
女性起業家の為の
みんなでシェアする
ホームページ

OVERVIEW



▲▲

新たなホームページのカタチ『woman share net』

woman share net という 1 つのドメインに女性起業家の発信したい情報を集約

サービス情報をシェア ( 発信 )
ライフスタイルや想いを発信

人や想いでサービスを選びたい
女性のチカラを必要としてるユーザー

つなぐ

シェア女性起業家 ユーザー

あなたのサービスを多くのユーザーに届けることができます !!

CONCEPT

女性起業家の為の、みんなでシェアするホームページ



woman share net のコンセプト

メンバー同士の交流の場も用意します。

SERVICE

シェアハウスのような環境

入居者同士の横の繋がりが生まれる

・様々な入居者と交流できる

・困った時は相談しあえるシェアメイトの存在

・ ビジネスコラボや共同企画のイベントが生まれる

施設を共有するからお手頃価格

・みんなでシェアするので利用料が安くなる

シェアハウスにあなたの部屋を借りるように
woman share net 内にあなた専用の web
ページを作成します。

シェアハウスの醍醐味は入居者同士の交流 !
ラウンジで常に交流できるので女性起業家同士、
応援や悩み相談など気の合うシェアメイトと家
族のような関係になれるかも !?

部屋を借りる シェアメイトと交流



サービス

あなたのサービスの可能性が広がります !

MY PAGE

WEB での露出は woman share net へおまかせ

Social

Search

Mypage

プロフィール

イベント告知

セミナー告知

人材募集

パートナー募集

SNS 自動連携

ラウンジへ投稿



サイトのご紹介

あなたの発信を多くのユーザーに届けることができます !!

DETAILS

マイページをホームページ代わりに情報を発信

プロフィール

フリーコメント

イベント・セミナー

人材・パートナー募集

ラウンジのコメント

Facebook ページ

Instagram
matsusaki
matsusaki ofice 　/　 Careerconsultant　/　TOKYO　/　Australia　/ 

スマホ版　マイページ パソコン版　マイページ

経歴や資格などのプロフィールを表示します。
自由な入力が可能です。

ビジネスのこだわりポイントや、おすすめの
メニューなど自由に表示が可能です。

イベントやセミナー・キャンペーンなどを最大
3 つまで表示が可能です。

人材やパートナーなどの募集を最大 3 つまで
表示が可能です。

サイト運営が提出したお「お題」に対して答え
たコメントの最新 3 つが表示されます。

自分の Facebook ページへ投稿した最新 3 つが
自動的に表示されます。
※連携が必要・個人ページは非対応

自分の Instagram へ投稿した最新 4 つが自動
的に表示されます。
※連携が必要



ページの詳細ご紹介

新しい人との繋がりをサポートします !!

イベント・セミナー情報、人材・パートナー募集の詳細

CONTENT

イベント・セミナー

イベントやセミナー・キャンペーンなどを最大
3 つまで作成が可能です。
また、詳細ページにはお問合せフォームを設置
登録時に申請して頂くご自分のメールへ直接メ
ールが届きます。

【イベント・セミナー詳細ページ】
画像︓４枚まで ( 任意 )
本文︓自由入力

人材・パートナー募集

人材募集やビジネスパートナー募集を最大 3 つ
まで作成が可能です。
また、詳細ページにはお問合せフォームを設置
登録時に申請して頂くご自分のメールへ直接メ
ールが届きます。

【人材・パートナー詳細ページ】
画像︓４枚まで ( 任意 )
本文︓自由入力



コンテンツのご紹介

あなたのスキルや考え方を見える化します !!

SEARCH

ラウンジを活用してブランディング

ラウンジ

ー ラウンジとは︖ ー

サイト運営者から定期的に、8 個の各カテゴリご
とに「お題」を掲載します。
そのお題にプロ目線でコメントを投稿します。

プロ目線のコメントを返すことで、ユーザーへ自
身の PR が出来、ノウハウやスキルのポートフォ
リオとして活用できます。

お題は woman share net の Facebook のタイム
ラインにも掲載しますので露出の高いコンテンツ
です。

ビジネスのユニークポイントを PR する場、ブラ
ンディングの場としてご利用頂けます。



カテゴリ検索のご紹介

様々な職種にも対応

PRICE

8 個のカテゴリ・職種から検索

カテゴリ検索

マイページは登録時に申請したカテゴリに登録さ
れます。
ユーザーは 8 個のカテゴリから検索することでマ
イページへたどり着きます。
またナビゲーションの検索から職種ごとに探すこ
とも可能です。

職種の例

ネイリスト、美容師、アイリスト、エステティシャン、メイクアップアーティスト、ヘアメイク、アロマセラピスト、セラピスト
インストラクター、ヨガ、ピラティス、ライフスタイルプランナー、キャリアカウンセラー、インテリアコーディネーター、グリ
ーンアドバイザー、オーガニックアドバイザー、YouTuber、ブロガー、ライター、記者・コラムニスト、カメラマン、翻訳・通
訳、アナウンサー、IT エンジニア、グラフィックデザイナー、イラストレーター、ファイナンシャルプランナー、税理士、会計士
フードコーディネーター、調理師、パティシエ、食育インストラクター、料理研究家、ケータリング、スタイリスト、ファッショ
ンデザイナー、カラーコーディネーター、アクセサリーデザイナー、ジュエリーデザイナー、ファッションアドバイザー、着付け
フラワーコーディネーター、保育士、子育て支援、塾講師、ベビーシッター、ベビーマッサージ、留学アドバイザー、スクールカ
ウンセラー、キャリアカウンセラー、ウェディングプランナー、結婚カウンセラー、恋愛カウンセラー、心理カウンセラー

カテゴリ



プラン・料金

お申込・お問合せ

新規申込フォームプロモーションコード

右の QR コードより申込フォームにて

お申込下さい。 上記プロモーション

コードのご入力もお願い致します。

運営会社

株式会社 ELLEWAY
〒104-0061
東京都中央区銀座 3-11-3 LEAGUE 7F
03-4571-0823
info@woman-share.net

ご利用しやすい 3 つのプランをご用意

ライトプラン

スタンダードプラン

プレミアムプラン

1,900 円

3,900 円

9,800 円

月払いコース
  ( 分割払い )

年払いコース
  ( 一括払い )

20,900 円

42,900 円

107,800 円

検索表示順位 LINE@ 告知 人材・パートナー
　  募集機能

下位

中位

上位

✕

✕

◯ ◯

◯

✕

初期設定費 20,000 円 アカウント設定費、マイページ開設費、事務手数料

お支払はカードにもお振込にも対応

全プラン共通 クレジットカード・銀行振込

月払いコース  ( 分割払い ) 年払いコース  ( 一括払い )初期設定費

クレジットカード・銀行振込クレジットカード

（新規ご登録について）
※新規の申込は、下記 QR コードよりフォームからのお申込のみとさせて頂きます。
※新規のご登録には運営会社による審査がございます。ご希望に添えない場合もございますのでご了承下さいませ。

（お支払について）
※初期費用のお振込でのお支払は、お申込後◯◯日、クレジットカードの場合は◯◯日となります。
※月払いコースのクレジットカードの決済日は毎月◯◯日となります。
※年払いコースのお支払は、お申込後◯◯日となります。
※価格は税別表示です。

※手間いらずのオプションもご用意︓プロフィール写真撮影 ( 恵比寿スタジオ )3500 円 , プロフィール作成代行  5000 円

3,500 円 42,000 円

お得︕1ヶ月分無料

5,800 円 69,600 円

お得︕1ヶ月分無料

▲

▲

▲

▲


