa-shikuwasa/

画像リンクにホバーでキラキラ表⽰ 
http://magicalgirl-ore.com/ 
スマホもタップした瞬間に表⽰



Web予約

LOGO

メディア関係者の⽅へ

プライバシーポリシー

サイトマップ

OUR STYLE

NEW STYLE

STAFF

PRICE

INFOMATION

RECRUIT

OUR STYLE

STAFF

INFOMATION

SHOP

Web予約

2020.10.01(Mon)

2020.09.01(Thu)

2020.08.01(Mon)

Webサイトをリニューアルしました♡

2020AW New hair collectionリリースです♡

夏休みのお知らせ

VIEW MORE

Wordpress 
メール投稿

最新3件を表⽰

hoverで 
スタッフ名表⽰

https://b-merit.000000

Googlemapへリンク

https://instagram.co.jp/color

サイトデザインに合わせて 
マップ描く 

指名トップ4名を表⽰

VIEW MORE

VIEW MORE

NEW STYLE
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MORE

Google map

PRIVACY POLICY

SITE MAP

メディア関係者様へ

TOPTOP

「あんな⾵になれたらいいな…」 

そう思うこと、ありませんか。 

 

お店の世界観を 

表現した 

コンセプト⽂がはいります 

 

Hair salon Rapunzelは 

そんなあなたのためのサロンです。 

 

さあ、私たちと⼀緒に 

あなたの⾊を探しませんか？

「あんな⾵になれたらいいな…」 

そう思うこと、ありませんか。 

 

お店の世界観を 

表現した 

コンセプト⽂がはいります 

 

Hair salon Rapunzelは 

そんなあなたのためのサロンです。 

 

さあ、私たちと⼀緒に 

あなたの⾊を探しませんか？

お店の名前

東京都渋⾕区神宮前1-2-3

ナントカビル3F

⽉曜定休

TEL 03-0000-0000

MAIL info@omisenonamae.com

hair salon Rapnzel

〒150-1234

東京都渋⾕区神宮前1-2-3

定休⽇ ⽉曜（祝⽇の週は⽕曜⽇）

メニューの出現イメージ 
https://udatsu.co.jp/

メニューにホバーでキラキラ表⽰ 
http://magicalgirl-ore.com/ 
スマホもタップした瞬間に表⽰



LOGO Web予約

TOP OUR STYLE

2021SS Collection

コンセプトタイトルが⼊ります

サブタイトルが⼊ります

今季のrapnzelが提案するスタイルについて

コンセプト⽂50⽂字程度。⽂字の⼤きさ、

量、字間、⾏間等を確認するために⼊れ

OUR STYLE

Styling by Staff Name 

Coloring by Staff Name

Styling by Staff Name Coloring by Staff Name

Styling by Staff Name Coloring by Staff Name

Styling by Staff Name 

Coloring by Staff Name

スタッフ 
個別ページへリンク

画像タップで拡⼤表⽰
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PRIVACY POLICY

SITE MAP

メディア関係者様へ

TOPTOP

お店の名前

東京都渋⾕区神宮前1-2-3

ナントカビル3F

⽉曜定休

TEL 03-0000-0000

MAIL info@omisenonamae.com



LOGO Web予約

TOP STAFF

STAFF

できるだけ簡単にスタッフを追

加・削除・更新できる⽅法にし

たい

ホバーでスタッフ名表⽰
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PRIVACY POLICY

SITE MAP

メディア関係者様へ

TOPTOP

お店の名前

東京都渋⾕区神宮前1-2-3

ナントカビル3F

⽉曜定休

TEL 03-0000-0000

MAIL info@omisenonamae.com



LOGO Web予約

TOP PRICE

PRICE

CUT

PERMA SCHOOL

COLOR

OTHER

TREATMENT

カット

パーマ ⼤学⽣・専⾨学⽣

シングルカラー

トップスタイリスト

トリートメント

ブリーチ

Webブリーチ

ケアブリーチ

グラデーション2カラー リッチトリートメント

グラデーション3カラー

アートディレクター

カラー専⽤トリートメント

インナーカラー

ハイライト

¥9,999

¥9,999〜 10%OFF

¥9,999〜

＋¥1,000

¥9,999〜

¥9,999〜

¥9,9999〜

¥9,9999〜

¥9,9999〜 ¥9,9999〜

¥9,9999〜

+¥2,000

¥9,9999〜

¥9,999〜

¥9,999〜

前髪カット

ストレート ⾼校⽣

中学⽣

※シャンプー・ブロー含む

※受付時に学⽣証をご提⽰ください

¥9,999

¥9,999〜 15%OFF

20%OFF

※指名料⾦は仕上がりのヘアデザインに対していただいており、シャンプー、パーマなどの施術はアシスタントが担当させていただく場合がございます。 

※カット無しの場合は上記の料⾦に加えシャンプー・ブロー料⾦¥2,000を頂きます。 

※右記決済サービスをご利⽤いただけます。
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PRIVACY POLICY

SITE MAP

メディア関係者様へ

TOPTOP

お店の名前

東京都渋⾕区神宮前1-2-3

ナントカビル3F

⽉曜定休

TEL 03-0000-0000

MAIL info@omisenonamae.com



LOGO Web予約

TOP INFOMATION

INFOMATION

2020.10.01(Mon)

2020.10.01(Mon)

2020.09.01(Thu)

2020.09.01(Thu)

2020.09.01(Thu)

2020.08.01(Mon)

2020.08.01(Mon)

2020.08.01(Mon)

Webサイトをリニューアルしました♡

Webサイトをリニューアルしました♡

2020AW New hair collectionリリース♡

2020AW New hair collectionリリース♡

2020AW New hair collectionリリース♡

夏休みのお知らせ

夏休みのお知らせ

夏休みのお知らせ

最新8件を表⽰

01 02 03 20
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PRIVACY POLICY

SITE MAP

メディア関係者様へ

TOPTOP

お店の名前

東京都渋⾕区神宮前1-2-3

ナントカビル3F

⽉曜定休

TEL 03-0000-0000

MAIL info@omisenonamae.com



LOGO Web予約

TOP RECRUIT

RECRUIT

Rapnzelが求める⼈材

募集要項

こんな会社ですを250⽂字程度で。この⽂章はダミーです。⽂字の⼤

きさ、量、字間、⾏間等を確認するために⼊れています。この⽂章は

ダミーです。⽂字の⼤きさ、量、字間、⾏間等を確認するために⼊れ

ています。この⽂章はダミーです。⽂字の⼤きさ、量、字間、⾏間等

を確認するために⼊れています。この⽂章はダミーです。⽂字の⼤き

さ、量、字間、⾏間等を確認するために⼊れています。この⽂章はダ

ミーです。⽂字の⼤きさ、量、字間、⾏間等を確認するために⼊れて

います。この⽂章はダミーです。⽂字の⼤きさ、量、字間、⾏間等を

確認するために⼊れています。この⽂章

こんな会社ですを250⽂字程度で。この⽂章はダミーです。⽂字の⼤

きさ、量、字間、⾏間等を確認するために⼊れています。この⽂章は

ダミーです。⽂字の⼤きさ、量、字間、⾏間等を確認するために⼊れ

ています。この⽂章はダミーです。⽂字の⼤きさ、量、字間、⾏間等

を確認するために⼊れています。この⽂章はダミーです。⽂字の⼤き

さ、量、字間、⾏間等を確認するために⼊れています。この⽂章はダ

ミーです。⽂字の⼤きさ、量、字間、⾏間等を確認するために⼊れて

います。この⽂章はダミーです。⽂字の⼤きさ、量、字間、⾏間等を

確認するために⼊れています。この⽂章

代表取締役 百⽥ 好徳

職種

雇⽤形態

勤務地

営業時間

仕事内容

休⽇

給与

応募資格

お問い合わせ先

応募⽅法

福利厚⽣

スタイリスト

正社員

東京都渋⾕区神宮前1-2-3

平⽇ 11：00〜20:00 

⼟⽇祝 10：00〜19:00 

内休憩1時間含む

施術を通したスタイリング業務全般

週休2⽇制 

夏季・冬季休暇、有給休暇有り（⼊社半年後より）

基本給¥180,000〜+歩合給 

通勤⼿当上限￥20,000 

実務経験により基本給、歩合給は相談の上決定します。

美容師免許取得者（必須） 

ファッショントレンドに敏感な⽅ 

何事にも明るく前向きな⽅ 

サロン勤務経験者優遇 

ロリータ、派⼿髪、V系好きな⽅歓迎！

omisenonamae採⽤担当 ⽊下（キノシタ）宛 

03-0000-0000（平⽇10:00〜17:00） 

info@omisenonamae.com

ご希望の⽅は下記内容とご⾃⾝のお写真をメールにてお送りください。 

送付先：info@omisenonamae.com 

件名：スタイリスト採⽤の件 

 

⽒名 

性別 

年齢 

instagramアカウント 

住所 

電話番号 

職歴 

志望動機

各種社会保険完備(健康保険・厚⽣年⾦保険・雇⽤保険・労働保険) 

年次有給休暇制度あり 

産休産前制度あり 

育児休業制度あり 

スタッフ割引制度あり 

健康診断あり（年１回）全額会社負担

レセプションレセプションカラーリストカラーリストスタイリストスタイリスト
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お店の名前

東京都渋⾕区神宮前1-2-3

ナントカビル3F

TEL 03-0000-0000

MAIL info@omisenonamae.com

PRIVACY POLICY

SITE MAP

メディア関係者様へ

TOPTOP



LOGO Web予約

TOP メディア関係者様へ

メディア関係者様へ

ヘアメイク、スタイリングのお仕事を依頼したい⽅向けの案内です。⽂章が⼊ります。ヘアメイ

ク、スタイリングのお仕事を依頼したい⽅向けの案内です。⽂章が⼊ります。ヘアメイク、スタ

イリングのお仕事を依頼したい⽅向けの案内です。⽂章が⼊ります。ヘアメイク、スタイリン

グのお仕事を依頼したい⽅向けの案内です。⽂章が⼊ります。ヘアメイク、スタイリングのお

仕事を依頼したい⽅向けの案内です。⽂章が⼊ります。ヘアメイク、スタイリングのお仕事を

依頼したい⽅向けの案内です。⽂章が⼊ります。

ヘアメイク、スタイリングのお仕事を依頼したい⽅向けの案内です。⽂章が⼊ります。ヘアメイ

ク、スタイリングのお仕事を依頼したい⽅向けの案内です。⽂章が⼊ります。ヘアメイク、スタ

イリングのお仕事を依頼したい⽅向けの案内です。⽂章が⼊ります。ヘアメイク、スタイリン

グのお仕事を依頼したい⽅向けの案内です。⽂章が⼊ります。ヘアメイク、スタイリングのお

仕事を依頼したい⽅向けの案内です。⽂章が⼊ります。ヘアメイク、スタイリングのお仕事を

依頼したい⽅向けの案内です。⽂章が⼊ります。
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お店の名前

東京都渋⾕区神宮前1-2-3

ナントカビル3F

TEL 03-0000-0000

MAIL info@omisenonamae.com

PRIVACY POLICY

SITE MAP

メディア関係者様へ

  御社名御社名

  部署名部署名

  ご担当者様⽒名ご担当者様⽒名

  ご担当者様フリガナご担当者様フリガナ

  お電話番号お電話番号

  メールアドレスメールアドレス

  メールアドレス（確認⽤）メールアドレス（確認⽤）

  お問い合わせ内容お問い合わせ内容

ご⽤件ご⽤件 雑誌掲載について雑誌掲載について ヘアメイクのご依頼ヘアメイクのご依頼 その他その他

※すべて必須内容です※すべて必須内容です

※必須項⽬が未⼊⼒です※必須項⽬が未⼊⼒です

送信完了しました送信完了しました

送信

※お問い合わせから３営業⽇が経過しても返信がない場合には通信トラブル等が考えられます。 

その場合は⼤変お⼿数ですが再度お問い合わせください。 

※お客様からご提供いただいた個⼈情報は、弊社にて厳重に取り扱い致します。 

※弊社の商品・サービスおよび関連情報をご提供する⽬的以外で無断利⽤することはありません。

※お問い合わせから３営業⽇が経過しても返信がない場合には通信トラブル等が考えられます。 

その場合は⼤変お⼿数ですが再度お問い合わせください。 

※お客様からご提供いただいた個⼈情報は、弊社にて厳重に取り扱い致します。 

※弊社の商品・サービスおよび関連情報をご提供する⽬的以外で無断利⽤することはありません。

TOPTOP



LOGO Web予約

TOP STAFF NAMAE MYOUJI

STAFF

苗字 名前

WORKS

肩書きが⼊ります

店名が⼊ります

⾃⼰紹介⽂100⽂字程度が⼊ります。この⽂章はダミーです。⽂

字の⼤きさ、量、字間、⾏間等を確認するために⼊れています。

この⽂章はダミーです。⽂字の⼤きさ、量、字間、⾏間等を確認

するために⼊れています。この⽂章はダミーです。

スタッフの個⼈アカウントへリンク

画像クリックで 
拡⼤表⽰

指名してWeb予約
beauty-meritの 
指名予約ページへリンク

できればメール投稿とか 
カンタンに写真追加できる 
⽅法にしたい

©お店の名前 All right reserved.

PRIVACY POLICY

SITE MAP

メディア関係者様へ

TOPTOP

お店の名前

東京都渋⾕区神宮前1-2-3

ナントカビル3F

⽉曜定休

TEL 03-0000-0000

MAIL info@omisenonamae.com



LOGO Web予約

TOP INFOMATION Webサイトをリニューアルしました♡

INFOMATION

h1
h2
h3
h4
p

2020.10.01(Mon)Webサイトをリニューアルしました♡

平素は格別のお引き⽴てをいただき厚くお礼申し上げます。 

弊社では、誠に勝⼿ながら下記⽇程を夏季休業とさせていただきます。 

 

■夏季休業期間：8⽉11⽇〜8⽉16⽇ 

※8⽉17⽇（⽉）から通常通りの営業となります。 

 

皆様には⼤変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解の程お願い申し上げます。

BACK TO ALL
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PRIVACY POLICY

SITE MAP

メディア関係者様へお店の名前

東京都渋⾕区神宮前1-2-3

ナントカビル3F

⽉曜定休

TEL 03-0000-0000

MAIL info@omisenonamae.com

TOPTOP


