昨年

度

株式会社 関大パンセ

生

関大

感染防止対策のため、例年より予約数を限らせていただいております。早めのご予約をおすすめします。

0
100しました

約

好 評 受 付 中！

名

関大生のための

用

が利

学内撮影会だけのおトクな特別価格！

10日間仕上げ

オールインワンプラン

学内撮影会

男女共
申込率

80%以上！

メイク
ヘアセット
写真20枚（シール仕上げ）
エントリー用データ

（データはダウンロード形式と
なります）

おすすめプランセットにすれば
500円おトク！

写真
特 別 価 格

5,000 円

36枚

6,500 円

※表示価格はすべて税込です。
※撮影後、10日後に発送。発送後1日〜2日で到着予定です。

要予約

千里山キャンパス

凜風館3F 常設スタジオ

12/2（木）
・3（金）、6（月）～10（金）
12/13（月）～17（金）、20（月）～23（木）

2022年

1/11（火）～14（金）、17（月）～21（金）
1/24（月）～28（金）
2/8（火）～10（木）、14（月）～18（金）
2/21（月）
・22（火）
・24（木）
・25（金）
・28（月）
3/1（火）～4（金）、8（火）～10（木）

メイク
あり

senri1 1121

感染症対策も十分に行います！
オプション
ヘアメイクプラン
学内でプロによるメイクができます。

2,500 円

女性

メイク
なし

［学校コード］［パスワード］

senri2 8680

撮影代金に
プロの手で変身！
プラス

アイメイクで意思を強く見せる
より健康的に好印象をもたれる顔色へ
清潔感のあるまとめ髪
希望職種にあったメイクを提案

1,800 円

男性

ふきでものや髭を隠す
眉を凛々しく整える
必要に応じて顔色や口元を血色よく健康的に
目と耳を出し清潔感のあるスタイリングへ
・カウンセリングを行いながらご希望にあわせてメイクアップします。
就活メイクで気になることも質問してください。
・女性はベースメイク
（下地・ファンデーション）
をすませた上、
お越しください。
感染症対策としてメイク各種筆とスポンジは使い捨てのアイテムにて対応いたします。

ご予約はこちらのQRコードより登録・予約を行ってください。
http://52.68.8.207/cakephp/reserve/login

2021年

［学校コード］［パスワード］

写真撮影・セレクト・肌修整を含む

4,500 円

枚

20

（男性は6,300円）

写真のみの
プランもございます
12枚 2,600円〜

写真＋エントリー用データ

12枚

7,000 円

撮影開始時間 11：00～15：00

高槻キャンパス

高槻ミューズキャンパス

堺キャンパス

厚生棟1F

西館2F マルチミーティングルーム

A棟3F 会議室E

2021年12/7（火）

2021年12/14（火）

2021年12/13（月）

2022年1/11（火）

2022年1/12（水）

2022年1/13（木）

メイクあり
［学校コード］

sojo1

［パスワード］

2161

メイクなし
［学校コード］

sojo2

［パスワード］

1095

メイクあり
［学校コード］

muse1

［パスワード］

1098

メイクなし
［学校コード］

muse2

［パスワード］

5691

メイクあり
［学校コード］

sakai1

［パスワード］

5022

メイクなし
［学校コード］

sakai2

［パスワード］

8515

申 し 込 み の流 れ
1

4

個人情報を入力する

チラシのQRコードより
予約サイトにアクセスする
※予約の変更や確認に必要です
ので、
この予約サイトをお気に
入りに入れておくと便利です。

予約ボタンをクリックする

法
（例）
法19-0001の場合

190001と入力
Click

学籍番号を数字のみ入力
★ハイフン不要

「新規登録」ボタンをクリックする
予約の変更やデータ販売にも使用します
正確に入力してください
（大学のメールアドレス推奨）

Click

3

予

6

ログイン画面へ戻るを
クリックする

7

❹で設定したメール と
パスワードを入力しログイン
ボタンをクリックする

※ は満席の状態です。選択できません。

Click

常設店舗

予約の日時に間違いが
なければ完了！

※変更・キャンセルは予約日前日18：00まで
※当日の変更やキャンセル・その他ご不明な点は

関大生協ライセンスカウンター

※携帯各社のキャリアメールは迷惑メール等の設定
により、ご案内メールが届かない恐れがございます。

TEL 06-6368-7538

予約を変更

※貸し出しはありません

9

okumura@storyteller.co.jp

本登録・予約に使用します
忘れないものを設定してください

写真撮影にはスーツ着用で
お越しください！

約

2021年00月00日 00：00

チラシに記載されている学校
コードとパスワードを入力する

※メイク有・無で学校コードが違いますので
ご注意ください。

希望時間の○または△を押す

希望時間が選択された状態（水色になる）で、

学部（必ず入力して下さい）

読み込めない場合は URLを入力 ▼
http://52.68.8.207/cakephp/reserve/login

2

8

メールに届いたURLを
クリックする

5

予約を取り消す

1 QRコードから予約サイトにアクセスする。
2 メールアドレス・パスワードを入力し、ログインする。
3 予約変更をクリックする。
4 希望の日時を選択し、予約変更をクリックする。

1 QRコードから予約サイトにアクセスする。
2 メールアドレス・パスワードを入力し、ログインする。
3 取り消しをクリックする。
4 OKを選択し、予約取り消しの完了です。

2021年12月2日（木）
〜2022年3月10日
（木）

関西大学 凜風館スタジオが

期 間 限 定 オープン！！
ポイント

データの即日仕上げ

プラス

※14時撮影受付の方まで

1,650 円

こうすればもっと好印象の証明写真に。

撮影前にCHECKしよう！
服装

自分に合ったサイズを選んでキリッと引きしめよう！

髪型

ヘアスタイルは清潔感で勝負！茶髪の人は黒髪にしよう。

※写真はイメージです。

耳・眉毛が見えるように前髪をセット。
髪の毛は立たせず寝かせよう。
ネクタイは上までしっかり結び、
首回りをスッキリと。
シャツのエリは
「レギュラー」
前髪が目にかからず、
耳・眉毛が
見えるように髪型をセットしよう。

キチンとした服装は、相手にやる気を感じさせる大事なポイント。ワイシャツは
首回りが大きすぎるとだらしない印象を与えてしまうので、
自分にあったサイズ
を選ぶのが大切です。
シャツにはしっかりアイロンをあててから挑みましょう。

なによりも清潔感のあるヘアスタイルが一番。前髪が目にかからず、耳・眉毛が
見えるように前髪をセットしましょう。
また、せっかくのオシャレでも茶髪はマイナスイメージ。黒染めスプレーもシャ
ツが汚れてしまうので、
しっかり染め直すのがベストです。
面接のためにも撮影前に自然な黒色にしておきましょう!

表情

鏡で表情やクセを事前にチェック

普段は気づかない自分のクセ。まっすぐしているつもりでも肩が下がったり傾
いたり…。
事前に鏡で表情やクセをチェックしてみましょう。

ナチュラルメイクでさわやかに
派手なメイクはNG。赤やパープル系の
口紅や、マスカラは見た目よりも派手に
写るので避けた方が無難です。
メイクは少し控えめぐらいがいい感じ!
カラコンや付けまつ毛も控えましょう。
襟元が開きすぎないように注意!
面接の時は第2ボタンが留まっているか
チェックしよう。

