
ページ原稿のご提案ページ原稿のご提案

くりきみゆき健康ラボ New Web Site

くりきみゆき 様

くりきさんへ

WEBサイト公開までの道のりは、以下の手順で進めます。

この資料は「ページ原稿」として■２■の私とのやりとりで使います。

この「ページ原稿」内の赤字は原稿ではなく「くりきさんに伝えたいこと・相談したいこ

と」です。ご確認のほどよろしくお願い申し上げます。

■１■

WEBサイトデザイン決定・コーディング＝WEBサイト制作（ウィザップのWEB制作部隊

が担当）★今はこのデザイン決定に向けて動いている段階です★

■２■

１と並行して、WEBサイトが出来た時に、どこにどんな言葉・文章・写真を入れるか？

＝ページ原稿を作成（ソミヤ担当）★この資料がこれにあたります★

■３■

１で出来たWEBサイトに、２のテキストと写真を入力（ソミヤ担当）

■４■

２で足りない部分のテキストと写真を入力（くりきさん担当）

■５■

４を完成させてWEBサイト公開（くりきさんの方で公開ボタンを押せばOKです）

ウィザップとしては■３■で納品＝ご請求させていただきます。

■４■の段階でライティング等のご要望は別途伺います。

2018.8.31ver
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くりきみゆき健康ラボ New Web Site

ヘッダー

プロアスリートの体調管理術とは｜くりきみゆきとは｜サロンのご案内｜通信講座｜講演セミナー｜その他の活動

プロアスリートの健康管理術をあなたにも。＠東京府中

１．TOPページ（１/１）

Photo

Message

こんにちは！「くりきみゆき健康ラボ」代表のくりきみゆきです。私は

幼少期から30歳までテニス選手として活動した後、引退後はプロス

ポーツ選手の健康管理に「コンディショニングトレーナー」として関

わってきました。現在はプロ野球チーム１球団・社会人野球チーム

１球団の専属コンディショニングトレーナーを務めています。（選手

のコンディションを全て把握しているため、チーム名の公表は厳禁

です。ご了承ください。）その傍ら、この健康管理術はプロアスリート

のものだけにするのではなく、一般の方々の健康管理にも役立てて

もらいたいと思い、自宅サロンでマッサージの施術を行ったり、自治

体から依頼を受けて講演会を開いたり、学校のクラブ活動のサ

ポートなどをしています。

この合理的で効果的な健康管理術を、プロアスリートのものだけに

しておくのはもったいない！もっともっと日常的に活用していただけ

るよう、これからも活動していきたいと考えています。

各種SNSリンク

お問合せ・お申込み

くりきみゆき

健康ラボ

プロアスリートの健康管理術をあなたにも。

くりきみゆき

健康ラボ
マッサージ・健康測定から

体調管理のノウハウまで

あなたの健康を一緒に考えます。

Twitter窓
（ 新のつぶやきが表示されます）

------------------------------------------後略------------------------------------------

フッター

検索でひっかかりやすくすることを考え「プロアスリート」と「プロスポーツ選手」を同じ意

味で、あえて両方使っています。どちらで検索されてもたどり着いてもらうためです。

プライバシーポリシー
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２．プロアスリートの体調管理術とは？ページ（１/１）

概要

「プロアスリートの体調管

理術」を私くりきみゆきが

どうとらえているか、その

概要をお伝えします。

歴史・経緯 海外事情

「プロアスリートの体調管

理術」の歴史・経緯を簡単

にご説明します。

「プロアスリートの体調管

理術」の海外事情をお伝え

します。

ヘッダー

フッター

くりきみゆき健康ラボ New Web Site

HOME＞プロアスリートの体調管理術とは

国内事情

「プロアスリートの体調管

理術」の国内事情」をお伝

えします。

今私がやって
いること

私が今携わっている「プロ

アスリートの体調管理術」

についてお伝えします。

「プロアスリートの体調管理術」「コンディショニングトレーナー」…これらの言葉は日本国内で

はあまり馴染みのない言葉だと思います。ここでは、これらの言葉を初めて聞いた方にもなる

べく分かりやすく、その内容と有用性をお伝えしたいと思います。

このページは下部タイトルについて詳細が書かれた「詳細ページ」の「目次ページ」です。

目次の役割をしていて、タイトルを選択すると詳細ページが開きます。詳細ページを増や

したり減らしたりすると、このページの内容も自動的に変わります。一応下記のような項

目を立てましたが、全てないといけないわけではありません。書ける内容をしっかりとか

かれると良いかと。（書けば書くほど専門家としての信頼度が高まります）

グレーの四角部分はイメージ画像が入ります。商用可能なフリー素材を使うといいと思

います。今回納品させていただくまでの内容に関しては、掲載内容の決定後、私が探し

て入れます。
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３．プロアスリートの体調管理術とは？【概要】ページ（１/１）

プロアスリートは、その名の通りプロフェッショナルなスポーツ選手として、自身の生活を背負っ

てスポーツに取り組んでいます。スポーツの結果は、自身の生活・家族の生活にも直結します。

そのため、結果を左右する自身の体調管理には人一倍の注意を払って行います。

プロスポーツ選手にとって、「体調管理」とは、全てを左右する 重要課題なのです。

ヘッダー

フッター

くりきみゆき健康ラボ New Web Site

HOME＞プロアスリートの体調管理術とは＞概要

１．プロアスリートにとって「体調管理術」とは？

…というような文章は用意できますか？この私のダミー文を元に書き換えていただいて

も結構です。今までくりきさんからお聞きした事を元に書いただけなので、正しく修正して

ください。

私のような「コンディショニングトレーナー」は、「スポーツ選手の体調管理の総監督」です。現在

の体調を様々な角度から観察し、助言を行います。

よく「管理栄養士さんではないのですか？」と質問をいただきますが、管理栄養士さんは献立を

考える人です。私たちコンディショニングトレーナーは、その献立を立てるための材料となる「こ

の人にはこの栄養素がこれくらい足りないです」という数値を割り出しお伝えする役目を担って

います。

２．コンディショニングトレーナーの役割とは？

３．くりきみゆきが考える「プロアスリートの体調管理術」とは？

「自分の体のことをいかに冷静に客観的に見て、対処することができるか」が肝になると考えて

います。管理方法は様々ありますが、それらの情報を常に冷静に把握し、それぞれの状態に

応じて対処法を考え実践する。この繰り返しです。そのために私たち「コンディショニングトレー

ナー」がいます。

またこれらの管理術は決してプロスポーツ選手でなければできないものではありませんので、

ぜひ多くの方に実践していただき、人生100歳時代を長く元気に生きて欲しいと考えています。

今は文字原稿ばかりですが、それぞれの内容に応じたイメージ写真をタイトルと本文の

間に入れます。内容が決定しましたら、それに合わせてイメージ写真を探します。



WITHUP. CO., LTD 2018c 5

４．プロアスリートの体調管理術とは？【歴史・経緯】ページ（１/１）

本文が入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります

入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入りま

す入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入り

ます入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入

ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります

ヘッダー

フッター

くりきみゆき健康ラボ New Web Site

HOME＞プロアスリートの体調管理術とは＞歴史・経緯

１．プロアスリートの体調管理意識の高まりは●●から

すいません、ここは私の中に全くネタがありません。「プロアスリートの体調管理術の歴

史・経緯」というお題で、何か書けそうですか？ネタがないようでしたら、無理に書かなく

てもいいと思います。「●●」という人がいて、この人が何かを提唱してから、プロスポー

ツ選手はこぞって「体調管理」を始めた…というようなエピソードや定説があればそれを

ご紹介するといいと思います。

２．●●●●●●●

３．●●●●●●●

本文が入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります

入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入りま

す入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入り

ます入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入

ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります

本文が入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります

入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入りま

す入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入り

ます入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入

ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります

今は文字原稿ばかりですが、それぞれの内容に応じたイメージ写真をタイトルと本文の

間に入れます。内容が決定しましたら、それに合わせてイメージ写真を探します。
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５．プロアスリートの体調管理術とは？【海外事情】ページ（１/１）

本文が入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります

入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入りま

す入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入り

ます入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入

ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります

ヘッダー

フッター

くりきみゆき健康ラボ New Web Site

HOME＞プロアスリートの体調管理術とは＞海外事情

１．「体調を管理する」という発想は、●●から始まった。

すいません、ここも私の中に全くネタがありません。タイトルは妄想です。 「プロアスリー

トの体調管理術の海外事情」というお題で、何か書けそうですか？ネタがないようでした

ら、無理に書かなくてもいいと思いますが、「プロアスリートの体調管理術の専門家」とし

ての信頼性を高めるためにもこのあたりも書かれた方がいいと思います。…今までくりき

さんとお話した感じだと、色々ご存じだったので、ネタはありそう…と踏んでます。笑

２．「体調管理術」の現在の先進国は●●

３．●●では１人に１コンディショニングトレーナーがつくのが当たり前

本文が入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります

入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入りま

す入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入り

ます入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入

ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります

本文が入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります

入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入りま

す入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入り

ます入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入

ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります

今は文字原稿ばかりですが、それぞれの内容に応じたイメージ写真をタイトルと本文の

間に入れます。内容が決定しましたら、それに合わせてイメージ写真を探します。
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６．プロアスリートの体調管理術とは？【国内事情】ページ（１/１）

本文が入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります

入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入りま

す入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入り

ます入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入

ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります

ヘッダー

フッター

くりきみゆき健康ラボ New Web Site

HOME＞プロアスリートの体調管理術とは＞国内事情

１．「体調を管理する」後進国、日本

すいません、ここも私の中に全くネタがありません。タイトルは妄想です。「プロアスリート

の体調管理術の国内事情」というお題で、何か書けそうですか？ネタがないようでしたら、

無理に書かなくてもいいと思いますが、「プロアスリートの体調管理術の専門家」としての

信頼性を高めるためにもこのあたりも書かれた方がいいと思います。…今までくりきさん

とお話した感じだと、色々ご存じだったので、ネタはありそう…と踏んでます。笑

２．プロ野球球団でさえも昭和●●までは「体調管理は自身の問題」

という認識だった

３．現在では多くのプロアスリート団体が「体調管理術」のノウハウを

活用している

本文が入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります

入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入りま

す入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入り

ます入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入

ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります

本文が入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります

入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入りま

す入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入り

ます入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入

ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります

今は文字原稿ばかりですが、それぞれの内容に応じたイメージ写真をタイトルと本文の

間に入れます。内容が決定しましたら、それに合わせてイメージ写真を探します。
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７．プロアスリートの体調管理術とは？【今私がやっていること】

ページ（１/１）

現在プロ野球の１球団と社会人野球の１チームとの契約があり、週に●日球団・チームの寄宿

舎を訪れ、選手の体調管理を担当しています。具体的にはまず～～～～～～～をし、～～～

～～～をした後、～～～～～を行い、～～～～を定期的に行います。ここで得られた結果を、

管理栄養士さんや～～～～～さんなどに伝え、選手の体調をトータルにサポートするために活

かされています。

ヘッダー

フッター

くりきみゆき健康ラボ New Web Site

HOME＞プロアスリートの体調管理術とは＞今私がやっていること

１．プロアスリートの体調管理に携わっています

こんな感じで、今お仕事としてされていることを書かれると良いかと。この３段階で書くと、

「どこで何をしていて」「それはどんな仕事で」「今他にやろうとしていることはなにか？＝

今このWEBサイトで伝えたいことは何か？」が伝わると思います。

２．「今どのような状態なのか？」を見極めるのが私の役目

３．より多くの方に体調管理術の必要性と有用性を知ってもらうために

上記１にもある通り、選手の今の体調を把握した結果「どう対処するか？」は、管理栄養士さん

始め、様々な役割の方が担ってくださいます。しかしその「どう対処するか？」を決定するため

に不可欠な「今どのような状態なのか？」を見極めるのが私の役目です。そのために日々選手

のみなさんとのコミュニケーションを密にとり、小さな変化も見逃さないように心がけています。

今私がやっていることは、上記１・２の他に「サロン運営」「セミナー開催」「体調管理に関する通

信講座（準備中）」「市民活動への参加」等があります。これらは全て「より多くの方に体調管理

術の必要性と有用性を知ってもらうためです。人生100歳時代はすでに到来しています。健康

で長生きするためには、自分の健康は自分で守る・管理する意識と、そのための方法「体調管

理術」が必要です。プロアスリートが実践しているものを、より分かりやすく、実践しやすくアレン

ジを加えてお教えしています。お気軽にご相談ください。

今は文字原稿ばかりですが、それぞれの内容に応じたイメージ写真をタイトルと本文の

間に入れます。内容が決定しましたら、それに合わせてイメージ写真を探します。
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８．くりきみゆきとは？ページ（１/１）

経歴

くりきみゆきの経歴を、時

系列でご紹介します。

アスリート時代 引退後の活動

テニス選手として活動した

幼少期から30歳までをご

紹介します。

2012年に選手生活を終え

てから今に至るまでの活

動をご紹介します。

ヘッダー

フッター

くりきみゆき健康ラボ New Web Site

HOME＞くりきみゆきとは

代表くりきみゆきについてお伝えいたします。これまでのこととこれからのことを記しましたの

で、お読みいただければ幸いです。

このページは下部タイトルについて詳細が書かれた「詳細ページ」の「目次ページ」です。

目次の役割をしていて、タイトルを選択すると詳細ページが開きます。詳細ページを増や

したり減らしたりすると、このページの内容も自動的に変わります。

グレーの四角部分はイメージ画像が入ります。ここはくりきさんに関する内容なので、そ

れぞれの時代を象徴するような写真（選手時代の写真など）を掲載するといいと思いま

す。探しておいてください！

★以前ご提案した内容だと「これから私がやりたいこと」と「その他自己紹介」という項目

もあったのですが、上記３つでいいような気がしてきました。「これから私がやりたいこと」

は「引退後の活動」にも「プロアスリートの体調管理術とは？」の中の「私が今やっている

こと」にもカブってきそうだったので。
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９．くりきみゆきとは？【経歴】ページ（１/１）

9999年 東京都府中市に生まれる

9999年 ３歳、テニスを始める

9999年 ●●●高校入学●●●へ入部。寮生活を始める。

9999年 ●●大会で●●の成績をおさめる

9999年 ●●●大学●●学部●●学科入学（体育学校？）

9999年 海外遠征で●●へ。ここで初めて「コンディショニングトレーナー」を知る。

9999年 ●●●大学卒業。選手活動の傍ら、テニス普及活動を通じて東京と府中市・三鷹市・

小金井市などを中心に、全国の各自治体から依頼され小中学校への巡回指導を行う。

9999年 ●●で腸もみの指導を受け、技術を習得する

…などというように、①履歴書に書くような学歴②テニス選手として活動した中で注目して欲し

い事項③今のキャリアに繋がるきっかけになった出会いや出来事、この３つをとにかく時系列

で並べてください。「こんなことは言うほどでもないし…」と思わず、とにかく全て時系列で書き出

してください。紆余曲折あったとしても、それが今のくりきさんを作り出していることに間違いは

ないので、全て書き出すことで、見た人に信頼感が生まれます。とりあえず書き出してもらえれ

ば、私が確認して分かりづらいところは分かりやすく言葉を変えるなどして編集します。

2012年 自宅でサロンを開く。

2099年 健康増進活動「けんこう促進部Fuchu」を立ち上げる。

2099年 府中市の市民活動「act634府中」に参加。

近年のこともなるべく年を明らかにして（あやふやな時は、この年！と決めて）表示してください。

ヘッダー

フッター

くりきみゆき健康ラボ New Web Site

HOME＞くりきみゆきとは？＞経歴

くりきみゆき（本名：栗城実幸）
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１０．くりきみゆきとは？【アスリート時代】ページ（１/１）

本文が入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります

入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入りま

す入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入り

ます入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入

ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります

ヘッダー

フッター

くりきみゆき健康ラボ New Web Site

１．テニスを始めたのは、母からのススメ

テニス選手時代を大きく３～５つくらいに分けて書くといいと思います。上記３つの区分は

私の妄想ですが、このように「始めた時」「良かった時」「辛かった時」など、変遷が分かる

内容がいいと思います。

２．テニスが一番楽しかった高校時代

３．徐々にプレッシャーとの闘いになっていったプロ時代

本文が入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります

入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入りま

す入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入り

ます入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入

ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります

本文が入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります

入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入りま

す入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入り

ます入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります入

ります入ります入ります入ります入ります入ります入ります

今は文字原稿ばかりですが、それぞれの内容に応じたイメージ写真をタイトルと本文の

間に入れます。内容に合わせた当時の写真を探してください。

HOME＞くりきみゆきとは？＞アスリート時代
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１１．くりきみゆきとは？【引退後の活動】ページ（１/１）

選手を引退する前後から、テニスの普及活動を●●●から依頼され、全国各地の小中学校を

飛び回り指導に当たっていました。選手引退の後もこの普及活動を続け、将来のテニスプレー

ヤーの育成に努めています。

ヘッダー

フッター

くりきみゆき健康ラボ New Web Site

１．テニス普及活動

引退後の活動も、上記のようにいくつかに分けてあげられると良いかと。私が今理解して

いる範囲ではこの４つかな…と思うのですが、【５．地元府中を盛り上げる活動をスター

ト】を入れて、「act634府中」への参加や「けんこう促進部FUCHU」の名前を挙げてもいい

と思います。

２．プロアスリートの体調管理

３．「植物療法」との出会い

引退後間もなく、ある球団関係者の方からお声がけいただき、その球団のコンディショニングト

レーナーとして勤務することが決まりました。選手時代はやってもらっていた側でしたが、今度

は提供する立場になり、自分がしてもらいたかったことを思い出し、選手の皆さんが心地よい

毎日を過ごせるようお手伝いをしています。

自身にひどい酸化亜鉛アレルギーがあることもあり、選手引退後「植物療法」に興味を持ち、

●●に滞在中にその一通りの知識を習得しました。日本ではあまり盛んではありませんが、自

然素材のみを使った食事やコスメの提供を、セミナー等でお教えすることが増えました。自身も

この時に知識を得たおかげで、心穏やかに過ごす事ができています。

今は文字原稿ばかりですが、それぞれの内容に応じたイメージ写真をタイトルと本文の

間に入れます。内容に合わせた当時の写真を探してください。

HOME＞くりきみゆきとは？＞引退後の活動

４．一般の方に「体調管理」を普及させる活動をスタート

上記１・２はアスリートのための活動、３は自分自身と同じような境遇にいる方・興味のある方

のための活動・そして 後に、長年私が携わってきている「体調管理」という技術を、一般の方

にも広めたくて、様々な活動をスタートさせました。2012年から自宅で開いているサロンを始め、

セミナー、講座などを準備中です。
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１２．サロンのご案内ページ（１/１）

コース１
腸もみマッサージで

おなかスッキリ
コース

便秘でお悩みの方にオス

スメのコースです。定期的

に利用される方も多くい

らっしゃいます。

疲れを感じた時、むくみが

とれない時にオススメです。

ミスト温浴施設を完備して

います。

関西医科大学の木村教授

監修の「予防医学栄養分

析システム」を利用して、

健康測定分析から体調管

理計画を策定します。

ヘッダー

フッター

くりきみゆき健康ラボ New Web Site

HOME＞サロンのご案内

プロアスリートの体調管理術を直接お教えできる場を「サロン」という形で設けています。当サ

ロンで提供しているものは全部で３つあります。体調管理術を実際にトータルで実践するコー

スが１つ（コース３）、今感じている不調を改善することに焦点を当てたコースが２つ（コース１

と２）あります。

このページは下部タイトルについて詳細が書かれた「詳細ページ」の「目次ページ」です。

目次の役割をしていて、タイトルを選択すると詳細ページが開きます。詳細ページを増や

したり減らしたりすると、このページの内容も自動的に変わります。

サロンの様子 アクセス

お子様連れも大歓迎。アッ

トホームなサロン内部をご

紹介します。

2012年に選手生活を終え

てから今に至るまでの活

動をご紹介します。

グレーの四角部分はイメージ画像が入ります。それぞれの詳細ページに掲載する写真

（これからカメラマンさんに撮ってもらう写真）のうち、その内容を象徴するものをイメージ

写真として掲載するといいと思います。「アクセス」は商用可能なフリー素材のイメージ写

真を探しますね。

コース２
ミスト温浴とリンパ

マッサージで体の怠
さ・むくみスッキリ

コース

コース３
体調管理トータルサ

ポートコース

ご利用規約
Q&A

サロンをご利用いただく方

にご了承いただきたい事

項と、よくあるご質問をまと

めました。
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１３．サロンのご案内【コース１】ページ（１/２）

仕事のストレス乱れた食事でポッコリお腹。うんちが詰まると鬱々体が重く何事も億劫になりま

すよね。こんな時はこのコースで排便を促し、おなかをスッキリさせましょう。運動不足を理由に

下剤に頼らず自力で、うんちを出す為の腹筋力を見失った、ぶきっちょ運動音痴さんでも大丈

夫です。なんどかこのコースを試していただくだけで、自然と筋力も付いてきます。

ヘッダー

くりきみゆき健康ラボ New Web Site

１．コース概要

今回お作りするWEBサイトは、TOPページとお問合せフォームを除く全ページ

が納品後にくりきさんの方で編集できる仕様にしていますので、複雑なレイア

ウトはできません。例えば、写真の周りに文字が回り込むようなデザインには

でず、下記のとおり、基本的には写真が来てその下に文章…というシンプルな

ものになります。＝スマホで見る時に１番見やすいレイアウトです。

２．コースの流れ

～～～～～の状況を把握するため、聴診（聴診器でお腹の音をきくこと）と触診（手でお腹の様

子を探ること）を行います。腹部のみ見えるようにしていただきましたら、衣服は着用したままで

結構です。…というような「なぜこれをするのか？」「どんな風にするのか？」が分かる文章を入

れると初めての方でも安心すると思います。

HOME＞サロンのご案内＞コース１：腸もみマッサージでおなかスッキリコース

聴診・触診の写真を
ご支給ください。

【１】聴診・触診

ヘッダー

腸もみの写真をご支
給ください。

【２】腸もみ

～～～～～を促すため、～～～～の流れに沿って、手のひらで腸をマッサージします。腸だけ

でなく、周りの筋肉をほぐし、腸の活動を活性化させます。…というような「なぜこれをするの

か？」「どんな風にするのか？」が分かる文章を入れると初めての方でも安心すると思います。

写真は既存のものよりも、今回撮影する、聴診・触診と同じモデルさんで、衣類なども共通のも

のを使われた方がいいと思います。
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１３．サロンのご案内【コース１】ページ（２/２）

フッター

くりきみゆき健康ラボ New Web Site

今回お作りするWEBサイトは、TOPページとお問合せフォームを除く全ページが納品後

にくりきさんの方で編集できる仕様にしていますので、複雑なレイアウトはできません。例

えば、写真の周りに文字が回り込むようなデザインにはでず、上記のとおり、基本的に

は写真が来てその下に文章…というシンプルなものになります。＝スマホで見る時に１

番見やすいレイアウトです。

腸タイプ診断の写真
をご支給ください。

【３】腸タイプ診断

１・２の結果分かってきたあなたの「腸タイプ」をお知らせします。「腸タイプ」が分かれば普段の

生活で気を付けるべきことも分かってきます。サロンを出た後も、このタイプ診断結果を忘れず

に体調管理にチャレンジしてください。…というような「なぜこれをするのか？」「どんな風にする

のか？」が分かる文章を入れると初めての方でも安心すると思います。腸タイプ診断の写真は、

診断書の書類の写真などでもいいかもしれませんし、カウンセリングのような状態になるので

あればその様子の写真でもいいと思います。

ヘッダー

■1回40分※6,500円（税別）

※初回のみ基本情報の登録などを行いますので、所要時間は50分になります。

お得な回数券もございます。

■３ヵ月有効12回チケット 60,000円（税別）

■６ヶ月有効24回チケット 100,000円（税別）

３．所要時間と費用
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１４．サロンのご案内【コース２】ページ（１/２）

日本成人病予防協会認定推奨品である水素水生成機器が取り付けられたソファー型全身ミス

ト温浴機器YOSAで、ミスト温浴をした後にリンパマッサージを行います。体の怠さやむくみ、冷

えなどにお悩みの方にオススメです。１回体験していただくだけで、効果を実感していただけま

す。

ヘッダー

くりきみゆき健康ラボ New Web Site

１．コース概要

２．コースの流れ

～～～～～するため、ミスト温浴を行います。更衣室で専用ウエアに着替えていただき、サロ

ン内個室のソファー型ミスト温浴器の上、約●分間座っていただきます。…というような「なぜこ

れをするのか？」「どんな風にするのか？」が分かる文章を入れると初めての方でも安心すると

思います。

HOME＞サロンのご案内＞コース２：ミスト温浴とリンパマッサージで体の怠さ、むくみスッキリコース

ミスト温浴の写真をご
支給ください。

【１】ミスト温浴

ヘッダー

リンパマッサージの
写真をご支給ください。

【２】リンパマッサージ

～～～～～を促すため、～～～～の流れに沿って、リンパマッサージを行います。…というよう

な「なぜこれをするのか？」「どんな風にするのか？」が分かる文章を入れると初めての方でも

安心すると思います。

今のサイトの表記「●●×●●×●●」だと流れが分かりにくいので、

下記のように、流れに沿って書いてみてもらえますか？私もまだよく

わかっていないので、たぶん間違っていると思いますが、一旦ダミー

で書いてみました。そしてそれぞれにその様子が分かる写真が欲し

いです。モデルさん１人が実際に体験している様子を撮ってもらえれ

ばと思います。
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１４．サロンのご案内【コース１】ページ（２/２）

フッター

くりきみゆき健康ラボ New Web Site

煎じ液、もしくは11種

類の自然ハーブを調
合したもの写真をご

支給ください。

【３】ミスト温浴時に出た「煎じ液」はお家での入浴剤にお使いください

ミスト温浴には、漢医学の専門家による１１種類の自然ハーブを調合したものを使います。温

浴後にはこれらが「煎じ液」として残りますので、お土産としてお持ち帰りいただきお風呂の入

浴剤としてお使いください。…というようなミスト温浴のPRと「お土産つき」のお得感をPRすると

良いかと。

ヘッダー

■1回60分6,500円（税別）

お得な回数券もございます。

■３ヵ月有効12回チケット 64,800円（税別）

■６ヶ月有効24回チケット 126,000円（税別）

３．所要時間と費用
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１５．サロンのご案内【コース３】ページ（１/２）

関西医科大学健康科学科の木村穣教授が監修されている「予防医学栄養分析システム」を利

用して、現在のあなたの体調を把握し、今後のリスクを分析。その結果を受けて今後気を付け

るべき食事・運動・睡眠などをトータルにご提案します…というような、「このコースを受けると何

がいいの？どんないい事があるの？」が分かる文章を書いてください。

ヘッダー

くりきみゆき健康ラボ New Web Site

１．コース概要

２．コースの流れ

「なぜこれをするのか？」「どんな風にするのか？」が分かる文章を入れると初めての方でも安

心すると思います。一度に全部言おうとせず、この段階で行うことだけを簡単に書いてみてくだ

さい。

HOME＞サロンのご案内＞コース３：体調管理トータルサポートコース

●●●●の写真をご
支給ください。

【１】●●●●

ヘッダー

こちらも今のサイトの表記だと、「実際にどんな手順で何をしてくれる

のか？それがどう役に立つのか？」が分かりにくいので、下記のよう

に、流れに沿って書いてみてもらえますか？

「なぜこれをするのか？」「どんな風にするのか？」が分かる文章を入れると初めての方でも安

心すると思います。一度に全部言おうとせず、この段階で行うことだけを簡単に書いてみてくだ

さい。

●●●●の写真をご
支給ください。

【２】●●●●
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１５．サロンのご案内【コース３】ページ（２/２）

フッター

くりきみゆき健康ラボ New Web Site

ヘッダー

■1回90分15,000円（税別）※

※コース１・コース２のいずれかの回数券をご利用の方は、１回90分12,000円

（税別）でお受けします。

３．所要時間と費用

「なぜこれをするのか？」「どんな風にするのか？」が分かる文章を入れると初めての方でも安

心すると思います。一度に全部言おうとせず、この段階で行うことだけを簡単に書いてみてくだ

さい。

●●●●の写真をご
支給ください。

【３】●●●●

「なぜこれをするのか？」「どんな風にするのか？」が分かる文章を入れると初めての方でも安

心すると思います。一度に全部言おうとせず、この段階で行うことだけを簡単に書いてみてくだ

さい。

●●●●の写真をご
支給ください。

【４】●●●●
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１６．サロンのご案内【サロンの様子】ページ（１/２）

当サロンはお子様連れ大歓迎です。小さなお子様が遊ぶスペースもご用意しております。少し

大きなお子様でしたら、机で宿題をしていても大丈夫です。ご近所のお友達の家に遊びにくる

ような感覚で、お気軽にお越しください。…というような初めて行く人でも安心できるような、案

内文を書くと良いかと。

ヘッダー

くりきみゆき健康ラボ New Web Site

サロン概要

１．入口

サロン入口はアパートの１室になっています。お約束のお時間になりましたら、インターホンを

押してお名前を仰ってください。（サロンの具体的な場所は、ご利用者様に個別にお教えしてい

ます。）…というような、一見当たり前のことでもキチンと伝えた方が印象がいいです。

HOME＞サロンのご案内＞サロンの様子

入口の写真をご支給
ください。

ヘッダー

２．カウンセリングスペース

カウンセリングを行う場所の説明文を簡単にお願いします。リラックスしてお悩みはなんでもお

話ください…というような文章があってもいいと思います。

カウンセリングスペー
スの写真をご支給くだ

さい。

各写真は人などは入らず、モノだけが写ったものがいいです。なるべくスッキ

リと片付けて、キレイに、広く見える角度で撮ってもらってください。思いつく

箇所を上げましたが、その他PRしたい部分は全て載せていいと思います。
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１６．サロンのご案内【コース３】ページ（２/２）

フッター

くりきみゆき健康ラボ New Web Site

温浴スペース室の写
真をご支給ください。

４．温浴スペース

３．施術スペース

施術を行う場所の説明文を簡単にお願いします。お1人様限定です。とい う説明もした方がい

いと思います。

施術スペースの写真
をご支給ください。

温浴を行う場所の説明文を簡単にお願いします。お1人様限定ですのでご安心ください。という

説明もした方がいいと思います。
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１７．アクセスページ（１/１）

ヘッダー

フッター

くりきみゆき健康ラボ New Web Site

HOME＞サロンのご案内＞アクセス

サロンは京王線府中駅から徒歩●分の場所にあります。代表くりきの自宅を兼ねたおり

ますので、詳しい場所は、ご利用者様に個別にお教えしております。

府中駅へのアクセスは以下の通りです。

Google MAPで府中駅を中心に
新宿駅が入るようにして
広範囲を表示させます。

京王線府中駅まで

■新宿駅から特急で約20分

■新宿駅から準特急で約25分

その他掲載しておいた方が親切な情報はありますか？

例えばバスとか…。普段のお客さんがどこから来られているのか等、ご参考に、これ以

外で表示した方がいいものがあれば教えてください。（すいません、土地勘がなくて）
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１８．ご利用規約・Q&Aページ（１/１）

ヘッダー

フッター

くりきみゆき健康ラボ New Web Site

HOME＞サロンのご案内＞ご利用規約・Q＆A

現サイトの「規約・ご承諾内容」ページにある内容を掲載します。掲載内容に変更がある

場合は、現サイトの修正をお願いします。
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１９～２２．通信講座ページ（１/１）

講座内容
【準備中】

講座内容をご案内します。

ヘッダー

フッター

くりきみゆき健康ラボ New Web Site

HOME＞通信講座

プロアスリートの健康管理術をより手軽に、多くの方に活用していただけるよう、通信講座を

準備中です。準備が完了しましたら、当サイトにてお知らせいたします。

今回納品させていただく段階では、この状態でよろしいでしょうか？（詳細ページは見れ

ない状態）くりきさんの準備が整い次第、内容を入力し、公開されるといいと思います。★

通販方法はBASEが使えそうですね！無料でいい感じのショッピングサイトが作れるし★

お申込み
お問合せ

【準備中】

講座内容のお申込み方法。

とお問合せ方法をご案内

します。

教材
【準備中】

講座の教材はこちらからご

購入いただけます。
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２４～２６．講演・セミナーページ（１/１）

開催予定一覧

近々開催される講演会や

セミナーの予定をご案内し

ています。

ヘッダー

フッター

くりきみゆき健康ラボ New Web Site

HOME＞講演・セミナー

プロアスリートの健康管理術をより身近に感じていただくために、各種セミナーや講演会を開

いています。 新の開催案内・お申込み方法は下記「開催予定一覧」ページに掲載されてい

ます。お気軽にご参加ください。

こちらの３つの詳細ページはどのように使っていきたいか、もう一度ご意見を伺いたくお

願いいたします。もしブログでセミナーや講演会の告知ブログを書かれるようでしたら、

その「告知ブログ」のみ抽出して、表示させることもできます。これが一覧となり、詳細情

報はリンク先ブログを見ると分かる…という風になって良いかと思います。同じように、開

催実績も、開催後に「開催報告ブログ」を書かれるようでしたら、それだけ抽出して表示さ

せることもできます。

「講演依頼等お問合せ」は、お問合せフォームへの誘導の他に伝えたいことがあります

か？たぶん「こんな分野の講演ができます」等、どんな講演・セミナーができるかのPR文

があるといいと思います。

開催実績

これまでに開催された後援

会・セミナー報告です。

講演依頼等
お問合せ

講演会・セミナー講師ご依

頼に関しては、こちらをご

参照ください。
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２７～２９．その他の活動ページ（１/１）

【主催】

けんこう促進
部Fuchu

近々開催される講演会や

セミナーの予定をご案内し

ています。

ヘッダー

フッター

くりきみゆき健康ラボ New Web Site

HOME＞その他の活動

東京都府中生まれの私くりきは、地元が大好きです。人情味あふれるこのまち「府中」をより

良くしたくて、地域の活動にも積極的に参加しています。…と現状ではこのような感じですが、

他にもその他の活動が増えたら、この文言を修正していくといいと思います。

この２つの詳細ページに、この活動の概要や参加している想いなどを書いて、「 新情

報はこちらをご参照ください」として、それぞれのサイト（Facebookページ）へのリンクを貼

るといいと思います。TOPページに掲載する２つのバナー画像もお渡ししますので、その

画像にリンクを貼って、バナーリンクのようにお使いください。

【参加】
act634府中

これまでに開催された後援

会・セミナー報告です。
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３０．プライバシーポリシーページ（１/１）

ヘッダー

フッター

くりきみゆき健康ラボ New Web Site

HOME＞プライバシーポリシー

現サイトの「プライバシーポリシー」ページにある内容を掲載します。掲載内容に変更が

ある場合は、現サイトの修正をお願いします。

★個人情報の使い道について言及した方がいいと思います。「WEBサイト プライバシー

ポリシー」で検索するとひな形が出てくるので、ご参考にされるとよいかと。…今のサイト

のは、サイトポリシーだと思います。お問合せフォームがあるので、個人情報について触

れないと怪しさ満点になってしまいます。
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３１．お問合せぺージ（１/１）

ヘッダー

フッター

くりきみゆき健康ラボ New Web Site

HOME＞お問合せ

サロンに関するお問合せ、取材・講演依頼などのお問合せはこちらからお願いいたします。

●営業日中に、基本的にはメールにてご連絡申し上げます…というような、ここから問合せた

らどんな風に対応されるのかを書くとよいかと。

メールフォームの内容は、現状の

この状態でよろしいでしょうか？

もっと聞いておきたい事など、変

更したい箇所があれば教えてくだ

さい。


