
sheabi操作説明ガイド
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1.sheabiって何ができるの？

リクエスト機能

会議室予約機能

マッチング

マーケット機能

コミュニティ
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エニシアにはいろいろな会員様が集まっています。 
sheabiでは、会員様のみが閲覧できる会員様の情報を公開しています。 
会員様同士だからこそ、お仕事のパートナーを安心して見つけることができます。

マッチング

リクエスト機能
お仕事を依頼したい方とお仕事を探している方をsheabiでマッチング。 
エニシア会員限定だからこそ安心してご利用いただけます。 

他の会員様の商品・サービスを検索、自分の商品・サービスを出品できます。 
IT・情報処理・デザインやコンサルティング、英会話や子育て、美容…etc. 
幅広い分野でマッチングが繰り広げられています！

マーケット機能

コミュニティ
「グループ機能」を使って自分のコミュニティを立ち上げたり、 
「イベント機能」で楽しい企画を立てて集客したり、、、様々な職種の会員様を検索可能。 
リアルとネット、2つの繋がりがあなたの毎日に変化をもたらします。

お店に行かなくても、スマホやPCで会議室やサロンの予約ができます！ 
エニシア各店のミーティングルーム、セミナールーム、イベントスペース、 
提携サロンなどの予約がスマホやPCから簡単にできます！ 

会議室予約機能

（提携サロン・提携施設をご利用の方は、プレミアムオプション契約が必要となります。） 
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エニシア公式ページ 
（ http:www.enicia.net ） 
上部の「会員SNSログイン」より、 
sheabiのログインができます。
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http://www.enicia.net


2.プロフィールを作成するには？

s h e a b iのTOP画面

エニシア太郎
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  TOP画面から 
「プロフィール設定」を選びます。

エニシア太郎
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会員登録した際に入力された情報のページが表示されます。 
自分の写真を入れると、信用度がアップします！
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次に「自己紹介」を選びます。 
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ご自身の属するカテゴリーに 
チェックを入れます。
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好きな事柄にチェックを入れると 
親近感が湧きますね。
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アピールしたい事や実績があると説得力が増します。 
予算や簡単な流れも書いておくと、申し込まれやすいです。

-12-



ビジネスマッチングを求めている同士がマッチング。 
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事業内容を細かく書きましょう。 
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今後の展望なども分かりやすく記載されていることが 
多くの方々から選ばれる秘訣です。

-15-



求めているパートナー像はお客様として会員様と繋がるだけ 
ではなく、自分自身を助けてくれる会員様が見つかる可能性 
も増えていきます。
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3.お仕事リクエストをするには？

sheabiに求めるお仕事を掲載することで地域が離れた 
会員様同士でお仕事の受発注が可能となりますので、 
マーケットの幅も広がる事間違いなしです。 

また、身元がハッキリとした会員様同士である事や、 
お金の管理もエニシアが行いますので安心して 
お仕事のやり取りが可能です。 

ただし、報酬の１０％をエニシアにお支払頂きます。
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名刺やフライヤー作成、HP作成依頼といったものから 
人の紹介や商材の販売代行などの依頼を探せます。 

エニシア太郎

エニシア花子

エニシア一郎

エニシア幸子
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気になる方の情報をチェックすることも可能です。 

エニシア太郎

エニシア太郎
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このような流れでご利用いただけます。 
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仕事のリクエストを受けて得られた報酬を 
出金する際のご案内です。
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お仕事をリクエストする際には 
「マイページ」を選びます。

エニシア太郎

エニシア太郎
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「お仕事依頼を作成」を選びます。 

エニシア太郎

エニシア太郎
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情報を入力する画面となりますので、 
詳細を細かく入れていきます。
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TOPページの「仕事を頼む」からでも 
情報を入力する画面へ飛ぶことができます。

エニシア太郎

エニシア太郎
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掲載されると「JOB REQUEST」へ表示されます。 
最新の情報が一番上に表示されます。

エニシア太郎
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仕事を受注する側は「JOB REQUEST」から 
自分のできる内容を探していきます。

エニシア太郎
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気になる内容のお仕事があれば「応募する」を選ぶことで 
依頼者の会員様へ応募された旨がお伝えされます。

エニシア太郎
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仕事を受ける前に依頼者へ質問することも可能なので 
依頼者へ詳細を直接確認できます。

エニシア太郎
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現金支払いや、口座引き
落としは不可となります。

クレジットカードの情報を
入力していただく必要があ
ります。

○ ×
お仕事をお願いするにあたって
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お仕事の状況も確認できます。 
「完了」になると受注側にエニシアから手数料を引かれた 
金額が指定の銀行口座へ入金されます。
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4.お仕事マーケットって何？

自分のスキルや能力、 
または、 
取り扱っている商品を会員様へ向けて 
販売する事が可能となります。
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出品されている様々なものから気になるものを 
選んで購入することができます。 

エニシア太郎

エニシア花子

エニシア一郎
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商品の情報画面から「購入申請する」を選びます。 
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購入申請をすると画面上部に現在の状況を 
見ることができます。 
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5.会員検索・メッセージの説明

sheabiではエニシア会員様を職種等で検索する事が可能です 

エニシア太郎
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画面上部の検索スペースに検索したい職種を入力します。 

エニシア太郎
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ここでは例として「デザイナー」と検索します。 

エニシア太郎
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デザイナーにマッチする会員様の一覧が表示されました。 
気になる方のプロフィールを閲覧することも可能です。 

エニシア太郎

エニシア花子

エニシア一郎
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個別にメッセージを送ることも可能です。 
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ボックスにメッセージを入力して 
「メッセージ送信」をクリックします。 
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相手にメールを送信できます。 
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履歴が残るので、どの会員様とメッセージの 
やり取りをしたかが一覧でも参照できます。 
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6.施設はどうやって予約するの？

エニシア・MYCAFE、ビューティ・＠等の 
施設予約の際に使用致します。
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※プレミアムオプションが付いていない場合は 
「エニシア会議室予約」のみが表示されます。 

エニシア太郎
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「エニシア会議室予約」をクリックします。 

エニシア太郎
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このような画面が表示されます。 
利用規約が記載されていますので必ずお読みください。 
※キャンセル料金についても記載あり
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予約したい日時を選びます。 
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予約したい日時を選びます。 

-49-



次に予約したい店舗を選びます。 
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灰色の部分は既に時間が過ぎてしまっている所 
赤い部分は既に予約が入っている所 
白い部分が空いている所となります。
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自分が選んだ所が黄色になります。 
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「使用時間を選択」をクリックします。 
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使用時間を選択します。 
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「予約へ」をクリックします。 
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基本情報は入力された状態ですので 
任意の部分を入力していきます。 
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入力が完了すると、最終内容確認の画面に飛びます。 
間違いが無いかを確認しましょう。 
問題がなければ「完了する」ボタンをクリックします。
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予約が完了しました。 
登録時に入力いただいたメールアドレスにも予約完了の 
メールが届いているかご確認ください。
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※キャンセルの際は予約完了のメールを使用することも 
ありますので、削除しないようにお願い致します。 
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7.コミュニティ・イベントの説明

エニシア・MYCAFE内で会員様が立ち上げた 
コミュニティやイベントに参加が可能です。
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「コミュニティを探す」を選択します。 

-61-



現在、会員様が立ち上げているコミュニティを 
一覧で閲覧できます。 
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店舗毎でも確認が可能で、参加することも可能です。

エニシア太郎
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「コミュニティを作成」を選択することで、 
自分でのコミュニティ立ち上げも可能です。 
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立ち上げたいコミュニティの情報を入力しましょう。 

-65-



「参加中のコミュニティ」を選択します。 
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現在、自分が参加しているコミュニティの確認ができます。 
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「ENICIAイベントカレンダー」を選択します。 
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HPにある各店のイベントカレンダーが閲覧可能です。 
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「イベント」を選択します。 
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現在、会員様がsheabi内で呼びかけている 
イベントが表示されます。 
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興味のあるイベントに参加することも可能です。 

エニシア太郎

-72-



「新しいイベントを作成」をクリックした先のページで 
情報を入力し、自分のイベントを作成することも可能です。 
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8.最後にeniciaからのメッセージ

sheabiを上手に活用する事で、 
色々な可能性を現実にする事が出来ます。

エニシア太郎
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もし、不明な点がありましたら 
弊社ホームページへメールや 
お近くの店舗へご来店いただいた際に、 
スタッフまでお声をかけて下さい。 

一緒にsheabiの操作説明をさせていただきます。
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以上で、sheabiの説明案内を終了致します。
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