


『リラクゼーション求⼈ネット』とは
◆◆リラクゼーション業界に特化した求⼈サイトリラクゼーション業界に特化した求⼈サイト

◆◆全国どこからインターネット検索しても上位表⽰！全国どこからインターネット検索しても上位表⽰！

しっかりとSEO対策済みですので「リラクゼーション 求⼈」と検索すると、全国どこからで
も⾃然検索で上位表⽰されるため、求職者の⽬にとまりやすくなっています。

【スマートフォン版】 【パソコン版】

⾃然検索
⾃然検索

【スマートフォンで検索】

⾃然検索

⾃然検索

【パソコンで検索】



セラピストの採⽤なら
  

『リラクゼーション求⼈ネット』

◆◆採⽤活動における様々な、課題を解決できます採⽤活動における様々な、課題を解決できます

セラピストの採⽤活動において、オーナー様や⼈事ご担当者様から
様々な課題をお聞きしています。その⼀例をあげますと…

■ リーズナルブルに⻑期間、採⽤活動がしたい。

■ コストを抑えて採⽤活動がしたい。

■ リゾート地・スパ施設内の
          セラピストを募集したい！

■ 全国各地で採⽤活動がしたい。

■ 1⼈あたりの採⽤単価を抑えたい。

■ 就業意欲の⾼い⼈財を採⽤したい。

■ ムダな⾯接を省き、求める⼈財のみに
  時間を割きたい。
 
                   etc…



『リラクゼーション求⼈ネット』の魅⼒

◆◆セラピスト専⾨の求⼈サイトだから探しやすいセラピスト専⾨の求⼈サイトだから探しやすい

リラクゼーションに特化した、セラピスト⽬線の求⼈サイトだから、
検索しやすく希望のサロンが⾒つけやすいと評判です。

サロンの特徴やレッスン、詳しい条件等、
求職者の知りたい情報をたっぷりと記載頂けます。

そして、写真も５枚掲載できるため、サロンの雰囲気や⼀緒に働くスタッフさん
の事を、しっかりと視覚で伝える事ができます。

貴社に適した採⽤⽅法を3つの中から選ぶことができます。

◆◆求⼈広告はコストを抑えて効率的な採⽤活動が可能です求⼈広告はコストを抑えて効率的な採⽤活動が可能です

就業意欲の⾼い求職者は、すぐに採⽤に⾄りません。その理由は転職を考える求職
者が応募するまでに、ある傾向がある為です。その傾向とは…

①転職を悩みながら求⼈をCHECK。
②転職を決意してから過去にCHECKした求⼈を改めて探す。
③求⼈やホームページ等を⾒て、ようやく応募をする。

リラクゼーション求⼈ネットではこのような傾向にあわせてご掲載頂く事ができま
す。⻑期間ご掲載頂いても、他求⼈媒体の掲載費1ヵ⽉ほどに抑える事ができて
就業意欲の⾼い求職者からの応募を促す事ができコストを抑えて効率的な採⽤活動
が可能です。



◆◆応募者の属性応募者の属性

1年未満
2年未満
3年未満
4年未満
4年以上

【経験⽐率】

20代

30代

40代

50代

【年齢層⽐率】

【男⼥⽐率】

男性

⼥性

【経験者⽐率】

未経験者

経験者

経験者の
内訳は…

アルバイト

契・正社員

こだわらない

業務委託

【雇⽤形態⽐率】

実際に以下のような求職者が
「リラクゼーション求⼈ネット」を利⽤して転職・就職活動をされています。 

80%以上が
経験者！

20代30代が
全体の60%！

このように「リラクゼーション求⼈
ネット」なら、幅広い経験者からの応
募を獲得することができ、働き⽅も
「こだわらない」という⽅を含めると
「業務委託」も視野に探されている⽅
は全体の31%になります。

年齢層も20代、30代が全体の60%を
占めており、⻑期で活躍できる⽅を採
⽤することができます！

また、欲しい⼈財に向けて、貴社の魅
⼒を原稿でしっかりと伝える事が採⽤
活動の成功に繋がります。

31%
69%

19%

81%

29%

31%
24%

16%
35%

15%12%
3%

35%

19%

50%
4%

27%



◆◆原稿の内容について原稿の内容について

②

⑤

⑫

⑬

⑪

 
キャッチコピー
150⽂字

 写真1

 
コメント
1000⽂字

 
キャッチコピー
500⽂字

 写真2

 コメント 500⽂字

 ＰＲ 500⽂字

 
写真 3・4・5
各キャプション

 応募フォーム

 募集要項

 電話番号

 ＵＲＬ

 応募フォーム

③

⑥

①

④

⑦

⑧

⑨

⑩

求職者に伝えたい情報をたっぷりと掲載することができます。また、⽂章だけではなく、
５枚の画像をフルに活⽤して店内やサロンワークの様⼦、スタッフさんの雰囲気などを
伝える事が出来ます。

貴社のホームページ
やブログなどに
誘導する事が
できます！

求⼈広告限定



⼈財紹介・求⼈広告の流れ⼈財紹介・求⼈広告の流れ

WEB・TELにてお問合せ・お申込。

お申込書類を、ファックスまたは
メールで送らせて頂きます。求⼈依頼・詳細のヒアリング

②求⼈広告①⼈財紹介

原稿作成

求⼈原稿の作成。

管理画⾯（ID、パスワード）

応募者情報をご覧頂けるように、
管理画⾯URLを送らせて頂きます。

原稿訂正

貴社に原稿をご確認頂き、
弊社にて訂正させて頂きます。

応募対応

貴社に応募者から直接連絡が⼊りますので、
いつも通りご対応下さいませ。

⾯接

貴社にて、いつも通りの⾯接を
して頂いて⼤丈夫です。

採⽤！

何名ご採⽤頂いても、
成功報酬は発⽣致しません。

原稿をWEB公開

原稿をご確認頂き、訂正が無ければ
WEB公開させて頂きます。

弊社で希望の⼈財をお探しします。

お聞かせ頂いた⼈物像や条件を基に、
⼈財をお探しさせて頂きます。

マッチング

リラクゼーション求⼈ネットが
⼀次⾯接を⾏い、マッチング致します。

応募対応

求職者からの応募対応は
リラクゼーション求⼈ネットが⾏います

貴社にご紹介・⾯接

貴社に求職者をお連れし、弊社担当者も
同席の上、⾯接をして頂きます。

⾯接の合否

⾯接の合否を、弊社担当者に
お知らせ下さいませ。

採⽤！

採⽤、内定を決めて頂いた時点で、
初めて⼈財紹介料が発⽣致します。

万が⼀の短期退職

万が⼀、⼊職された⽅が短期で退職された
場合に備えて返⾦保証があります。

③上記①②を併⽤頂きますと①の⼈財紹介料を20%オフ！させて頂きます。



◆◆  ⼈財紹介プラン・紹介料⾦⼈財紹介プラン・紹介料⾦

 経験者の経験基準は、1ヵ⽉でも経験があれば経験者とします。

■■短期退職の返⾦保証について短期退職の返⾦保証について

 こちらは全て税別価格です。■■システム利⽤料＋紹介料⾦システム利⽤料＋紹介料⾦

未経験者

経験者

紹介料⾦ 求⼈広告と併⽤割引 短期退職の返⾦保証

10万円
6万円

8万円
4.8万円

20%オフ！
⼊社または研修開始⽇から
2ヵ⽉以内の退職は
100％の返⾦保証！

・試⽤期間を含む⼊社⽇、またはスクールや研修開始⽇から
 カウントさせて頂きます。

■■求⼈広告・併⽤割引について求⼈広告・併⽤割引について
・「求⼈広告プラン」のお申込は、

  ⼈材紹介とは別途お申込みが必要です。

・併⽤割引は「求⼈広告」の掲載期間内に限り有効です。

・「求⼈広告プラン」の詳細は次ページをご覧下さい。

≪紹介料⾦≫セラピスト

≪紹介料⾦≫インストラクター、講師などの指導者

未経験者

経験者

新卒⽣

正・契約社員 アルバイト・業務委託

理論年収×15％

理論年収×10％

初任給1ヵ⽉分

理論⽉収×1.5ヵ⽉分

求⼈広告と併⽤割引

左記から
20%オフ！

≪短期退職の返⾦保証≫インストラクター、講師などの指導者

正・契約社員

新卒⽣・アルバイト
業務委託

1ヵ⽉以内 2ヵ⽉以内 3ヵ⽉以内 4ヵ⽉以内 5ヵ⽉以内 6ヵ⽉以内

100% 80% 60% 40% 20% 10%

100% 50% 30%

「システム利⽤料」
・デラックスプラン（上位表⽰） 3万円
・ビジュアルプラン（デラックスの次に表⽰） 2万円
・基本プラン（ビジュアルの次に表⽰＋店舗名⾮公開） 0円



◆◆求⼈広告プラン・掲載料⾦求⼈広告プラン・掲載料⾦

■「お試し価格」は予告なく終了する事があります。

■原稿はサロン様で作成頂きますのと、制作費は0円です。
 弊社にて原稿作成させて頂く場合は、
 別途 制作費20,000円（税別）が発⽣致します。

もちろん応募や採⽤時の課⾦も    です。
掲載料以外は⼀切掛かりません！

12ヵ⽉のご掲載に限り、4回の分割払いが可能です！

原稿1本につき最⼤5店舗の掲載が可能です。
原稿追加料⾦  1本追加 6000円／⽉

0円

12ヵ⽉ 12万円 ⇒ 3万円×4回



■原稿はサロン様で作成頂きますのと、制作費は0円です。
 弊社にて原稿作成させて頂く場合は、
 別途 制作費20,000円（税別）が発⽣致します。

◆◆掲載店舗「載せい放題プラン」掲載店舗「載せい放題プラン」

■最⼤でも12ヵ⽉間で330,000円のみ！
 どれだけ多くの店舗数を掲載しても、
定額制なので最⼤330,000円以上掛りません！

「例」全国60店舗掲載しても…
 12ヵ⽉間で 330,000円！

※全て税別価格です



会社概要会社概要

運営サイト運営サイト

会 社 名 株式会社スタッフクリエイション 資 本 ⾦ ３５００万円

設 ⽴ ２0０７年１０⽉ 社 員 数 ２１名

事 業 内 容 美容業界・エステネイル・ブライダル業界に特化した求⼈広告・⼈材紹介

有 料 職 業
紹 介 業 免 許 13-ユ-306147

所 在 地

⼤阪オフィス ： ⼤阪市中央区南船場２－１１－２０ ＧＡＴＯ三休橋ビル３Ｆ
神⼾オフィス ： 神⼾市中央区北⻑狭通５－２－１９ コフィオ神⼾元町６Ｆ
京都オフィス ： 京都府京都市下京区南不動堂町3 ⼤道第⼀ビル3F
東京オフィス ： 東京都渋⾕区渋⾕１－４－６ ニュー⻘⼭ビル３０３

T E L 0120-378-850 F A X 06-4704-4535

ESTHETICcareer

EYELASHcareer

HAIRcareer

NAILcareer

STAFF CREATION


