ヒアリングシート入力ガイド

http://pokkiry.com/

ヒアリングシート入力ガイド
基本情報
①希望ドメイン
弊社がお送りしたドメイン候補の中からお好きなものを一つ選んでいただき、「希望ドメイン」の欄
にご入力をお願いします。
※ドメインとは、例えば URL が https://pokkiry.com の場合、pokkiry.com の部分をいいます。

②希望メールアドレス
独自ドメインのメールアドレスが作成できます。
※独自ドメインのメールアドレスとは、例えばドメインが pokkiry.com の場合、info@pokkiry.com のように
@ の左側の赤文字の部分が自由に設定できます。（@ の左側は半角英数字のみ）

独自ドメインのメールアドレスが必要な場合は「必要」にチェックをしてください。
独自ドメインのメールアドレスが不要な場合は「不要」にチェックをしてください。
独自ドメインのメールアドレスが「必要」にチェックをした方は、希望メールアドレスを入力して
ください。（最大 3 つまで）

テーマの選択
下記のページからテーマを選んでください。

https://pokkiry.com/theme/

ヒアリングシート記入例（1）
ロゴデータ

サイトの色

pokkiry cafe

（例）ブルー系、グリーン系、ピンク系、オレンジ系、イエロー系、黒系

03-123-4567

スライダー
笑顔のこぼれるお料理。

キャッチコピー
笑顔のこぼれるお料理。

スライダー用写真
スライダー用写真は最大 3 枚までです。

素材にとことんこだわりました
ポッキリーカフェは地元の肉、魚介、朝採り野菜を中心に、低農薬で安全な美味しい食材に

エリア 1

こだわっています。素材の味を存分にご堪能下さい。

ポッキリーカフェは地元の肉、魚介、朝採り野菜を中心に、低農薬で安全な美味し
い食材にこだわっています。素材の味を存分にご堪能下さい。

エリア 2

チーズバーガー

1,000 円

マルゲリータ

800 円

1,000 円

鎌倉野菜のサラダ

パエリア

800 円

パンケーキ

800 円

エリア 3

ポッキリーカフェは地元の肉、魚介、朝採り野菜を中心に、低農薬で安全な美味し
ポッキリーカフェは地元の肉、魚介、朝採り野菜を中心に、低農薬で安全な美味し
い食材にこだわっています。素材の味を存分にご堪能下さい。
和也

SHOP Information
pokkiry cafe（ポッキーカフェ）
〒100-0000 東京都渋谷区渋谷駅前１丁目 100-200

電話番号

03-123-4567

営業時間

ランチ 11:30 〜 15:00

定休日

水曜日

駐車場

店前に 3 台

席数

テーブル 4 人がけ ×3

/

美味しい料理のためなら手を抜きません
ポッキリーカフェは地元の肉、魚介、朝採り野菜を中心に、低農薬で安全な美味しい
食材にこだわっています。素材の味を存分にご堪能下さい。
ポッキリーカフェは地元の肉、魚介、朝採り野菜を中心に、低農薬で安全な美味しい
食材にこだわっています。素材の味を存分にご堪能下さい。
ポッキリーカフェは地元の肉、魚介、朝採り野菜を中心に、低農薬で安全な美味しい
食材にこだわっています。素材の味を存分にご堪能下さい。
木村 和也

い食材にこだわっています。素材の味を存分にご堪能下さい。

所在地

タイトル
内容

い食材にこだわっています。素材の味を存分にご堪能下さい。

店舗名

おすすめメニュー

・アマトリチャーナ 1,000 円
・マルゲリータ 1,000 円
・パエリア 1,000 円
・チーズバーガー 800 円
・鎌倉野菜のサラダ 800 円
・パンケーキ 800 円

ポッキリーカフェは地元の肉、魚介、朝採り野菜を中心に、低農薬で安全な美味し

木村

タイトル
内容

1,000 円

美味しい料理のためなら手を抜きません

A4 × 3 枚まで / ページ

素材にとことんこだわりました

説明文

おすすめメニュー

アマトリチャーナ

キャッチコピー

エリア 4

ディナー 17:00 〜 21:00（ラストオーダー）

タイトル

SHOP Information

内容

店舗名：pokkiry cafe（ポッキリーカフェ）
所在地：〒100-0000 東京都渋谷区渋谷駅前 1 丁目 100-200
電話番号：03-123-4567
営業時間：ランチ 11:30〜15:00 / ディナー 17:00〜21:00（ラストオーダー）
定休日：水曜日
駐車場：店前に 3 台
席数：テーブル 4 人がけ ×3 カウンター 6 人
アクセス：JR 渋谷駅から徒歩 3 分

カウンター 6 人

JR 渋谷駅から徒歩 3 分

YouTube 動画
YouTube 動画 URL の欄に貼り付けたい動画の URL を記入してください。

ブログ

スタッフブログ
出ました！絶品チーズバーガー！
とろーりとろけるチーズがなんとも言えない旨さ。今なら 500 円！

オプションの「お知らせ・ブログ機能」をお申し込みいただいた場合に配置。

スタッフ募集！
明るく元気で食いしん坊なスタッフを募集しています。うちのまかないは美味しいですよ（笑）

お問い合わせ
お名前

Facebook タイムライン

FACEBOOK

必須

Facebook ページ URL の欄に URL を記入してください。

ふりがな 必須

メールアドレス

pokkiry cafe
必須

住所

電話番号

出ました！絶品チーズバーガー！

お問い合わせ内容

お問い合わせ

送信

プライバシーポリシー
pokkiry cafe（ポッキーカフェ）（C）All rights reservrd.

【お問い合わせフォームの項目】
「お名前」「ふりがな」「メールアドレス」「住所」「電話番号」「お問い合わせ内容」

ヒアリングシート記入例（2）
ロゴデータ

サイトの色

有料老人ホーム

（例）ブルー系、グリーン系、ピンク系、オレンジ系、イエロー系、黒系

03-123-4567

ポッキリーホーム

心豊かなセカンドライフを。

スライダー

キャッチコピー
心豊かなセカンドライフを。

スライダー用写真
スライダー用写真をお送りいただかなかった場合、左のサンプルの様に背景画像を
表示させます。

前向きで明るい生活を
ポッキリーホームは、前向きで明るい生活が送れるようサポート致します。

エリア 1

心豊かなセカンドライフをお送りいただけます。

前向きで明るい生活を

説明文
ポッキリーホームは、前向きで明るい生活が送れるようサポート致します。
心豊かなセカンドライフをお送りいただけます。

施設紹介

エリア 2
広々とした食堂

南向きの明るい居室

明るい廊下

安全な階段や廊下の手すり

ゆったりバスタブのお風呂

暖房付きのトイレ

施設紹介

・広々とした食堂
・南向きの明るい居室
・明るい廊下
・安全な階段や廊下の手すり
・ゆったりバスタブのお風呂
・暖房付きのトイレ

エリア 3

タイトル

笑顔の絶えない毎日のために。

内容

お一人おひとりが個性ゆたかな尊厳ある存在お一人おひとりが個性ゆたかな尊厳あ
る存在。お一人おひとりが個性ゆたかな尊厳ある存在お一人おひとりが個性ゆたか

お一人おひとりが個性ゆたかな尊厳ある存在お一人おひとりが個性ゆたかな尊厳あ
る存在。お一人おひとりが個性ゆたかな尊厳ある存在お一人おひとりが個性ゆたか
な尊厳ある存在。お一人おひとりが個性ゆたかな尊厳ある存在お一人おひとりが個
性ゆたかな尊厳ある存在。お一人おひとりが個性ゆたかな尊厳ある存在お一人おひ
とりが個性ゆたかな尊厳ある存在。お一人おひとりが個性ゆたかな尊厳ある存在お
一人おひとりが個性ゆたかな尊厳ある存在。
理事長 中居 健一

な尊厳ある存在。お一人おひとりが個性ゆたかな尊厳ある存在お一人おひとりが個
性ゆたかな尊厳ある存在。お一人おひとりが個性ゆたかな尊厳ある存在お一人おひ
とりが個性ゆたかな尊厳ある存在。お一人おひとりが個性ゆたかな尊厳ある存在お
一人おひとりが個性ゆたかな尊厳ある存在。
理事長

中居

タイトル
内容

笑顔の絶えない毎日のために。

A4 × 3 枚まで / ページ

キャッチコピー

健一

サービスのご案内
健康管理
24 時間 365 日職員が常駐しております。介護に関するご相談もお受けしますのでお気軽にお声をおかけください。
看護師、介護スタッフによる健康チェック（血圧、体温、脈伯、食事量排せつ回数、体重測定など）を毎日行って

【サービスのご案内】
●健康管理
24 時間 365 日職員が常駐しております。介護に関するご相談もお受けしますのでお
気軽にお声をおかけください。看護師、介護スタッフによる健康チェック（血圧、
体温、脈伯、食事量排せつ回数、体重測定など）を毎日行っております。
●お食事
管理栄養士による季節感やバランスに配慮したお食事を施設内の厨房で調理しています。
●レクリェーション
季節の催しや、保育園のこどもたちとのふれあい行事など、楽しいイベントを開催して
います。

おります。
お食事
管理栄養士による季節感やバランスに配慮したお食事を施設内の厨房で調理しています。
レクリエーション
季節の催しや、保育園のこどもたちとのふれあい行事など、楽しいイベントを開催しています。

お部屋と料金
A タイプ

B タイプ
91.94 ㎡（27.81 坪）

55.20 ㎡（16.69 坪）

3,700 万円

2,150 万円

エアコン、電動式介

エアコン、電動式介

護ベッド、タンス、

護ベッド、タンス、

ナースコール、洗面

ナースコール、洗面

台、トイレ完備。

台、トイレ完備。

【お部屋と料金】
●A タイプ
91.94 ㎡（27.81 坪）
3,700 万円
エアコン、電動式介護ベッド、タンス、ナースコール、洗面台、トイレ完備。
●B タイプ
55.20 ㎡（16.69 坪）
2,150 万円
エアコン、電動式介護ベッド、タンス、ナースコール、洗面台、トイレ完備。

施設概要
施設名称

有料老人ホーム

所在地

〒100-0000 東京都渋谷区渋谷駅前１丁目 100-200

電話番号

03-123-4567

居室数

73 戸 ( 一般居室：60 戸・介護居室 13 戸、全室個室 )

居室タイプ

1LDK＋納戸 (47 戸 )、1LDK+ 納戸 + ウォークインクローゼット (9 戸 )

介護に係わる職員体制
入居時の要件

ポッキリーホーム

2：1 以上（常勤勤務時間＝38.75 時間 / 週

で換算）

エリア 4

【一般居室】入居時自立、要支援 1・2 の方、満 60 歳以上の方
【介護居室】要支援 1 以上の方、満 65 歳以上の方

タイトル
施設概要

内容

施設名称：有料老人ホーム ポッキリーホーム
所在地：〒100-0000 東京都渋谷区渋谷駅前 1 丁目 100-200
電話番号：03-123-4567
居室数：73 戸（一般居室：60 戸・介護居室 13 戸、全室個室）
居室タイプ：1LDK＋納戸 (47 戸 )、1LDK+ 納戸 + ウォークインクローゼット (9 戸 )
介護に係る職員体制：2：1 以上（常勤勤務時間＝38.75 時間 / 週 で換算）
入居時の要件：【一般居室】入居時自立、要支援 1・2 の方、満 60 歳以上の方
【介護居室】要支援 1 以上の方、満 65 歳以上の方
アクセス：JR 渋谷駅から徒歩 3 分

JR 渋谷駅から徒歩 3 分

お問い合わせ
お名前

必須

お問い合わせ

ふりがな 必須

メールアドレス

必須

住所

電話番号

お問い合わせ内容

送信
プライバシーポリシー
有料老人ホーム ポッキリーホーム（C）All rights reservrd.

【お問い合わせフォームの項目】
「お名前」「ふりがな」「メールアドレス」「住所」「電話番号」「お問い合わせ内容」

