ト

高校生は美容の仕事をどう見ている？
美容専門学校生がサロンに求めるものは？
なり手不足はどうなる？どうする？

美容サロンが知っておきたい

「 採 用 」の
ヒ

ン
ト
Salon should know

Tips for recruitment

Salon should know Tips for recruitment

「採用」がカギを握る
美容業界の未来

新卒採用

Bカeイauギty

美容業界の新卒採用は

今のままで大丈夫？
高校生と保護者に聞いた

美容業界のイメージって？

あらゆる業界において共通の悩み、

美容専門学校生に聞いた

それは
「人材不足」
ではないでしょうか？

美容業界とは？

美容業界も例外ではありません。
18歳人口の減少にともない、

ヘアサロンオーナー調査から見えた

新卒採用の現在

美容専門学校生も微減し続けています。
そのことから
「新卒採用」
を取り巻く環境が、
特に厳しさを増しているように思います。
美容業界の
「入り口」
に立っている高校生や美容専門学校生。
そして現場の中心にいる美容サロン、美容業界に関わる方々。
私たちは、たくさんの声に向き合ってきました。

DISCUSSION
p

本冊子は、

3

D ATA

W AT C H
p

7

それらのインタビューや調査データに加えて、
新卒採用に成功しているサロン事例などを紹介しています。
美容業界の
「採用」
を考えるうえで、
何かひとつでもヒントになれたら大変うれしく思います。

TIPS

17

p

CASES
p

21

これからの新卒採用に向けて

CONTE NTS

人材採用の基本ステップ
美容サロンの

新卒採用のステップ
新卒採用に成功している

サロン事例８

1
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DISCUSSION

新卒採用
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TIPS

CASES
Discussion: present and future of recruitment of human resources in beauty industry.

Beauty
カイギ

美容師になりたくない !?
美容専門学校生たち

自分の技術次第で
稼げるのが美容業です

SPEAKERS

YOSHIHARA Naoki

吉原：美容部員やブライダル美容関連
の人気は上がっているように感じます
が、ハサミを持つ純粋な美容師人気は
下がっているのでは？

株式会社アルテサロンホールディングス
代表取締役会長

―― それはどうしてでしょう？

吉原直樹さん

吉原：おそらく「修業が厳しい」というイ
メージがあるのだと思います。そういっ

●

たこともあってか、年間約１万8000人の

(株)ノートラック

(株)アルテサロン
ホールディングス

(株)女性モード社

野嶋朗さん

吉原直樹さん

寺口昇孝さん

ホットペッパー
ビューティーアカデミー

モデレーター

千葉智之

美容業界の「人材採用」、
その未来はどうなる!?

美容業界の最重要課題とも言える「人材・採用」問題。
そこで、業界を俯瞰するビッグ３によるディスカッションを開催！
「新卒採用」を切り口に、業界の現状、解決へのヒント、
そして職業としての可能性についてお話しいただきました。
「採用」はますます激化！
小さなパイの奪い合い

3

あ、その給与をどこから捻出するか、と
いうことを考えなければいけません。

れでも人材確保が難しく、採用ハードル

足」について、現場ではどのように感

て、小規模サロンは採用環境がますま

じていらっしゃいますか？

す厳しい。この状況はまさに、小さなパ

吉原：日本は現在、働いている美容師

イの奪い合いです。

が約50万人。でも美容師免許を持つ人

寺口：青山・原宿のブランドサロンが、

は約100万人。ということは、約半数が

エリアを広げて銀座などに進出するケー

何らかの理由で美容師として働いていな

スが増えてきました。そうすると、また

い、ということになります。実際にサロ

稼げる、社会貢献、やりがい……そこ

やディーラーなどの美容関連業界に進ん

につながる「魅力的な仕事」であること

でいるとも言われています。

を、もっと世の中にアピールする必要が
あると思います。

「美容業界は稼げない」
と言い過ぎでは？

吉原：そうですね。美容師は自分の腕次

美容師は「修業が
厳しい」イメージが
先行していると思う

ては、高い収入を稼ぐことが十分可能な

―― 高校生や美容専門学校生の調査
（本冊子 p.11 ～ 14 参照）では、美容業界

に対して一部ネガティブなイメージを持
たれていました。ちなみに年収は全産
業の平均と比べると低めです（下図）。

のです。

「ブラック求人」を避ける
デジタル・ネイティブ世代

吉原：仮に美容師が年収500万円、つま

―― 2015年の「高校生が就きたい職業

り月に40万円稼ぐためには、個人で月に

ランキング」で、
「美容関連」が上位に入っ

約140万円の売上がいる。ということは、

ています（本冊子 p.9 ～ 10 のコラム）。
吉原：美容部員やブライダルを含めた
「トータルビューティ系」の人気があるの

野嶋：（下図の）数字には、独立した人は

では？

含まれていませんよね。そう考えると、

持を集める「OCEAN TOKYO」などメン

必然的に平均年齢が若くなるわけで、

ズサロンの台頭も影響しているように思

年収も低くて当然です。

います。

美容業界は必要以上に「稼げない仕

あと全国の男子高校生から支
オーシャン

トーキョー

報発信を “ 呼吸するように ” 使いこなし、

困率が上昇している今、
「すぐに稼げる」

若年層の共感を呼んでいます。まさにデ

仕事が注目される。美容業って実はそ

ジタル・ネイティブ世代、現代を象徴す
［次ページに続く］

考

株式会社女性モード社
代表取締役社長

寺口昇孝さん
●
1966年生まれ。90年に
（株）
女性モード社へ入社。
2005年、アメリカ美容市場の研究を兼ねカリフォ
ルニア大学サンディエゴ校へ修学のため渡米、06
年帰国。07年4月
『ヘアモード URESTA！』
の創刊
にともない、編集長に就任。08年に取締役へ、
09年、取締役編集局長兼
『ヘアモード』
編集長に
就任。12年4月、代表取締役社長に就任。12年
10月～ 14年9月、テレビ東京
『表参道 MODE』
に
て番組MCとして出演。ほか、講演、コンテスト審
査など日本全国で幅広く活動中。

NOJIMA Akira

寺口：
「OCEAN TOKYO」
はSNSなどの情

事」と言われているように感じます。貧

参

TERAGUCHI Noritaka

第でお客さまがつく仕事。
がんばりによっ

ますよね。

新卒のなかでも優秀なトップの10％。そ
を下げてきています。そのあおりを受け

れに当てはまりますよね。自分の技術で

美容とは別の業界へ、約２割がメーカー

そこまで稼げる人に
「育てる」必要があり

わゆるブランドサロンが求める人材は、

―― 美容業界で課題とされる「人手不

美容専門学校卒業生のうち、約１割が

1956年生まれ。大学卒業後、美容機器メーカー
に入社。81年に美容室チェーンに転職、営業や
店舗開発、店舗運営に携わりながら、31歳で美
容師免許取得。86年に独立し美容室を開業、
ヴィ
ダルサスーンアカデミーで学ぶ。88年に
（有）
アル
テを設立。以降、事業を拡張し、2006年に
（株）
アルテサロンホールディングスとして持株会社へ移
行。
現在、
「Ash」
「NYNY」
をはじめ6ブランドを展開、
国内外280以上の店舗を傘下に持つ。

株式会社ノートラック
代表取締役社長

野嶋朗さん

年齢・勤続年数・年収を比較！
理美容師

産業全体

平均年齢

30.2 歳

42.3 歳

そのエリアで人材獲得の競争になりま

平均勤続年数

6.7 年

12.1 年

ンを経営している立場から見ても、話題

す。そのなかで採用を勝ちとるためには

平均年収

285.5 万円

にあがるのは「新卒採用」の難しさ。い

給与水準を上げなければならない。じゃ

489.2 万円
出典 ▶ 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」2015 年度

●
1964年生まれ。88年、
（株）
リクルートに入社。マー
ケティング、広告宣伝、進学関連事業責任者な
どを歴任後、2011年のビューティ総研創立時より
センター長に就任、14年退職。15年に
（株）
ノー
トラックを設立。以降、美容業界を中心に、事
業戦略や採用強化、人材育成、経営力強化など
のコンサルティングからメディアプロデュース、セミ
ナー講師まで幅広く手がける。また、ハリウッド大
学院大学教授、
キャリアコンサルタント
（国家資格）
としても活躍。
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Discussion: present and future of recruitment of human resources in beauty industry.

Beauty
カイギ

野嶋：今の若い人が望むのは、合理的
サロンの情報は
ツイッターで集める時代

に正解を教えてくれる教育です。
「要は
何なのか」を、どこよりも最短で・わか

くし、
「採用から定着」
への精度を上げる
ことが大事です。

小・中学生に伝えたい
「美容」という道のこと

日本の世相は
「長く働く」方向です

美容業界は
ニッポンの未来を救う !?

りやすく・正確に教えてほしいと思って

―― そのような志向を持つ学生を採用

いる。彼らの受けてきた教育環境は僕

するために、小規模サロンに必要なこ

らとは違います。そのギャップを理解し

とは何でしょう？

たうえで教育をしないと、
「定着」が難し

寺口：一番の課題は、採用活動のことを

―― 美容業界の今後の課題は？

はさまざまな働き方のロールモデルをつ

くなります。吉原さんのサロンでは、実

知らないことにあると思います。オーナー

吉原：まず、美容専門学校の
「奨学金制

くることが大事。

践されていますよね。

さんたちに「美容専門学校に行っていま

度の見直し」です。日本は、先進国のな

たとえば美容師のＡさん。20歳で就

吉原：はい、
「月2日×10カ月の、練習に

すか？」
と聞くと、
「え、訪問してもいいん

かでも奨学金制度が遅れています。今

職、30代で独立。その後、多店舗展

会保険を完備するといった社会的使命

給与を支払う技術トレーニング」を始め

ですか？」
と返ってくる。もちろん、毎年

ようやく見直す方向に進みつつあります

開をする。70代で少し余裕ができて、

を果たしていく。その積み重ねによって、

ました。よく言われるように1割は非常

学校に顔を出すなど基本的なことがで

が、もっと
「学生とサロン双方にメリット

ビルのオーナーになるというキャリア。

しっかりした基盤のある美容業界につな

るサロンですよね。

にがんばる層、1割は脱落してしまう層、

きているサロンはあります。小規模サロ

がある制度」
にするべきではないかと。

一方、出産と育児で休 職したＢさん。

がっていくのではないかと思います。

野嶋：今の人たちは、もはや「ブラック

残り8割のボリューム層に分かれます。

ンが気をつけたいのは「大手と同じこと

寺口：小・中学校の早い段階から、将

復職後はカラーから始めて、慣れてき

求人」を避けるために情報を見ていると

「この8割をいかに定着させられるか」

を書いている求人票は不利」だというこ

来の選択肢として
「美容業」があがるよ

たらフルタイムに。70歳でも30万円稼ぐ

言ってもいい。専門学校生の学年上下

がポイント。いずれにしても投資は増

と。学校や学生からすると、どのサロン

うに、正しい情報を伝える手段が必要

ことができる……などなど。多様な働

間の情報の影響も最近では大きいです。

えます。

も同じに見えてしまいます。

では？

き方があることを、具体的に示していく

先輩が店を離れた話に尾ひれが付いて

野嶋：でも、またイチから採用活動をす

―― 大手ほどの手厚い待遇やマネジメ

学校に対する知識が少ない。それでは、

ことが大切です。

拡散する。辞めてしまう若手には、離

るコストよりは、ムダがないかもしれま

ントが難しい小規模サロンは、
「オー

自分の生徒に美容の道をすすめること

野嶋：日本の社会の流れは「長く働く」

職時の面談も重要です。それが学校側

せんね。

ナーの人柄」をうまくアピールする必要

はできませんよね。

方向。ある程度の年齢になったときに、

のサロンへの信用・評判にも影響します。

寺口：最近の学生に見られる「安定志向」

があるのでは？

野嶋：大学進学実績が高校の重要指標

辞めた原因には、サロンとスタッフの相

も気になります。

寺口：そうですね。
「オーナーの人柄」

になっているため、進路指導現場では

すよね。

性もあったはずなのに……。

―― 生まれたときからずっと不景気の

や「どんな美容師がほしいのか」という

生徒に大学進学を推奨し、専門学校進

―― そのようなお話をうかがうと、美

寺口：若者たちのコミュニケーション環

なかで過ごしてきた世代。まわりに期

希望を、求人票で伝えていないところ

学指導の優先順位が下がる傾向にあり

容の仕事って、とても将来性のある職

境が変わりましたよね。情報はSNSで

待しない、自分のことは自分で何とか

が多い。採用がうまくいっている小規模

ます。一方、働き方などの「仕事観」や「覚

業だと思います。

手軽に、スピードも速い。サロンの情

しなければという意識。その裏返しと

サロンは、それができています。

悟」がなければ、現場ではギャップにひ

吉原：今後、
「訪問美容」の広がりにも

報は、実際の訪問とその店のツイッター

もとれる「安定志向」なのでしょうか。

るんで長続きしません。つまり、美容専

可能性を感じます。
（※訪問美容とは、

で集める。

寺口：昔はハングリーな人が多くいまし

門学校から高校へのアプローチ難度が

高齢・病気などで外出が困難な方のた

野嶋：共感性重視の世代ですからね。

たが、今はワークライフバランスを重視

上がっているんですね。
「採用」と「定着」

めに、自宅や施設にうかがい美容サー

マイナスのレッテルを貼られたら、あっ

する人が増えています。
「そこそこ」食べ

を考えると、大切なのは技術教育だけ

ビスを行うこと）

という間に拡散する。たとえ、それが

ていければいい。所有欲が低いので
「モ

吉原：サロン紹介のパンフレットも、ど

ではない。バランスのよい仕事観を形

不確かな情報であっても。一度落とさ

ノはシェアする」
、そういう若者が多い

こも一緒。写真が違うくらい。
「自サロ

成する「教育の体系化」が重要です。

れた評判を挽回するのは、相当難しい

ですよね。

ンの一番のウリ」を、わかりやすく書い

容師さんがいらっしゃいます。また化粧

ておくべきですよね。
「ほかのサロンがし

品販売の方には90歳を超える人も。美

ないことをする」のが重要。極端なこと

容業って「若いうちしか働けない」
と思わ

と思います。

「要するに」世代と
「そこそこ」志向

5

「学校訪問はしていますか？」
その問いに返ってきた答えは……

若者の「要は何なの」に応える
教育の見直しが必要ですね

「小規模＝アットホーム」ばかり。
本当に伝えるべきことは？

を言えば、休みを価値基準にするなら、
週休3日制にするとか。もちろん経営者
として、それを実現できる方法を考えな

高校の先生たちも、美容専門

美容師は国家資格。
70 歳でも 80 歳でも
働けますよ

吉原：美容業界全体に言えることです
が、独立や他業界への転職だけではな
いキャリアパスが必要です。そのために

「好きな仕事があるかどうか」も大事で

70歳までできる仕事ってなかなかない
ですよ。
「QB ハウス」には78歳の現役理

れがちですが、やり方次第で長く働ける
仕事なのです。
野嶋：最近は、異業種から美容業に参

Summary

言うまでもなく、美容業界にお
ける採用環境は、少ないパイを
多くのサロンで取り合っている状
況です。そのなかで、デジタル・
ネイティブに代表される世代との
ギャップを念頭においた「採用
活動」が求められています。特に
小規模サロンにおいては、いかに
「オーナーの人柄・そしてサロン
独自のウリを明確に伝えることが
できるか」
に、かかっているといっ
てもいいでしょう。
人生100年時代……、生涯輝きな
がら働くことができる美容業は、
稀有で貴重な仕事です。ホット
ペッパービューティーアカデミー
では、そんな美容業界の魅力を
たくさんの方々に伝えていくこと、
そして、それを実現するための環
境づくりのサポートを今後も行っ
ていきたいと思います。

―― ほかに、かつてと今の学生の違い

いといけませんが。

入する企業が増えています。ただ「表面

はありますか？

寺口：小規模サロンはどこも「アットホー

上の形＝ハードの部分」をマネすること

吉原：いつの時代も「イマドキの若者は」

ム」と書きがち。それでは差別化はでき

はできても、
「美容師としての想いや使

と言いますよね。僕らも言われていた

ませんよね。大切なのは、
学生が見て
「自

命＝ソフトの部分」をつくることは難しい

（笑）
。今の学生は
「待遇」
を気にします

分たちがこうなれる」というのがわかる

と思います。

が、それは社会環境の変化によるもの。

こと。たとえば「体験入店」は、学生が

吉原：サロン経営者は、人を育て、働く

ホットペッパービューティーアカデミー
アカデミー長

週休２日が当たり前の時代に生まれた世

思い描くサロンや仕事と、実際のギャッ

人に利益を生み出し、定期的に人材を

代ですから。

プをなくす手段。入店前にギャップをな

採用する。そして社会性を身につけ、社

千葉智之
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01

データ

The current conditions of recruitment in Beauty industry

低下を続ける18歳人口。2018年からは、さらに減少していきます。
美容業界への影響はどうなるのでしょう？

美容業界の新卒採用は

進路決定の渦中にいる学生たちの統計推移から、新卒採用環境の現状を考えます。

今のままで大丈夫？

Q

Q

「美容室数」と「美容師試験合格者数」の関係は？

新卒者の動向から見る美容業界の動きは？

「18歳人口」と「専門学校の入学者数」の変化は？
万人

18 歳の人口
専門学校の入学者数

24万

人

250000

美容室数
美容師試験合格者数

店

軒
250000
240000
230000

18歳人口は

119万

200万
人強

220000

人

ピーク時の
18歳人口は

専門学校の入学者数は

微減程度

210000
200000

200000

27万人

50000
40000

出典 ▶ 文部科学省「学校基本調査」学校基本統計

30000

合格者の
ピーク

美容室数は増加、
なり手は減少
美容室数は景気に左右されることなく、
一貫して増加を続けています。そしてつ
しかし、p.7にもあるように、若年人口

10年間で
1万人減

50000

は減る一方です。それにしたがい、美容
師のなり手である試験合格者も減少して

の約2万人に

おり、新卒採用の厳しさは募るばかりと
いう状況になっています。

20000

※「衛生行政報告例」の施設数＝登録店舗数

10000

理美容専門学校の「入学定員数」と「入学志願者数」の変化は？
人

POINT !

いに、2015年には24万店を超えました。

専門学校
入学者数は

年

Q

2015年

約

年
出典 ▶ 厚生労働省「平成 27 年度衛生行政報告例」美容所数の推移、（公財）理美容師試験研修センター HP「過去の美容師国家試験実施状況」2016 年

「シザーズリー
1999〜2000年
グ」
放映
（フジテ
カリスマ
レビ系列）
美容師
「ビューティフ
ブーム
ル ラ イ フ」
放映
（TBS系列）

column

美容業界の「2018年問題」とは？

2004年を境に

専門学校の
定員割れ

入学定員数
入学志願者数
年

出典 ▶ 文部科学省「学校基本調査報告書」初等中等教育機関

2018年を境に18歳人口が今まで以上に減少することか
ら、大学側は入学者数の低下を食い止めるべく策を講じ
ています。4年制大学の定員割れは、高校生にとっては入
りやすくなるとも言えるので、大学進学率が上昇する可

能性も……。そうなると専門学校の入学者減少が予想さ
れ、美容業界にさらなる人手不足を招く事態に。未来の
なり手を増やすため、美容という職業の魅力をアピール
できる環境づくりが迫られています。

各種学校編

若手の採用はどうなる？
POINT !

7

美容業界を目指す人は減少、新卒採用環境はさらに厳しく

18歳の人口は、1992年をピークに減り続けています。大学への進学

容系への入学者数は、カリスマ美容師ブームの終焉とともに、定員割

率は、09年以降、50％以上に増加。そのなかで、専門学校は進学

れが続いています。確かに18歳人口との対比で見ると、ここ数年は

者数を微減程度でキープしています。ただ近年、若年層の安定志向

美容系希望者の割合は増加傾向とも言えます。しかし、若年人口の

を反映した医療系人気がこの数字を支えているようです。一方で美

低下にともなう新卒者獲得競争の激化は避けられません。

18歳人口の減少

他業界との
人材獲得競争の激化

美容サロンに求められること
・労働環境の整備
・美容業の魅力を発信
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データ

The current conditions of recruitment in Beauty industry

将来の進路を考える高校生にとって、美容業界はその選択肢のひとつになりうるのでしょうか？

高校生 と 保護者 に聞いた

高校生とその保護者から、美容業界はどのように見えているのでしょう？
調査データから現状を見ていきます。

美容業界のイメージって？

Q

Q

将来の理想的な「働き方」とは
高校生 に聞いた

将来の仕事選びで重視するのは？

%

63.7

安定した職業

Q

子どもの将来へ関与したい？

保護者 に聞いた

子どもの意見を尊重 ●

子どもに就いてほしい仕事は？

%

52.7

26.4 夢を叶える

32.6

26.0 高収入

手に職をつける

28.0 生計を立てられる

24.1 人に役立つ

13.9

安定した職業

37.0 長続きする

安定志向

安定性重視！

34.1

本人の
希望重視！

2014年調査時より
6.5%UP

● 子どもの意見を
尊重しながら関与

22.1 社会に役立つ

非常に反対 ●

● 賛成

反対 ●

やや反対 ●

7.61.0
18.8
8.1

22.1

%

3 2

24.3

● 非常に賛成

人
人に
が反対

39.5

● やや賛成

25.0

90

％
近くが
関与希望

出典すべて ▶ ホットペッパービューティーアカデミー「高校生及び
保護者の進路・美容業界に関する意識調査」2016 年 12 月
※反対・賛成理由は自由回答をコーディング処理して集計

世相を反映する高校生と保護者の「安定志向」

POINT !

職業選択の背後にある、無視できない保護者のカゲ

高校生の回答では、1位に
「安定した職業」、そして3位に「長続きする」

一方、保護者は「本人が希望する職業」をトップとしながらも、ほかの

がランクインしました。進路決定に「安定志向」の影響が見られます。

上位項目から、子どもの安定性を願っていることがわかります。景気

子どもの進路に「関与したい」と回答した保護者は90％近く。少子化

を目指すことに「反対」です。
「子どもに適性がない」という理由は仕方

これは、現在の高校生が幼少期から好景気を経験したことがないと

に翻弄され続けるバブル世代と団塊ジュニア世代が保護者の多数を

が進む昨今「友だち親子」が増え、仲の良い親子の多さが影響してい

ありませんが、労働環境の厳しいイメージを払拭できるよう、保護

いう、時代背景も一因にあるでしょう。

占めることは、この理由のひとつにあげられるかもしれません。

るかもしれません。そして保護者の3人に 2人は、子どもが美容業界

者世代にも美容業界を知ってもらう必要がありそうです。

22位

高校生 ［男子］

高校生 ［女子］

1位

教師

1位

看護師

2位

公務員（国家・地方）

2位

保育士・幼稚園教諭

3位

技術者・研究者

3位

教師

4位

建築設計士

4位

公務員（国家・地方）

5位

製造・加工・組立

5位

事務

22 位

美容師・理容師

22 位

美容師・理容師

2015 年
高校生 ［男子］

高校生 ［女子］

1位
2位
4位
5位

1位
2位
3位
4位

公務員
教師、
製造業
（自動車・造船など）
建築士・建築関連
リハビリテーション関連
（理学療法士など）
IT関連

10 位

美容師・理容師
（エステティシャンなど美容関連）
薬剤師、会社員

10位
女子7位

男子

看護師
保育士・幼稚園教諭
教師
芸能関連
（俳優・アイドル・ミュージシャンなど）
5 位 薬剤師、管理栄養士・栄養士
…

※2013年の調査では、
「エステティシャン」
という選択肢がなく、
2015年の調査で
は、
「美容師・理容師」
に
「エステティシャンなど美容関連」
も含む選択肢に変更
出典▶（一社）全国高等学校PTA連合会・
（株）リクルートマーケティングパート
ナーズ合同調査「高校生と保護者の進路に関する意識調査」2013年、2015年

男女とも

…

隔年で行われる「高校生の就きたい職業ランキング」調
査によると、2015年に美容師・理容師はトップ10にラン
クインしました。2013年の結果と比較してみましょう。

2013 年

…

高校生が就きたい職業、
その変化の背景は？

…

column

9

子どもが美容業界を目指すことには賛成？

（長時間労働、師弟制度など）

※複数回答
出典すべて ▶ ホットペッパービューティーアカデミー「高校生及び保護者の進路・美容業界に関する意識調査」2016 年 12 月

POINT !

5.6
%

保護者 に聞いた

● できる範囲で関与

● ある程度関与

27.0 資格取得

17.6 手に職をつける

Q

● 積極的に関与

86.4

本人が希望する職業

46.2 やりがい
32.3 長続きする

保護者 に聞いた

7位

美容師・理容師
（エステティシャンなど美容関連）

2015年「美容師・理容師」は男子で 10
位、 女 子で7位とランクアップ。 調 査
の選 択 肢として「美容師・理容師」の項
目に「美 容関 連 」が 加わった影 響もあ
るか もしれ ま せんが、 女 子で いうと
エステティックやネイルなどを含めた
「トータルビューティ」人気も関係して
いるように思います。男子は、カリス
マ的な人気を誇る一部の「メンズサロ
ン」や「 おしゃれ バーバー」の 流 行 が、
要因として考えられるでしょう。
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The current conditions of recruitment in Beauty industry

高校生 と 保護者 に聞いた 美容業界のイメージって？

高校生 に聞いた「美容師」のイメージは？
%

華やか

39.9
38.6

おしゃれ
職人的

54.0

Q

保護者

POINT !

34.0 肉体労働
30.2 おしゃれ

出典すべて ▶ ホットペッパービューティー
アカデミー「高校生及び保護者の進路・美
容業界に関する意識調査」2016 年 12 月

れや 流行に敏 感な 年 頃 。 ふだ
ん接する美容師の姿や、テレビ
POINT !

ティック・ネイルの世界が、ファッ

高校生 に聞いた「エステティシャン」
のイメージは？

おしゃれ

ここでは美容師を例に、高校生と保護者が持つ美容の仕事イメージ

「労働環境」に関するネガティブイメージをあげました。この差は保護

た、これらの職業は資格や技能

のギャップに注目します。高校生は上位4つをポジティブイメージが占

者世代の美容師に対するイメージ、また社会経験を通して感じた視

が必要な専門職であると知って

めたのに対し、保護者は3位に「長時間労働」、次いで「肉体労働」と、

点から生まれたものかもしれません。

いることから、
「職人的」という

Q

イメージを持っていると思われま
では「肉体労働」のイメージがあ
がっているものの、高校生の目

30.0

には、美容の仕事はおおむねポ
ジティブに映っているようです。

17.0

「労働環境」という現実に目を向ける保護者たち

ショナブルに映るのでしょう。ま

す。美容師とエステティシャン

35.2

華やか

※複数回答

か」
「おしゃれ」
「職人的」。おしゃ

や雑誌などで見聞きするエステ

職人的

39.8
34.3

通するトップ3イメージは、
「華や

15.0 肉体労働

%

華やか
長時間労働

「おしゃれ」で「職人的」。
ポジティブなイメージ

46.5

職人的

高校生が回答した、3職種に共

16.1 やりがい

Q

%

「美容師」の仕事とは？
がイメージする

高校生 が感じる 美容業界を目指すときのハードルは？

適性が不安

35.5％

15.0 肉体労働

他分野にも
希望

31.7％

「保護者か
らの反対」
は影響小

学費が高い

26.5％

労働環境・
条件が不安

20.3％

保護者の反対

16.3％

通える範囲に
学校がない

9.7％

12.9 人に役立つ

Q

POINT !

高校生 に聞いた「ネイリスト」のイメージは？

ハードルと感じる理由のトップは、
「適性が不安」
。
フリーコメントを見

にとどまっているように思います。ただ、
「給料が高くないと聞く」
「パー

ていくと
「今は美容との接点がなく、仕事に活かせる自信が持てない」

マやカラーなどの薬品が体に悪そう」
という高校生のコメントもあり、

「センスがない」
といった声がありました。
「保護者の反対」
は案外少数
%

華やか
おしゃれ
職人的

38.1
33.8

12.9 やりがい

そういった一部のイメージがハードルになっているのは残念です。

53.8
column

14.3 若い世代の仕事

11

一番のカベは「自分の適性に不安」があること

※複数回答
出典すべて ▶ ホットペッパービューティー
アカデミー「高校生及び保護者の進路・美
容業界に関する意識調査」2016 年 12 月

若者の「社会貢献志向」について

若い世代での「社会貢献志向」の高まりが指摘されて久しいです。一説には 2011 年の東日本大震災をきっかけに、そのよ
うな志向が定着していったと言われています。私たちが高校の先生に行ったヒアリングでも
「人の役に立つ仕事をしたいから、
美容師か介護士になりたい」
「将来、介護施設で働くためにトータルビューティを勉強したい」という生徒の声が多くなった
と聞きました。次ページからの「専門学校生調査」でも、その一面が垣間見えます。また昨今の若者は就職先を選択する際、
企業の「CSR（社会貢献活動）」に着目する傾向があり、そのあたりも採用活動を行ううえでヒントになりそうです。
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The current conditions of recruitment in Beauty industry

先生や先輩たちを通じて、現場事情を知るチャンスのある美容専門学校生。

美容専門学校生 に聞いた

学生たちは、その仕事をどのようなイメージでとらえているのでしょうか。
また、美容専門学校生が希望する、将来の仕事に関わるデータも紹介します。

美容業界とは？

Q

美容の仕事に抱くイメージ

「美容師」のイメージは？
%

70.9
68.2

やりがい
休みが少ない
華やか

66.8

長時間労働

66.2

POINT !

「やりがい」
「社会貢献度」
に着目する専門学校生
「おしゃれ」
「華やか」という表面

Q

肉体労働
やりがい
職人的
高収入

40.3

39.4
38.6
35.6

かもしれません。ここで、美容
師に対するイメージを見てみま
しょう。
「休みが少ない」
「長時間
労働」という
「労働環境」に着目し
ている点、ここに高校生の調査
結果とギャップが見られます。こ
の結果には、実習や先輩の話な
どを通じて、リアルな現場感を
持っていることが反映されたの

72.2

Q

華やか
やりがい
職人的
おしゃれ
人に役立つ

13

%

50.6 %

Q

4位

平均勤続年数が比較的短い業界

給与・賞与が高め

ですが、学生は就職先に長く勤

55.0 %

めたいと考えていることがうかが
えます。1位の「経営が安定」とと

5位

評判のよさ

もに、
「福利厚生が 充実」や「結

51.6

婚・出 産 後も続けられる条 件」
が上位に入っているのは、そのあ

%

らわれでしょう。

美容専門学校 に通う「女性」に聞いた

POINT !

多数は結婚後も出産後も
「仕事を続けたい」

結婚・出産後も仕事を続けたい？
美容師

結婚後も続けたい

94.7
%

美容師

33.0

Q

89.8
%

エステティシャン ネイリスト

99.9
%

88.8
%

エステティシャン ネイリスト

66.6
%

88.9

※エステティシャン、ネイリストの数値は調査対象者数が少ないため参考値

1 学校の求人情報
2 講師・先生のコネクション
3 美容サロン検索サイト

34.7
※複数回答
出典すべて ▶ ホットペッパービューティー
アカデミー「美容専門学校生の美容業界に
関する意識調査」2017 年１月

4 求人サイト
5 雑誌

を続けたいと思っています。しか
し実際の現場では、結婚や出産
を機に仕事を辞める女性が多い
変化に対応できる環境や仕組み、
多様なキャリアパスを描けること
が求められていると言えます。

%
POINT !

主力は学校とネット。
あらゆる手段を併用

就職先の探し方は？

40.7
37.1

専門学校生の多くが、長く仕事

のも実情です。ライフスタイルの

美容専門学校生 に聞いた

43.9

32.2

57.0

結婚・出産後も
続けられる条件

かもしれません。

「ネイリスト」のイメージは？

福利厚生が充実

%

出産後も続けたい

%

%

6位

の数値の高さが特徴です。すで

事の本質をより理解しているの

人に役立つ

74.6

い」
「人に役立つ」といった項目で

門学校生だからこそ、美容の仕

「エステティシャン」のイメージは？

人間関係が良好

経営が安定

POINT !

「長く働きたい」から
安定した基盤を求める

3位

2位

1位

的なものだけではなく、
「やりが

に美容の道に一歩進んでいる専

%

Q

働きたいサロンの要素は？

78.7

おしゃれ

将来、仕事に望むこと・就職先の探し方

学生は幅広い手段で就職先探し
をしています。なかでも強いのは
%

62.3
36.8
30.5
29.1
23.8

学校関係のもの。次いで美容サ
ロン検索サイト、求人サイトでし
た。同様にサロン側の求人発信
も、さまざまなアプローチを意
識する必要があるでしょう。
※複数回答
出典すべて ▶ ホットペッパービューティー
アカデミー「美容専門学校生の美容業界に
関する意識調査」2017 年１月
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データ

The current conditions of recruitment in Beauty industry

これまでのデータからわかってきたのは、美容業界は華やかながら、働くには厳しい環境と
イメージされていること。では、美容業界ではこの状況にどう対応しているのでしょう。

ヘアサロンオーナー調査から見えた

ここではヘアサロンの動きに着目して、現状の傾向を追ってみます。

新卒採用の現在

Q

人材採用に関わる動きは？

過去1年間の
人材採用の状況は？
新卒

44.0

Q

中途

33.3
採用実績なし

51.3

%
休眠美容師

16.4

※「採用実績なし」には、採用の必要がなかったサロンも含まれている可能性あり
※複数回答

POINT !

募集手段

77.9
48.2
32.8
23.1
22.6

SNS

ハローワーク

知人からの紹介

POINT !

応募手段
自社ホームページ

美容学校への求人

ハローワーク

SNS

自社ブログ

1位はともに「学校への求人」

約半数が「過去1年採用なし」という結果に……。調査は全国7都

双方の手段として圧倒的に強いのは「美容学校への求人」。学校主

道府県で行いました。
「新卒採用」ができたサロンは全体で見ると

催の就職ガイダンスへ参加するには、学校との良好な関係づくりが

44.0%ですが、エリア別で最も高いのは東京で51.0％。平均数値

大切です。また、他社と差別化できる求人票の作成など、学校が

を引き上げているので、地方ではさらに厳しい状況が予想されます。

学生に自サロンを紹介しやすくなる工夫も必要でしょう。

新卒者の採用に効果的な方法はある？

本冊子 p.10 でも紹介したように、子どもの将来へ関与したい
高校生の保護者が多いことがわかりました。美容業界が子ども
たちの将来の選択肢になるには、保護者に業界のことを知って
もらうことが先決です。では、その情報源はどこにあるのでしょ
う？ 右は、高校生の保護者に尋ねた「進学先情報の入手先」
です。高校生と保護者にとって影響力の強い高校の先生たちに
も、業界のことを正しく伝えていく必要がありそうです。
出典 ▶（一社）全国高等学校 PTA 連合会・（株）リクルートマーケティングパートナー
ズ合同調査「第 7 回 高校生と保護者の進路に関する意識調査」2015 年

Q

スタッフの平均勤続年数は？
%

3 年以下

60.0

4～5年

16.0

6 ～ 10 年

17.0

11 年以上

7.0
0

%

44.9
18.2
12.6
9.8
9.8

美容学校への求人

自社ホームページ

出典左右 ▶ ホットペッパービューティーアカデミー「ヘアサロンの採用状況に関する調査」2016 年 12 月

「採用実績なし」のサロンは、半分以上

column
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新卒採用の募集手段と
応募手段は？

ヘアサロンの労働環境の現状は？

高校生の子を持つ保護者の
進学先情報の入手先
1位

高校の担任の先生

2位

子どもが持ち帰る資料

3位

各学校の学校案内など

4位

各学校のホームページ

Q

5

Q

月間の平均休日数は？

60％の人が
3年以下で
離職

日／月
正社員
スタッフの
平均

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

出典 ▶ ホットペッパービューティーアカデミー「休眠美容師に関する調査」2015 年 12 月
※理美容師を辞めた人を対象に、最後に働いたサロンの勤続年数を聴取

スタッフの離職理由とは？
%

人間関係

給与の低さ
仕事内容

休みがとれない
長時間勤務

38.8
32.5
22.5
18.8
17.5

出典 ▶ ホットペッパービューティーアカデミー「ヘアサロンの採用状況に関
する調査」2016 年 12 月

POINT !

ネガティブな労働環境が浮き彫りに

3つのグラフからヘアサロンにおける労働環境の実態を
見ていきます。
「勤続年数」は 3年以下で辞めてしまった
人が 60.0%と高い数値に。続いて「休日数」は月平均
で 6.6日。ちなみに「完全週休 2日制」の割合は全産業で

トップ５
のうち３つが
労働環境

50.7%、対してヘアサロンが該当する生活関連サービス
業では 39.5%と平均を下回りました（厚生労働省「平成
27年 就労条件総合調査の概況」）。最後に「離職理由」

35

40

出典 ▶ ホットペッパービューティー 「仕事に関するアンケート」 2016 年 9 月

column

6.6

の上位は、労働環境に関するネガティブな回答が目立つ
結果となりました。

無視できない社会保険のこと

ヘアサロンの社会保険加入率は、公的なデータはないもの
の、一説には 20〜30％とも言われています。これは終身
雇用の習慣が、理美容業界に少なかったことにも起因して
いるかもしれません。近年は安定的な発展を目指し、長期
的な雇用を考えるサロンも増えました。これにともない、社
会保険が雇用する側、される側双方を守るものとしての理
解が進み、加入への動きが高まっています。
加入に際しては、双方が負担する費用をまかなうために、
給与やサロンの経費、売上など総合的な見直しが必要です。

経営者としての社会的使命でもある社会保険の整備は、サ
ロンで働くスタッフが安心して働ける場になるだけではなく、
健全で発展的な業界づくりにも欠かせません。
本冊子p.14の美容専門学校生に聞いた「働きたいサロンの
要素」でも「福利厚生が充実」は上位に入っています。社会保
険への加入が、高校生や専門
学校生ら、将来のなり手の確
保にもつながっていくでしょう。
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前ページまでのデータ紹介から、美容業界における新卒者採用の
「現状」
と
「厳しさ」
が見えてきました。
ここでは、新卒採用に取り組むための「基本的なステップ」を紹介していきます。

これからの新卒採用に向けて

計画の立て方、順序、大切にしたいポイントをピックアップしました。

人材採用の基本ステップ

▼

人材採用のステップ

何のために、どんな人を採用するのか？

NG

1

採用で陥りがちなパターン！？

従業員の
高齢化

「現場が人手不足と言うから」
、あるいは「とに
かく若手が必要」などと計画もなしに、とりあ
えず人員募集。これでは、もし人を採用できて
も、すぐに離職……など、労力とコストのムダ
遣いという結果を招くことになりかねません。

Q

とりあえず

欠員補充

A

NGパターンから脱出するには？

▼

▶︎ 採用活動

採用計画

理念・ビジョンを実現
するための道筋・方法

戦略を推進するもの
日常の業務

採用告知

▼

大切なのは、
「何のために」人を採用するのか、とその目的
を明確にすること。そのためには、会社や組織の理念やビ
ジョンから戦略、経営計画に至るまで、すべてを見直すこ
とが第一歩となります。このように、
「 採 用」を考えること
は、経営全体を見渡すことにつながるのです。

「採用計画」とは、採用に関わる

スケジュールおよび「採 用告知」
から「ふりかえり」、そして「定着・
育成」に至る、準備のすべてを指
します。準備段階でまず重要な
ことは、事業計画に沿って「求め
る人材像」を具体化すること。右
にまとめたのは「採用計画」で大
切にしたいチェック項目です。

経営理念
ビジョン
戦略

経営計画

理念が定まっていないと
戦略は絵に描いたモチに

計画もつぶれる

組織・人事・管理
計画の実行

▶︎

選考

4
▶︎

5

内定
フォロー

6

▶︎ ふりかえり ▶︎ 定着・育成

採用計画

column

■チェック項目■
□

採用目的

□

組織のなかで強化すること

□

人材に求める能力

□

採用人数・時期

□

雇用形態

□

募集コスト

□

採用ルート・方法

採用したい
人材像を
具体化する

従業員の満足を高めることが「定着」につながる

「採用」と一緒に考えたいのが、
「定着＝長く働いてもらうこと」です。特
にサービス業においては「顧客満足度（CS）の高さ」が「業績や成果」に
直結します。それを支えるのは、社内の評価制度や人材育成制度が生
み出す「従業員の満足度（ES）の高さ」なのです。ESが高ければ、能力
を発揮する従業員が増え、顧客へ提供するサービスを向上させます。
それが顧客とのよい関係を生み出し、顧客が店や企業を選ぶ理由にな
るのです。美容サロンも、この好循環を生み出すことが、優秀な人材
の採用と定着につながります。p.21から紹介する「新卒採用に成功し
たサロン事例」ページでも、この循環をつくり、人材の定着と新卒採用
に成功した例が見られます。

従業員
満足度
ES

▶︎

戦略を実行するための
具体的な方法

▶︎

3

「採用計画」のポイント！

「採用」は「経営」の大切な部分

組織のありたい姿

17

年齢層の
平準化

2

1 からくり返す

▶︎

ヒント

Tips for new graduates recruitment plan

業績・成果

▶︎

DISCUSSION

顧客
満足度
CS
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前ページでは、基本的な人材の考え方と新卒採用の流れをおさえました。
では、新たな仲間を迎えるために、美容サロンはいつからどのような動きをするべきでしょうか？

美容サロンの

サロン体験

冬休み実習受け入れ

学校訪問（次年度向け）
・ガイダンス、説明会
情報の収集

2月

のポイントを参 考に、

内定告知

7月
夏休み実習受け入れ

▼

▼

▼

▼

▼

▼

・「チームワーク重視、長く働きたい人」
「独立志
向の人」など、自サロンのほしい人材像を明確に

② 年間で具体的な動きを決める
③ 準備に必要な事柄を決める

・ 事業計画書、サロン案内冊子などの資料
・ WEB や求人メディア、SNS の活用方法
・ サロン体験の設置

・面接
就職フェアに参加

採用はオーナーのみで
取り組まず、学校訪問
やガイダンス参加、学
生フォロー、制作、統
括など、スタッフで役
割分担しておきましょ
う。学生に近い年齢の

内定者フォロー

学校訪問

二次採用活動

・お礼、
次年度に向け
てフォロー
就職フェアに参加

スタッフ、先輩スタッフ
を上手に組み合わせる
のが成功のコツです。

た対策も有効です。

04

Step-

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

① 責任者（オーナーでも OK）を置く

・ オーナーとスタッフ、先輩と若手スタッフなど、
学生の目線を意識した組み合わせに

② 採用チームのモチベーションを上げる

・ 採用担当者が孤立しないよう、先輩スタッフが
担当者の悩みを聞くなどのフォロー体制をつくる
・ 制作物などでは、学生目線に近い若いスタッフ
の意見を尊重することも大切

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

② 学生から情報収集

就職フェア・説明会参画、
開催

・ 学生の情報・自サロンへの興味度を知るため、
簡単なアンケートを活用してもよい

自社 HP/ ブログ活用と工夫

・ 学生のニーズをヒアリング、サロン見学などに誘導

③ サロン体験の予約受付

・ サロン見学、体験入店などの予約をその場で確保
できるよう、カレンダーや予約申込書も準備

の本音を上手く引き出
し、いい人材を面接に
誘導しましょう。また、
体験や面接後は、学生
と学校へのていねいな
フォローが大切です。

体験入店など学生の受け入れ

① 事前説明

② 体験後アンケートの実施

絶好の機会です。学生

SNS による情報発信の工夫

動画による情報発信の工夫

す。また、学生は就職
という、双方にとって

学校へのアプローチの工夫

・ サロンの様子がわかる
「動画」
やSNSの
「画像」
な
ど、ビジュアル訴求が効果的

生を知ることができま
後のギャップをなくせる

新卒採用告知の工夫例

・ 短時間の交流の目的は学生との関係を深めること。
サロンの説明は魅力が伝わるよう簡潔に

・「このサロンで働きたい」と思ってもらえるように、
サ
 ロンについて改めて説明。体験入店の場合は、
カリキュラムなどもていねいに

興味を持ってくれた学

―ヘアサロン5軒、ネイルサロン2軒、エス

店舗展開」
という選定基準で掲載しています。

① コミュニケーション重視

サロン体験

サロン見 学 や 体 験 入
▼

採用チームづくり

▼

・ガイダンス、説明会
に参加

コード」をつけるといっ

店 で は、 サ ロン 側 は
▼

面接

6月

19

左のカレンダーや以下

やすいように
「二次 元

学校訪問（2年生）

待遇・育成制度の見直しと改善

5月

10月

とです。

くりをします。

春休み実習受け入れ

4月

9月

年間で計画を立てるこ

自サロンに合う計画づ

サロン見学・サロン
体験受け入れ

8月

ために大 切なことは、

かの印刷物には、学生
がその場でアクセスし

① ほしい人材像を決める

▼

3月

新卒採用を成功させる

▼

・実習告知

▼

資料作成など

採用計画の立案

▼

・説明会告知

て臨みましょう。また、
レットや冊子、そのほ

▼

採用チーム発足

Step-

▼

1月

学校訪問（次年度向け）

前準備をしっかり整え
サ ロン 案 内 のパ ンフ

▼

12月

採用計画立案

加の機会をつくり、事

Step-01〜Step-04のポイント！

▼

11月

サロン外

▼01

は、学校訪問などで参

を成功させている、小規模なサロンの事例

なお、今回は
「小規模サロン＝5店舗以下の

・ 良好な関係維持のため、定期的な訪問を

ガイダンス・就職フェアに参加

学校主催のガイダンス

▼

サロン内

03

Step-

Step-01 からリスタート

新卒採用成功カレンダー［例］

に応じて、見極めを。

いサロン」
です。次ページからは、
「新卒採用」

テティックサロン1軒―を通して紹介します。

▼

▶︎

採用活動の
次年度活動
▶︎
▶︎
ふりかえり
の準備

▼

美容サロンは、その多くが
「個人経営＝小さ

求人メディアの活用

・ 感想、サロンに求めること、面接希望の有無など
を項目に入れると、その後の流れがスムーズに

③ 面接などの予約に誘導
④ 学生へのフォロー

・ 学生とのつながりを維持することが大切。
SNS を活用し、サロン体験の画像などを UP
して学生と情報をシェア、内定者をアルバイトに
誘導するなどの情報発信をしたい

⑤ 学校から学生を紹介してもらった場合
は、結果報告を学校へ

サロン紹介の制作物

▶︎

もあるようです。学校

④ 訪問後はお礼の電話やメール、
定期的なフォローを忘れずに

▼

以降、本題に入ること

▼

ガイダンス
・
▶︎
就職フェア
に参加

拶や近況報告、2 回目

Step-04

・ サロンの概要、また待遇面や制度などがわかる
資料を持参

▼

学校訪問

▶︎

Step-03

③ 自サロンの告知をする

▼

Step-02

・ 就職ガイダンス、学校行事、オープンキャンパス、
卒業式など

小さなサロンの
アクションは？

▼

事前準備が大切です。
な お、 初 回 訪 問 は 挨

Step-01

採用計画の
立案
＋
採用チーム
づくり

絡 を。 話 題 や 資 料 の

▼

サロンの新卒採用サイクル

▼

の出 身 校には ぜ ひ 連

① 卒業生の活躍報告・近況報告を兼ねた挨拶
② 学校行事などの情報をヒアリング

▼

第一歩。特にスタッフ

▼

▼

顔を出すことが活動の

▼

美容サロンにおける新卒採用のキホンとは？

学校訪問

▼

02

Step-

▼

新卒採用のステップ

▼

ここからは、サロンの採用活動の流れとそのポイントを、参考例を交えて紹介していきます。

▼

ヒント

Tips for new graduates recruitment plan

▼

DISCUSSION

サロン事例のアイコン

▶︎

採用に成功している
サロン事例は次ページから
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Case studies of the strategic recruitment at Beauty Salons

新卒採用
の

▶

Nanea

スタート
長く働いてくれる
スタッフがほしい

▶

プロセス

ナネア

オーナーの右腕として
採用に取り組んできた

茨城県・守谷

DATA

チーフ
飯塚尚平さん

創業年：︎1999年
店舗数：︎1店舗
スタッフ数：︎6 名（うちスタイリスト 3 名、
アシスタント 2 名、着付け 1 名）
住所：茨城県守谷市ひがし野 4-1-3
NaneaBLD1F
（つくばエクスプレス守谷駅から徒歩 10 分）
URL : http://nanea.net

採用告知の工夫
oint

「若手スタッフ」
の存在が、
学生との距離を縮める
学校のガイダンスに参加するときは、学生に近い年齢の若手スタッフをでき

2017年
2016年
2015年
2014年

1名予定
なし
1名
1名

店内のスペースを
宿泊施設に活用
普段は撮影時
のスタジオや
シアタールー
ムとして使用
している多目
的スペース。体
験入店のとき
は宿泊施設に
早変わり

るだけ同行させる。講演中にオーナーが学生の価値観とズレたことを言うと、
スタッフがツッコミを入れる。
笑いで場の雰囲気を盛り上げ、
オーナーとスタッ
フの普段に近いノリを見せることで、学生の興味をひく効果も。さらにスタッ
フがいると、学生が講演後に話しかけてくれる率も UP。
P

oint

「3日間の体験入店」を入社のマスト条件に

!

人数

実 践

!

P

近年の新卒採用実績 :
入社年

オーナー
染谷初さん

応募がゼロになっても、妥協し
たくありません。長く働いてく
れそうな、うちと相性のいい人
に入社してほしい！

注目
のペ
ージ
は
スタ
ッフ
の声

口頭だけでは伝わらないサロンやスタッフの雰囲気を学生に体感してもらうた
めに設けた制度。お互いの相性診断に最適なので、入社の必須条件にしてい
る。GW か夏休みに行い、その期間は最低賃金を支払う。通常は面接後に
体験入店を受け入れるが、遠方の学生は面接を省略し、体験入店中に相性
を見る。また学生には、浴室・トイレ完備の宿泊施設を無料で提供している。

「待ち」
の姿勢ではダメ。
そこから始まった
「全国の学校訪問」
。

「営業中、店内は笑いが
絶えない」
「ワゴンや棚
など、サロン内の物の多
くが手づくり」などリア
ルボイス満載の案内冊子

ほかにも！
・エリアを狭めずに、全国の学校を訪問
・毎年の会社案内冊子を内制
・公式サイトに求人ページを開設

OWNER INTERVIEW

成 果
突然、採用応募がゼロに

える。染谷さんは初めて、
「このままでは

全国の学校に美容師を講師派遣している

まずい」
と焦りを覚えた。

団体を紹介してもらい、北は北海道、南

東京・秋葉原から電車で30分、都心通
勤圏の茨城県守谷市。このベッドタウン
に Nanea はある。ハワイのカフェをテー
マにした広い空間では、オーナーを含め
7名が働く。スタッフの大半は新卒採用だ。
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直近4年間の離職率がゼロに
学校訪問や、そのなかで考えついた体験入店により、

は鹿児島までの6校ほどを訪問した。

行動すれば学びがある
とは言え、今まで採用活動をしたこと

ギャップ、サロンに合う人材が採用でき

がなく、どうしていいかわからない。
「ま

いい採用のためにこれらをどう解決する

ずは若手スタッフの出身校に相談に行っ

か、考えるきっかけをもらいました」。

くれる」
と話すオーナーの染谷さん。今春

たのです」
。千葉にあるその美容専門学

には、新たな新卒者を迎えるそうだ。

校では、運良く就職ガイダンスに参加さ

これだけ聞くと、このサロンの新卒採

せてもらえた。そこで知ったのは、関東
圏での厳しい採用環境。
「茨城のサロン

以来、求人をしなくても年に5件くらいの

というだけで不利。自ら“行動”を起こさ

問合せがありました。だから採用は、完

ないと新卒は採用できない。全国の美

全に“待ち”の姿勢だった」と言う。ところ

容学校を訪問する、とハラがくくれたの

が2008年頃、なぜか応募がパタリと途絶

は大きかった」
と話す。同校の先生から、

15年 入 社 の 文
違さんは千葉
県船橋市出身

ていないことなど、学んだことが多くて。

「9年、10年と勤めるスタッフが3名もいて

用は順風満帆に思える。
「1999年の創業

サロンと相性のいい学生を全国から採用できるよう

「学校訪問を通して、学生との世代間

column

14年入社の林さ
んは何と北海
道・釧路から

に。サロンの雰囲気は前以上に明るくなった。結果、
ここ4年で離職したスタッフはひとりもいない。

Instagram でも
発信中
@nanea.1999

イベントで一体感UP

若者世代が職場の「飲みニケー
ション」を敬遠する傾向にある
昨今。しかし Nanea ではよくス
タッフ同士で飲み、先輩と若手
が本音を言い合う。年に1度の
パーティー
「Nanea Night」
では、

会場で流す映像から料理まです
べてスタッフ同士で準備。当日
はお客さまも招き、全員で楽し
い時間を過ごす。低い離職率の
秘訣は、サロンの一体感を生む
こうした催しにもあるそうだ。

社員旅行では毎年、一流の
サービスのホテルや旅館へ

オーナーがスタッフに料理
をふるまうこともよくある

サロン内の大工仕事も、集
まって行えば楽しい時間に

和気あいあいとした様子に、仲のよさが感じられる
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ヘアサロン

新卒採用
の

▶

Lilt hair

スタート
サロンと感性が合う
スタッフがほしい

▶

プロセス

リルトヘアー

お客さまの多くはオシャレが大
好き。一人ひとりの個性に合う、
センスのいいヘアスタイルを提
案できるスタッフがほしい！

埼玉県・大宮

DATA

スタッフ
中美幸さん

創業年：︎2013年
店舗数：︎1店舗
スタッフ数：︎1名（スタイリスト）
住所：埼玉県さいたま市
大宮区高鼻町 1-14-2 小川ビル1F
（京浜東北線大宮駅から徒歩8分）
URL : https://lilt-hair.jimdo.com

オーナー
山川晃央さん

採用告知の工夫
oint

!

P

実 践
介！
ジ
で紹
動画 イメー
ン
サロ

サロンやスタッフの雰囲気を「動画」で伝える
動画掲載機能のある求人サイトで、3種類の動画を公開した。それは、最新

最新
モー
ドを
写真
で投
稿

ヘアスタイル写真で構成したスライド動画、営業中の店内を撮影した動画、
そしてオーナーが応募者への思いを語る様子を撮影した動画だ。所要時間は
それぞれ30秒から2分程度と、気軽に見られる短い時間を意識。
「文章では

近年の新卒採用実績 :
人数

2017年
2016年
2015年
2014年

未定（中途1名予定）
なし（中途2名）
1名
なし

伝えるのが難しいサロンの雰囲気も、動画なら伝わりやすい」と山川さん。
P

oint

!

入社年

最新スタイルを日々「WEB発信」
ファッションが好きな10〜20代が特に愛用するSNSのInstagramを、写真
の投稿にフル活用。目的は、山川さん夫妻の感覚に共感する学生に見てもら
い、サロンに興味を持ってもらうことだ。ふたりはそれぞれ個人アカウント
を運用している。山川さんは主にカットやアレンジのスタイルを投稿。中さ
んは最新スタイルに加え、プライベートで買った洋服や小物なども紹介する。

サロンの感性を
「動画やSNS」
で発信、
共感する学生とマッチング。

ほかにも！
・地元の美容専門学校に求人票を出す
・公式サイトに求人ページを設置
・求人サイトを複数利用

Instagramアカウン
ト は 山 川 さん「@
teru_1004」、 中 さ
ん「@miyu1206」。
学生が見る機会が
多いホットペッ
パービューティー
内のブログでも最
新スタイルをマメ
に更新している

OWNER INTERVIEW

夫婦で切り盛りする予定が……

成 果
川さん。
「前サロンの求人方法を参考に、

気があるサロンの公式サイトやSNSを

公式サイトの求人ページをつくりました」
。

チェックし、その発信内容を研究した。

“埼玉の大宮エリアで予約がとりづらい”

新卒世代にサロンの感性を伝えたい

信です。サロンのテイストは言葉よりも

に立ち上げた。ビッグターミナルの大宮

「僕たちのサロンにほしいのは、
ファッ

い。それならWEBで“動画”を見てもら

駅から繁華街を抜けて徒歩10分。閑静な

ションに興味があり、勤務態度がまじめ

おう、SNSでは 若 者の目をひく“写真”

住宅街の一角にある、一見カフェ風のく

で、上昇志向のある若い人」。それが伝

を投稿しよう、と考えました」。

つろげるサロンだ。20代のオシャレな女

わるよう、応募の際の条件に“ファッショ

性たちから高い支持を得ている。

ンがわかる全身写真”、新卒の場合はそ

と言われるほど人気の Lilt hair。都内有
名サロン出身の山川さん夫妻が、2013 年

「結婚を機に独立し、最初はふたりで
やっていくつもりでした。でもありがたい
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新卒の応募が数件あり、うち1名を採用

「それで気づいたのが、“イメージ”の発

「求人ページがあっても、それに共感
してもらえないと意味がない。どうした

規のお客さまのことを考えると、もっとス

ら学生や若い人がアクセスしてくれるの

タッフが必要だと思っているんです」と山

か？」。そこで山川さんは、若い層に人

感じられて、
「一緒に働いてみたい」と思えた1名を採用した。

column

小さいサロンならではの役割分担

「イチから育て上げられることが新卒の魅力で
す」と山川さん。今後もサロンに合う学生がい
たら採用したいと考えている。そのなかで、夫
婦だからこそ気をつけていることがあるそう。
「夫婦とは言え、職場ではあくまでもオーナー
とスタッフという立ち位置をキープしています」

たもの”の送付をお願いしている。

らのお問合せが予想以上に多くて。新

募してくれた3名のなかで、特にファッションに興味があり、仕事に対する真剣さも

画像で、感覚に訴える方が伝わりやす

れに加えて“学校の出欠状況が記載され

ことに、WEBなどでサロンを知った方か

動画や写真を使ってのアピールを始めた後、同時期に新卒の応募が3件あった。応

と山川さんは話す。
「新卒スタッフを採用したと
きは特に、ひとりが “ 叱り役 ”、ひとりが “ フォ
ロー役 ” というふうに、役割分担をはっきりさ
せることを心がけました」
。
こうすることでスタッ
フは、絆が深いオーナー夫妻に対して疎外感
を感じずに済み、良好な関係を保てると言う。

サロン創立 3 周年のパーティーの様子

WEB活用に積極的なオーナー
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ヘアサロン

新卒採用
の

▶

ACOORD

スタート
店内を華やかにしてくれる
新卒スタッフがほしい

▶

プロセス

アコール

男ひとりのサロンだと、女性の
お客さまは少し入りづらいかもし
れません。新卒の女性を採用し、
入りやすさを演出したいです！

東京都・浅草橋

DATA

オーナー
中澤辰也さん

創業年：︎2015年
店舗数：︎1店舗
スタッフ数：3名（アルバイト）
住所：東京都台東区浅草橋 1-5-8
ジュエル浅草橋1F
（総武線浅草橋駅から徒歩1分）
URL : http://acoord.jp

採用告知の工夫
oint

!

P

実 践

学校訪問のときに重宝する「事業計画書」

書
計画
事業 用術
活

最初に学校のツテがなくて苦労しても、めげずに訪問を続ければ、必ず道は
拓ける。訪問の際に欠かせないのは、創業前につくった分厚い事業計画書。
事業計画はもちろん、オーナーの経歴と経営理念、教育方針などを詳しく書
き込んだものだ。対応してくれる先生の時間をムダにしないために、サロンの

近年の新卒採用実績 :
人数

2017年
2016年
2015年

1名予定（アルバイト1名予定）
0名（アルバイト2名）
1名（アルバイト1名）

方針をパッと明確に説明できるように必ず持って行く。
P

oint

「経営理念や労働条件」を詳しく公開

!

入社年

経営理念や労働条件は、多くの一般企業が当然のように公表している一方、
美容サロンではまだまだ一般的ではない。しかし「事業計画書」をつくって
おけば、後はそこから必要な部分を抜き出せばいいだけ。求人ページや会社
案内冊子で、学生に向けて発信。そうすることで安定志向の学生やその保護
者に信頼感を抱かせ、好印象を与えることができると言う。

万能ツール「事業計画書」で
採用したい人材が見えてきた。

ほかにも！
・就職フェアなどのイベントに参加
・ブログで職場の様子を積極的に紹介
・失恋休暇などのユニークな制度

【企業理念／プロを創る】
今の自分に甘んじること
なく、成長し続ける本気
の姿勢の人はプロフェッ
ショナルだと思います。

学生向けのセミナー資料
企業理念や労働条件
（WEBや冊子で公開）

OWNER INTERVIEW

最初は中途採用を考えた

成 果
の求人サイトに変更したら応募は2件来た

ならばと地方へ足を運び、転機が訪れる。

が、結局、合う人材が見つからなかった。

青森・八戸の学校に電話し、たまたま

創業7カ月で新卒の女性スタッフを採用

応対してくれた校長と意気投合。
「校長

福岡の学校を訪問後、学生から応募があった。会社案内冊子を隅々まで熟読した

都内の大手サロンから独立したオー
ナーの中澤さん。2015年 4 月の創業以来、
スタイリストはオーナーひとりで運営を続
けてきたという小規模サロンだ。
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事業計画書で採用方針がクリアに
ひとまず採用以外の準備に集中するこ

が知っていた都内の学校を紹介してもら

前サロンで働きながら創業の準備を始

とに。このとき作成したのが、事業方針

引き受けることに。以降、学生と直に話

を細かく記した「事業計画書」だ。これ

して気づいたことも、求人に活かしている。

タッフが男の僕だけだと入りづらいお客

を持って銀行などで説明を行ううちに、

さまもいるのでは。だから華がある仲間

採用についての考えが整理された。その

を採用したい！」
。当初、新卒は育てる

なかで、
「まだ“色”がついていない新卒の

時間にリスクを感じ、中途採用すること

方が、うちみたいなこぢんまりしたサロ

に。
「前サロンでは人事や採用も勉強で

ンにもなじみやすいのかも」
と思った。
新卒採用に踏み出すために、まず都

把握していました」
と中澤さん。まず、あ

内の学校に問合せたが、卒業生の採用

る求人サイトを利用したが成果なし。別

実績がないサロンと知るや門前払いに。

の通信生をアルバイト採用した。つながりがつながりを生む！

とサロン経営の授業の講師を打診され、

めた当時、胸にはある思いが。
「お店のス

きる環境にいたので、採用活動の大枠は

彼女の熱量に心を動かされ、採用を決意。さらに翌月には、福岡の学校の系列校

いました」
。訪れた都内の学校では、何

column

常識にとらわれない職場づくり

忙しいと確実に休憩をとれないサロンも多いな
か、中澤さんはスタッフに、8時間労働につき1
時間の休憩を必ずとってもらう。残業もさせな
い。そのために予約をWEBに限定し、電話を一
切とらない。
何と飛び込みも断るという徹底ぶり。
さらに、カラー時のイヤーキャップや手袋などを

使い捨てにし、片付けの手間をとことん省く。街
頭でのサロンチラシ配りもしない。技術練習も
営業時間内に行う。また接客にはまだ早いアル
バイトスタッフには、シャンプーの練習だけしか
していなくても、その分の時給を支払う。こうし
て日々、
「働きやすい環境」
の実現を目指している。

シャンプーを練習するアルバイトスタッフ

通常営業の合間を縫って通学し、教員資格を取得
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ヘアサロン

※トータルビューティサロン

新卒採用
の

▶

dowku

スタート
売上を上げる意欲がある
スタッフがほしい

▶︎

プロセス

ドゥーク

労働時間を削減している分、短
時間で売上を上げてもらわない
といけません。前向きに取り組
めるスタッフがほしい！

宮城県・仙台

DATA

オーナー
工藤欣弘さん

創業年：2003年
店舗数： 1店舗
スタッフ数：9名（うちスタイリスト4名、

採用告知の工夫
P

oint

「サロン紹介動画」で学生の興味をひく

!

エステティシャン1名、
アシスタント3名、
フロント1名）
住所：宮城県仙台市泉区高森 1-1-2
（仙台市営地下鉄泉中央駅から車で
15分）
URL : http://dowku.com

未

紹介する3分間のスライド動画。スマートフォンで撮影した静止画を編集し、
BGMを付けてつくったものだ。自サロンのブースでループ再生しておけば、
資料を配るだけのブースが多いなかで目立つことができる。また、学生が自
宅などでも動画を見られるように、WEBの求人ページにも載せて活用した。

2017年
2016年
2015年
2014年

未定（中途2名予定）
1名（中途1名）
1名（中途2名）
1名

P

oint

「女性の働きやすさ」を求人ページでアピール

!

人数

ンの
求人ページにサロ
紹介動画を設置

ガイダンスで学生たちが目を留めたのは、仕事中のスタッフや店内の様子を

近年の新卒採用実績 :
入社年

実 践

未

女性スタッフができるだけ長く働けるようにサポートを行っていることは、新

「動画の撮影・編集は、スマートフォンのアプリ
を使うと、素人でも気軽にできます」
と工藤さん

卒の採用活動においても大きな強み。それは昨今見受けられる安定志向の学
生やその保護者にとって、入社後の安心の種になるからだ。また、現在の女
性スタッフ6名中4名がママだと言う。実際にママが多い職場であることを発

スタッ
フ女
ブログ 子会を
で紹介

信することも、学生に好印象を与えるきっかけになるそう。

若者世代のニーズに合わせて
「動画」をフル活用。

ほかにも！
・学校のガイダンスや就職フェアに参加
・SNSで求人情報を投稿
・求人サイトや求人情報誌の活用

打 合 せ を 兼 ね た 食 事 会。
ママが多いので、ランチ
タイムに行うのが基本

OWNER INTERVIEW

求める人材像は明確にある
宮城・仙台の閑静な住宅街に佇むサロ
ン。シャンデリアや吹き抜けの空間が上
品な雰囲気を醸し出す。2003年の創業以

新卒の場合はその意欲を考慮する。

優れた学生をひきつけるには？
優秀な人材に長く働いてもらうために、

も始まらない。
「少しでも多くの学生にサ
ロンへ興味を持ってもらうことが、優秀

将来性が見えた新卒を採用

な人材に出会う確率を上げる最初の一

待遇に魅力を感じての応募が多数あった。そのなかから「高待遇を保証

歩。そのためにはどうしたら？」
と、学校

労働環境をコツコツと整えてきた。たと

いた。そしてブース参画した就職ガイダン

ママに愛されてきた。ヘアとネイルの2部

えば繁忙期以外は週休2日で残業もナ

スでわかったのは、サロン紹介の “ 動画 ”

門で創業したが、オーナーの工藤さんは

シ。
「普段からサッと帰りやすい雰囲気づ

が学生の足を止めるということだった。

「いい人がいたらエステも始めたい」と長

くりを心がけています」
と工藤さん。子ど

年、トータルビューティサロンへの展開

も手当や時短勤務など、ママスタッフへ

を考えていた。2015年、技術が高いママ

の配慮も手厚い。2017年度中にはスタッ

エステティシャンを中途採用し、念願の

フ用の託児所の開設も目指す。
こうした取り組みは新卒やその保護者へ

集している。成長を続けるサロンが求める

のアピールにつながる。とは言え、サロ

人材像は、ズバリ「売上に貢献できる人」
。

ンの求人に気づいてもらえない限り、何

解し、前向きにとらえていると感じられた学生を採用してきた。

column

WEB対策は、できる限りする

「採用や集客につながれば」と、WEB上のPR
にも注力している工藤さん。たとえば WEB 会
社の力を借りて、
「SEO対策」
を行っている。こ
れはWEBユーザーが、サロン情報にアクセス
しやすくなる対策のこと。一方で、サロンの
Facebookやブログはスタッフで運用中だ。現

ワークライフバランスが重視される今、

採用は上述の3部門で新卒、中途を募

する代わりに、売上をちゃんと出してほしい」というサロン側の本音を理

訪問など地道な採用活動を通して考えて

来、地元の感度が高い人々やオシャレな

エステティック部門を設立できた。

27

成 果

在はホットペッパービューティー内のブログを
中心に使い、最新のおすすめスタイル、新入荷
のヘアケア商品、スタッフのプライベートの様
子などを月に1〜3回ほど更新。社内でできるこ
とはしたうえで、それ以外は外注するという無
理のないスタンスで、WEBを活用している。

すっきりとして見やすい公式サイト

勉強会などは極力、夜間ではなく営業時間内に行う
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ヘアサロン

新卒採用
の

▶

mu;d-Coa

スタート
“察する力”
のある
スタッフがほしい

▶

プロセス

ムードコア

サロンに立つかたわら、
採用活動を一手に担う

神奈川県・横浜

DATA

人事担当
田所咲子さん

創業年：1995年
店舗数：︎4店舗
スタッフ数：61名（うちスタイリスト33名、
アシスタント28名）
住所：神奈川県横浜市中区常盤町 5-57
竹内ビル 2F
（横浜線関内駅から徒歩4分）
URL : http://mood.co.jp

採用告知の工夫
oint

「ガイダンス」
「就職フェア」に積極参加
学生と直接コミュニケーションをとれる場に足を運ぶことは大事。そこで行う
講演や会社案内冊子で、
「進んで学ぶことができる人材を求めている」
と明確
ブ性か、福利厚生か、はたまた事業の将来性か。前年までの学生の反応を
考慮しながら、どの面を前面に押し出すべきか毎年検討を重ねる。

P

oint

「WEB」で、学生が知りたい情報を発信

!

人数

未定
6名
5名
7名

る
読め
しく 冊子
の
内
た
案
会社

にアピールする。その際に意識するのは、
学生の最新の“ツボ”だ。クリエイティ

近年の新卒採用実績 :
2017年
2016年
2015年
2014年

実 践

!

P

※アクセスと住所は、関内店のデータです

入社年

オーナー
富永厚司さん

一緒に働いてみないと、判断す
るのが難しい部分ですが……少
なくとも、学ぶことに前向きな
スタッフを採用したい！

WEB担当のスタッフが
「どんな情報が学生にとってうれしいか」
を考えてコン
テンツを作成。投稿前に、人事担当者も内容をチェックする。求人ページ
では入社後を想像できるように、新人スタッフの仕事風景や社内イベントの
様子などを、画像をふんだんに使って紹介している。SNSは、Instagram、

「1日密着！ 新米アシス
タントスケジュール」ペー
ジでは、新人の標準的
な 1日の仕事の流れを
時系列に、写真を豊富
に使いながら紹介！

Twitter、そしてLINEの事業者向けアカウントである LINE@ を活用中。

「学生の“ツボ”」の見極めで
「育てたい」人材を採用。

ほかにも！
・自社説明会の実施
・サロン見学の受け入れ
・求人サイトの活用

載の
ンツ満
コンテ ページ
求人

OWNER INTERVIEW

ゼロから育成できる強み
横浜と東京に4店舗を展開している。今
回の取材は横浜の関内店へうかがった。

成 果
と言われても、言葉の奥にある思いを汲

たとえば以前は、自社説明会で富永さ

柔軟な新卒に、ゼロから育成できる強み

んが学生の前で熱弁するとウケがよかっ

を感じ、新卒に絞って採用してきた。

た。だが2014年頃以降、説明会からサ

みなとみらいが徒歩圏内という絶好の立
地に、大人の女性が好むラグジュアリー
空間が広がる。施術中でもリラックスでき
るようにと、全室すべてが個室。やわらか
い光の照明に心が落ち着くサロンだ。

29

ると気づいてくれたんです」
。

みとる対応ができるかが鍵です」
。頭が

サロンの考えを理解した新卒をコンスタントに採用
学生は、サロンから何を求められているかを理解したうえで応募をしてくれるように。
そのなかから毎年5〜7名ほどを採用してきた。入社後、彼らはていねいなカリキュラ

ロン見学へつながる率が低下。最近の

学生が好むポイントは毎年変わる
富永さんは
「採用について、できるこ

僕は映像出演であいさつするのみです」
。学
生の目線に合わせた採用を徹底している。

とはすべてやってきました」
と語る。学校

「1995年に創業、2000年までに4店舗を

訪問、就職フェアへの参加、全国250校

立ち上げました」とオーナーの富永さん。

への求人票配布、会社案内冊子の作成、

それ以上店舗を増やさないのは、事業

WEBの活用……例をあげればキリがな

拡大より人材育成に注力するためだ。育

い。また入社16年の女性スタッフに人事

成のポイントは “ 顧客の気持ちを察する

を担当してもらっている。
「彼女はさまざ

能力の向上 ” にある。
「たとえばお客さま

まな採用活動を進めるなかで、学生がサ

の顔にパーマ液が飛び、“ 大丈夫です ”

ロンを魅力的だと思う“ツボ”が毎年変わ

ムのなかで能力を伸ばそうと努力し、このことが定着にもつながっている。

学生は“熱さ”が苦手だと判断し、
「最近、

column

独自の育成法
「意識カード」
は、直接注意されるのが苦手なゆ
とり世代に向けて発明。新人は先輩からカードにコメントを
書いてもらうことで、自分の今の課題や努力の成果を知る。
この工夫をもとに、富永さんは著書
『困った新人を輝く新人
に考える
「意識カード」
』
を現代書林から2015年に刊行

次の一手は「高校生の育成&採用」

できる限りの採用活動を行うも、美容専門学校
生の反応はにぶくなってきた。そこで富永さんが
考えた一手が
「高校生の採用」
だ。今年から求人
サイトやハローワークを使い、就職希望の高校
生へ向けてアピールを開始する予定。採用した
学生の美容専門学校の学費を全額負担、卒業後

の自サロンでの就職・育成も保証する。こうする
ことで、経済的な事情で美容師をあきらめてい
る学生の道が拓ける。サロン側にしても、高校
生は育てがいがあり、Win-Winの試みだ。その
予算を捻出するために、美容専門学校からの採
用人数を思い切って減らすつもりでいる。

育成カリキュラムを細かくまとめた文書
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ネイルサロン

新卒採用
の

▶

square

スタート
サロンに惚れ込んだ
スタッフがほしい

▶

プロセス

スクエア

広島県・広島

DATA

オーナー
泉端洋子さん

創業年：2000年
店舗数：︎5店舗（うち1店舗はスクール併設）
スタッフ数：15名（うちネイリスト8名、
本部スタッフ1名、スクール
スタッフ2名、フットサロン
スタッフ4名）
住所：広島県広島市中区大手町 1-5-18
IBAビル3F
（広島電鉄1号線本通駅から徒歩4分）
URL : http://nail-square.com

採用告知の工夫
oint

!

P

には、サロンで一番学生目線に近い新卒スタッフたちが事前に、店内の清掃、
デザインサンプルなどの備品整理といったカリキュラムをしっかりと組む。そ
のうえで実習中、彼女たちが世話役となり、実習生の相談に乗っている。

未定
1名（中途1名）
なし（中途1名）
4名

P

oint

「自社運営スクール」の生徒と密に交流

!

2017年
2016年
2015年
2014年

に
」
朝礼
ごい
「す
参加
通称
も
生
実習

美容専門学校から「実習生」を積極的に受け入れる
前が多い。実習生を放ったらかしにしないために万全な体制をとる。具体的

近年の新卒採用実績 :
人数

実 践

最大5人ほどの実習生を10日〜2週間ほど受け入れる。時期は夏休みか卒業

※アクセスと住所は square salon のデータです
入社年

ただネイリストになりたいだけ
ではなく、うちのサロンで働き
たくて来てくれる。そんな熱意
のあるスタッフがほしい！

1年制のネイルスクール「キレイアカデミー」
を自社で運営し、
「美＝健康」
を軸
にさまざまな講座を開講。長い間、生徒たちを見守るなかでサロンに合う人

の生徒も
スクール
材候補
人
の
来
未

共有事項や週目標を、
ハキハキとした大きな
声で伝え合う。その場
の全員が発言する決ま
りで、スタッフの発言
スキルは日に日に UP

材が見つかれば、もちろん声をかける。学校運営自体はなかなか真似できな
いが、たとえば学生と触れ合う機会があったときに、将来的に採用を見据え
ながら積極的に交流を持つということなら可能性がありそう。

学生と時間を共有することで
サロンにかける思いを確認する。

ほかにも！
・学校のガイダンスに参加
・社風についてWEB上で詳しく紹介
・女性が働きやすい環境をWEB上でアピール

第 1 号店のサロンと同じビルにあるス
クールに、10代の若者から主婦までさま
ざまな層の生徒が通っている

OWNER INTERVIEW

自然と決まった最初の採用

成 果
をかけて採用を始めた。なお、この講座

考えて迷わず快諾。
「忙しくて受け入れる

がのちにスクール開設へと実を結ぶ。

余裕がない」と実習を断るサロンも多い

2016年2月に新店舗のネイルサロンを
開設し、現在、広島市内に5店舗を構える。
創業以来の17年間で培ってきた確かなネ
イル技術を活かして、ネイルスクールも自
社で運営している。
オーナーの泉端さんは2000年に、ひと
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共に過ごして「いいな」と感じた新卒を採用

なか、毎年積極的に受け入れる。

採用はあえて“アナログ”で

と、ある時期から公式サイトやSNSに求

ルコースができることになり、泉端さん

人情報を載せることをやめた。以来、そ

は講師の求人に応募。見事採用され、

の信条を大切に、採用を行っている。

初めて学校とつながることができた。これ

乗り出す余裕はなかった。しかしちょう

をきっかけに、新卒採用にも目が向いた。

ど芸能人などだけでなく一般女性にもス

採用で大事にしているのは、入社前に

カルプチュアネイルが流行してきた時期の

相手と対面し、時間を共有すること。そ

こと。
「“ネイルを学びたい”と言う子がい

うすれば「“このサロンで働きたい”という

たので個人的に教えているうちに、生徒

意欲がホンモノかどうかを見定められる」

が少しずつ増えてきて」
と泉端さん。ピン

と言う。学校から実習生の受け入れを打

と来た教え子に「一緒に働かない？」
と声

診されたときも、学生との交流の機会と

られ、毎年先生がサロンに合いそうな学生を実習に送り出してくれるよう

るには、アナログな方法じゃないとダメ」

あるとき、近くの美容専門学校にネイ

りでサロンを立ち上げる。当時、求人に

実習に来た学生のなかから積極的に採用。これにより先生からの信頼も得

「学生とサロン双方に幸せな採用をす

に。自社スクールでの採用もあり、“ アナログ ” な採用が見事に成功！

column

女性活躍&スタッフの夢を応援

スタッフが長く働き続けられるように、泉端さ
んは常にスタッフの“味方”になろうとしている。
まず、ママスタッフを支える制度。子どもの病
気などで急な欠勤があったときに、すぐに他
店舗からヘルプスタッフを入れられる体制をつ
くった。未婚の若手スタッフも、
先輩ママスタッ

フを未来のロールモデルにできる。またスタッ
フの夢はどんどん応援する。老人ホームなどに
出向いて施術を行う
「福祉ネイル」も、あるス
タッフたっての希望で始めた。本人が本気で、
かつ向いていると思えば、協力を惜しまない。
これらがスタッフの定着にもつながっている。

定期的に福祉施設で出張サロンを開く

「ここで働きたい」
と意気込んで入社したスタッフたち
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ネイルサロン

新卒採用
の

▶

VINGT NAIL

スタート
落ち着いた接客ができる
スタッフがほしい

▶︎

プロセス

ヴァンネイル

創業 11 年なので、お客さまの
多くは大人の女性です。ていね
いで、失礼のない対応ができる
新卒を採用したい！

神奈川県・藤沢

DATA

オーナー
吉原雅美さん

創業年：2006年
店舗数： 2店舗
スタッフ数：12名（ネイリスト）

採用告知の工夫
P

oint

!

住所：神奈川県藤沢市藤沢 101-1
アルスクリオ 2F
（東海道本線藤沢駅から徒歩4分）
URL : http://vingtnail.com

実 践
術に
モ施
のデ
付け
先輩
釘
も
の目
学生

スタッフがイキイキと働く姿を「母校に見せる」
学校のガイダンスにはその学校を卒業した新人スタッフを、フォロー役の先
輩とともに送り出す。それはまず、学生に親近感を与えるためだ。また、卒

※アクセスと住所は藤沢店のデータです

業生が元気に働く姿を見せに行くことで、学校との信頼関係を築きたいとい
う思いも。ガイダンス以外でも、毎年採用が本格化する前の6月頃になると、

近年の新卒採用実績 :
人数

2017年
2016年
2015年
2014年

2名予定（中途2名予定）
3名（中途2名）
2名
なし

学校へのあいさつを兼ねて、スタッフに恩師への近況報告をすすめている。
P

oint

「学生割引」で施術し、サロンを見てもらう

!

入社年

って
度を使
学割制
を体験
術
施
先輩の

リアルな現場を見てほしいが、学生のサロン見学や実習は、通常営業で忙し
いスタッフへの負担になることも。そこで設けたのが
「学割制度」
だ。“お客さま”

自社説明会でスタッ
フの施術を見せるこ
とで、学生に
「カッコ
イイ」
と思わせる

として来てもらえば、スタッフの負担を軽減できる。学生も働く先輩の姿を見
ることで、入社後をリアルに想像できる。また本来は敷居の高い1万円のジェ
ルネイルメニューを70%割引で体験できるので、学生も足を運びやすい。

「若手スタッフ」の働く姿に
接することで採用につなげる。

ほかにも！
・自社説明会の実施
・公式サイトに求人ページを設置
・求人サイトの活用

学生のモチベーションUPにつながる体験

OWNER INTERVIEW

美容師時代に採用活動を経験
神奈川・湘南地区のターミナル、藤沢

成 果
うだ。
「スタッフの仕事を見ていると、よ

る。
「ガイダンスなどでは、サロンの厳し

くあんなに細かい作業ができるなぁ、と

い部分もありのままに話すよう、スタッフ

求める条件に合うスタッフを採用

感心してしまいます」
と笑う。

に伝えています。また、先輩スタッフの

信頼関係を築いた学校から毎年、サロンに合う学生を紹介してもらい採用

駅からほど近いサロン。2016年に2店舗
目としてオープンした。白を基調にしたシ
ンプルな店内で、20代から30代の女性ス
タッフが働く。本店は東京・青山にあり、
2016年に創業10年を迎えた。

学生に響くのは若手の言葉
前サロンでの経験から、採用で気を
つけていることがあると言う。それは、

オーナーの吉原さんは元美容師。ヘア

学校のガイダンスや就職フェアなど、学

の現場に立ち10年が過ぎた頃、まだ立ち

生と直接コミュニケーションをとる場は

上げ途中だった今のネイルサロンのオー

「学生の心に響く言葉や伝え方がわかっ

とめることにも慣れ、採用も経験してい

ているのは、若手スタッフ。サロンの雰

た吉原さん。オーナーとなってからは現

囲気も理解してもらえます」
と話す。

ネイルの施術を勉強したことはないそ

で働いてもらうことで、さらに入社後のギャップが生じにくくなる。

る制度を設けました。入店後のギャップ
を少しでも解消して、長く働いてくれるス
タッフを採用したいのです」
。
column

女性が働きやすい環境づくり

スタッフが望むなら、結婚も出産も経験してほ
しい。そのうえで働き続けてほしい、と考える
吉原さん。各スタッフと普段からよく将来設計を
話し合っている。働く意欲が高いスタッフには若
い時期に役職を与え、バリバリと働いてもらう。
その経験が、産休・育休を経て戻ってくるときの

もうひとつ、学生にサロンのリアルな
現場を知ってもらうことを大切にしてい

している。なお内定者には4月入社までのアルバイトを提案。少しでも現場

るようにと、学割料金で施術を受けられ

スタッフに任せ、自分は前に出ないこと。

ナーに抜擢される。当時、後輩たちをま

場を離れ、経営に全力を注いできた。
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サロンでの働きぶりを実際に見てもらえ

居場所をつくるからだ。ママスタッフには、能力
次第で、フレキシブルな時短勤務もある。たと
えば青山店の店長は出産後の現在、月に6日・
12〜17時で働いている。若手がさまざまなキャ
リアの先輩の背中を見ながら、自分に合う将来
設計を考えられる環境づくりに努めてきた。

十人十色のキャリアを重ねられる

終始、和やかな雰囲気のスタッフに囲まれて
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エステティックサロン

※トータルビューティサロン

新卒採用
の

▶

チームワークに長けた
スタッフを採用したい

▶

プロセス

キャップ

東京都・学芸大学

DATA

オーナー
大塚明恵さん

創業年：2000年
店舗数： 1店舗
スタッフ数：17名（うちエステティシャン

「自分が売上を上げていればい
い」という個人プレイヤーより、
「サロン全体の売上」
について考
えられるスタッフがほしい！

採用告知の工夫
P

oint

!

8名、スタイリスト10名、
アシスタント3名、ネイリス
ト4名 ※掛け持ちあり）
住所：東京都目黒区鷹番 3-6-13
（東横線学芸大学駅から徒歩2分）
URL : http://salon-cap.com

実 践

学生目線で「求人ページ」の情報を充実化
公式サイトの求人ページには、スタッフに聞いた入社のきっかけ、キャリアプ

幅
広
求 い
人 内
ペ 容
ー の
ジ

CAP

スタート

ランや産休制度の説明などのコンテンツが満載。学生が入社後のことを具体
的に想像できるようにと、コンテンツを少しずつ増やして充実させてきた。ま
た公式サイト内で、オーナー自身が創業エピソードを綴ったエッセイを紹介。
「これを読んで心にグッとくる人を採用したい」
と大塚さん。

近年の新卒採用実績 :
人数

2017年
2016年
2015年
2014年

1名予定（中途1名予定）
3名（中途1名）
2名（中途1名）
3名（中途1名）

P

oint

!

入社年

トータルビュー
ティサロンの魅
力 や、 オ ー ナ ー
の思いも紹介

ポスターや冊子を「あえて手づくり」
学校のガイダンスや就職フェアで自社サロンのブースを目立たせるためのポ
スターは、スタッフが集まって制作する。また会社案内の冊子も、大塚さん
自らデザインし文章を書く。社員旅行をはじめとする社内イベントの様子を、
20枚ほどの写真のコラージュで紹介するページを設けるなど、小規模サロン
の “ あたたかみ ” や “ チームワーク ” を学生へ伝える工夫を心がけている。

学生の目線をとことん分析して
「WEB」や「冊子」に活かす。

ほかにも！
・学校のガイダンスや就職フェアに参加
・SNSで求人情報を投稿
・求人サイトの活用

求人ページのWEBデザ
インは冊子にも流用

OWNER INTERVIEW

チームワークで築き上げたサロン

成 果
で、サロンの今があります」
。勤続 10 年

社案内の冊子をあえて手づくりし、小さ

以上のスタッフは 5 名もいると言う。

いサロンならではの “ あたたかみ ” を伝

継続的な新卒採用で、チーム力をUP

えること」だった。また、若者の行動や

ガイダンスなどをきっかけに応募してくれた学生のなかから、チームプレイが得意な

東京都目黒区の学芸大学エリア。住民
の “ おしゃれ感度 ” が高く、幅広い年齢
層が住む街だ。ここでオーナーの大塚さ

志向をよく観察するそう。
「学生へアピー

でも普通に通えるエステサロン ” を立ち

ンではない。大手の育毛専門チェーンで

ら、何の情報をどの手段で発信するか、

上げた。
「お客さまの年齢層は幅広く、

店長をしていたときに、
「美容のお店を持

判断する必要があると思います」
。

20代から何と80代の方まで。さらには男

ちたい」と一念発起。会社を辞め、大

性の方もいらっしゃいます」
と大塚さん。

手サロンのエステティシャン養成コース

column

学校のガイダンスでは、大手サロンも
多いなかで、
「どうすれば学生に振り向

連携がないと売上につながりません。
チー

いてもらえるのか？」と考え抜いてきた。

ムワークを大切にするスタッフのおかげ

そこから至った結論が、
「ポスターや会

世代に合わせた「仕事マニュアル」を確立

大塚さんは“ゆとり世代”の傾向に合わせた教育
制度として、仕事のマニュアルを導入した。以
前は必要なかったが、今の若手スタッフは、あ
る程度ルールを決めてあげたほうが安心して働
けるそう。そのほかに、スタッフ同士が話し合
う機会は積極的に持つと言う。打合せは、全

に有効だと知りました」
。

まざまなメニューがあるので、スムーズな

てきた。長期間勤め続けるスタッフも増え、定着にもつながっている。

生の目線や価値観を分析します。そこか

へ。
「この時期に、学校訪問が新卒採用

ども扱うトータルビューティサロンだ。
「さ

新卒をほぼ毎年、継続的に採用。部門間の連携がとれ、サロン全体の絆も年々強まっ

ルするには、じっくりと時間をかけ、学

大塚さんは、実は元々エステティシャ

創業時からエステティックにヘアを併

35

手づくりのPRツールで大手と差別化

んは 2000年、“ 大手より敷居が低く、誰

設し、今ではネイルやまつげエクステな

が
自ら ン
ナー ザイ
ー
デ
オ を
冊子

体で月1回、部門別では必要に応じて行われる。
また若手には、悩みがあれば、同じ部門にいる
１年うえの先輩に相談するように言っている。こ
うすれば、大塚さんが問題を把握しておきやす
いからだ。常に時代に合わせた方法を考え抜き、
17名のスタッフをまとめ上げてきた。

マニュアルも大塚さん自らデザイン & 文章を作成

CAP ではチームワークが重視されている
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編集後記

Editor’s note and about us

ホットペッパービューティーアカデミーとは？
美容業界の未来に向けて、私たちができること

美容の未来のために、
「学び」と「調査・研究」を。

「採用」
というひとつのテーマから、
いろいろなものが見えてきました。
美容業界が抱える
労働環境のネガティブイメージ、世の中への情報発信不足、
まだまだ課題はあるかもしれません。

美容にかかわるすべての人に、
「学びの場」
を創造したい。
それが、私たちホットペッパービューティーアカデミーの想いです。
セミナー、イベント、調査・研究、WEBコンテンツ……。
その、一つひとつが、美容の未来につながるように。
さまざまな活動を通して、今後も取り組んでいきます。

一方で、それらを改善すべく一生懸命に取り組む
美容サロン、美容業界の方々を間近に見ました。
そのなかで感じたことは、
たくさんの人を笑顔にできる「美容という仕事」
の素晴らしさ。
だからこそ、少しでも多くの人に「美容の道」
に進んでほしい。
ここ最近、人工知能＝ AI が話題です。
いくつかの職業がロボットに取って代わる日は、
そう遠くないかもしれません。
しかし、人と人とが密接に関わる美容業こそ、
やはり「人」
でしか成しえないと思うのです。
美容の世界が、希望あふれる業界になるために。
美容の素晴らしさを世の中に、そして未来に、届けることを使命に。
私たちにできることを、これからも全力で取り組んでいきます。

2017年3月
ホットペッパービューティーアカデミー

LE A R N !

EVENT!

対面セミナー＆オンライン型セミナー

未来会議・特別イベント

美容サロン経営に役立つマネジメントや組織づくり、マー

女性活躍支援と訪問美容、２つの社会課題に取り組む

ケティングについて、全国30カ所での無料セミナー＆場

「未来会議」
、業界内外のゲストを迎えるトークセッション

所・時間を選ばないインターネットセミナーを開催。

「BEAT LIVE」
などの特別イベントを開催。

S E A R CH!

CHE CK !

調査・研究

WEBコンテンツ

美容市場、世代別の価値意識、カスタマーの美容サロン

インタビュー企画やサロン事例など、あらゆる視点から

利用実態、そして美容トレンド予測……。独自の調査・分

「サロン経営に役立つヒント」
を提供。以下URLまたは二

析から見えた
「美容業界の兆し」
を発信。

STAFF

次元コードよりご覧ください。

CLICK!
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