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まえがき 

 

 

本書は、 

⚫ 個人エステサロン運営をするのは初めて 

⚫ 個人エステサロン運営がうまくいかない 

という、初心者の方や経営に悩むオーナーさんを対象としています。 

 

個人エステサロン運営の経験の十分ある人順調にサロン経営が出来ている人に

は本書は向いていません。 

すでに知っていること、分かっていることばかりのことでしょう。 

 

しかし、「まさにこれから」という人にとっては、本書は、サロンオーナーとし

て成長していくにあたり、分かりやすい地図になるはずです。 

 

本書には、すでにサロン経営が軌道に乗っている個人エステサロンの運営の 

経験や知恵が詰まっています。 

⚫ 集客のためのマーケティングの話 

⚫ ビジネス常識の話 

もある程度、含まれています。これからのお仕事に活用してください。 
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準備編 

 

 

まずは、サロンを開くための準備編です。 

サロンオーナーとしてサロンを開くために、何を準備するのか？を解説します。 

 

 

そろえておきたい７つ道具 

 

サロンオーナーとしての活動を始めたり、教室を開いたりするときに、そろえて

おきたいものは全部で 7 つあります。 

 

① オーナーとしての自分の「名前」 

② 教室の「ロゴ」（自分のロゴ。キャラクターでもよい） 

③ 名刺 

④ サロンの「パンフレット」 

⑤ オフィシャルサイト 

⑥ ブログや SNS 

⑦ メールマガジン 

 

この 7 つです。 

自分でサロンを開く方にはこの 7 つは必須です。 

⚫ 自分のサロンはどんなサロンなのか 

⚫ 自分はどんな施術が得意なのか 

といったことが伝わるように、この「7 つ道具」はあったほうがよいです。 
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＜7 つ道具 その 1： 名前＞ 

 

7 つ道具の最初は「名前」です。 

 

「名前？ 自分の名前になにか問題でもあるの？」 

と思うかもしれません。 

「名前」のつけ方、名乗り方は思いのほか重要です。 

 

まず、オーナーとして自分自身を 

「本名で名乗るのか」 

「それとも”屋号”（ペンネームや芸名）で運営をするのか」 

を決めましょう。 

 

また、サロンを開く場合、 

「サロンの名前をどうするのか」 

を決めなくてはなりません。 

 

オーナーとしての名乗り方に戻りますが、 

「本名で仕事をするのか？」 

「それとも”屋号”（ペンネームや芸名）で仕事をするのか」 

…この問いかけに戸惑いを覚えた方もいることでしょう。 

 

通常の会社勤めの場合、本名で仕事をするのが普通ですので、”屋号”（ペンネー

ムや芸名）で仕事をすることはほとんどありませんし、そもそも屋号で仕事をす

ることが歓迎されない職場がほとんどです。 

しかし、フリーランスでサロンオーナーをする場合は、本名を使おうと、屋号を

使おうと、あなたの自由です。 
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“屋号”（ペンネームや芸名）は、作家や俳優だけのものではないのです。 

実際、”屋号”（ペンネームや芸名）で講師をしている人はたくさんいます。 

 

ただし、 

⚫ 会社を登記する 

⚫ 銀行口座を作る 

⚫ 契約書を交わす（※） 

⚫ 確定申告をする 

といったことは、本名（戸籍名）で行います。 

“屋号”（ペンネームや芸名）ではこれらのことはできません。 

また、 

⚫ 運転免許証 

⚫ パスポート 

⚫ 印鑑証明書 

なども本名で作成しなければなりません。 

 

                                         

（※）屋号を使っている人は、 

⚫ 仕事をしているときや名刺交換のときは屋号を使う 

⚫ 契約書を交わすときのみ、本名で交わす 

ということになります。 
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本名を使うのと、屋号を使うのとでは、どちらが良い？ 

 

「本名で仕事をしようか？」 

「屋号で仕事をしようか？」 

どちらが良いのかは一概には言えません。 

 

本名であれ屋号であれ、「名前」もマーケティングの 1 つだと考えれば、 

⚫ 覚えてもらいやすい名前 

⚫ 広がりやすい名前 

が望ましいということになります。 

 

なお、もともと本名で仕事をしていた人が、結婚などの理由で苗字が変

わることがあります。 

その際、 

⚫ 今後は新しい苗字で仕事をする 

⚫ 引き続き以前の苗字で仕事をする 

どちらにするかを選択することになりますが、すでに名前が売れている

人の場合は、後者（引き続き以前の苗字で仕事をする）を選択すること

が多いと思われます。 

引き続き以前の苗字で仕事をするので、名刺を作り直す必要はありませ

んが、契約書に書く名前は新しい苗字を使うことになります。 

 

 

“屋号”（ペンネームや芸名）には、いろいろなパターンがあります。 

屋号を使うことを決めたら、愛着がわく名前、覚えてもらいやすい名前を考えま

しょう。 
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屋号のパターン 例 

本名をすべてひらがなで表記 やまもとゆり 

本名をすべてカタカナで表記 コバヤシサトシ 

本名に使う漢字を一部変える 山本ユリ → 山本優梨 

本名を一部加筆・修正する 山本ユリ → 山本ユリ子 

本名ぽっく見えて、本名と関係な

い名前にする 
（本名）小林聡 → （屋号）大沢和夫 

帰国子女っぽくする ジュリアン田中 

名前だけにする（苗字はなし） サトシ 

ガイジンぽい名前にする ジャスミン・リー 

場所のような名前にする（※） サロンヤマモト 

 

その他、本名をアルファベットに分解し、そのアルファベットを並べ替えて違う

名前を作るということも、欧米などではよく行われています（アナグラムといい

ます）。 

 

屋号を決めたら、今度はその名前に「慣れる」練習をしましょう。 

 

たとえば「ジュリアン田中」さんの場合、電話がかかってきたときに「もしもし。

ジュリアン田中です！」と照れずに答えられるようになることが必要です。 

 

また、たとえば「コバヤシサトシ」さんの場合、フルネーム「コバヤシサトコ」

全体が屋号に該当します。 

したがって、自分から名乗るときは「はじめまして。コバヤシです」と途中で止

めてしまうのはよくありません。 

「はじめまして。コバヤシサトコです」と止めずにフルネームで名乗るようにし

ます。 
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ある程度慣れてきたら、今度は友人に頼んで、屋号で不意に呼びかけてもらう練

習をするのも有効です。 

呼びかけられて、すぐに振り向くことができたら合格です。 

自分が呼ばれていることに気がつかず、振り向くのが遅れたら、それは新しい名

前がまだ自分のものになっていない証拠です。 

 

                                         

（※）自分自身に屋号をつけるのではなく、自分の仕事場に名前をつけるやり方です。 

山本さんという人が「アトリエヤマモト」という屋号を持った場合、この山本さんは自己紹

介のときに「アトリエヤマモトの山本と申します」と名乗ります。 

小林さんという人が「オフィスコバヤシ」という屋号を持った場合、この小林さんは自己紹

介のときに「オフィスコバヤシの小林です」と名乗ります。 

山本さんの自宅にアトリエがなくても、「アトリエヤマモト」を屋号とするのは自由です。 

同様に、小林さんがオフィスを持っていなくても、「オフィスコバヤシ」を屋号とするのは

自由です。 

このパターンでは、「アトリエ」や「オフィス」、あるいは「スクエア」のように“場所”を連

想する単語が使われることが多いですが、“場所”を連想しない単語を使うこともできます。 

（例 1）「ワイズ・クリエイトの田中です」 

田中さんを知らない人がこの自己紹介を聞くと、 

「ワイズ・クリエイトという会社があって、田中さんはその社長さんか社員なのだろう」 

と想像してしまいますが、ワイズ・クリエイトは会社でも何でもなく、単なる屋号です。 

（例 2）「深甘堂の大沢です」 

こういう和風のバージョンも可能です。 

大沢さんを知らない人がこの自己紹介を聞けば、 

「深甘堂という和菓子屋さんがあって、大沢さんはそこで働いているのだろう」 

と想像してしまいますが、深甘堂は単なる屋号であり、和菓子店ではありません。 
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＜7 つ道具 その 2： ロゴ＞ 

 

ロゴとは、あなた自身やあなたの教室を表すシンボルマークです。 

こんなところに使われます。 

 

⚫ 名刺 

⚫ サロンのパンフレット 

⚫ オフィシャルサイト 

⚫ 請求書 

 

ロゴを作る際には、自分で考える場合と、デザイナーに頼んで考えてもらう場合

があります。 

 

自分で考えるメリット 

⚫ デザインを考えるのが好きな人は、楽しみながら作ることができる 

⚫ 著作者が自分なので、著作権についてのトラブルがない 

⚫ 費用がかからない 

 

デザイナーに頼むメリット 

⚫ 細かいところまで配慮したプロのデザインが期待できる 

 

最近は、「ココナラ」や「ランサーズ」のようなサービスを通じてデザイナーを

探すことが多くなっています。 

複数のデザイナーに声をかけ、図案を作成してもらい、コンテスト方式で最良の

ものを選ぶという方法もよく行われています。 
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できあがったロゴについては、どうしてそのデザインにしたのかを説明

できるようにしておきましょう。 

たとえばアメリカ合衆国の国旗（星条旗）は一種のロゴですが、このデ

ザインにはれっきとした「意味」があります。 

 

 

 

赤と白の縞模様は、赤白あわせて 13 本の線で構成されています。 

この 13 本は、アメリカ合衆国がイギリスの植民地から独立したとき

の、最初の 13 州を表しています。 

左上の、青い背景に白抜きで 50 個の星が描かれていますが、これは現

在アメリカが 50 の州で構成されていることを示しています。 

 

 

＜7 つ道具 その 3： 名刺＞ 

 

名前とロゴマークが決まったら、次はそれをもとに名刺を作ります。 

名刺は、「あなたの分身」ともいえる存在です。レイアウトやデザインを真剣に

考えて作ってください。 
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名前とロゴに加え、以下の情報を入れるようにします。 

 

⚫ 住所（※1） 

⚫ 電話番号（※2） 

⚫ ファックス番号（※3） 

⚫ メールアドレス（※4） 

⚫ オフィシャルサイトの URL（※5） 

 

（※1）実際のところ、「自宅の住所や電話番号を名刺に載せてもいい」という人

はあまり多くありません。 

オフィスがあれば、その住所と電話番号を表示すれば問題ないのですが、自宅と

なると、掲載には勇気が要ります。 

ただ、住所や電話番号が載っていない名刺を見た相手が「この人はプロではない」

と感じる可能性があることも確かです。 

 

（※2）「この人はプロではない」という印象を与えてしまう「残念な可能性」が

もっとも大きいのは、電話番号が何も載っていない名刺です。 

せめて、携帯の番号くらいは載せましょう。 

最善なのは固定電話と携帯電話の両方の番号を表示することです。 

ただ、「固定電話があたりまえ」の時代ではなくなりつつあるのも事実ですので、

携帯の番号が載っているだけで十分かもしれません。 

 

（※3）「この人はプロではない」という印象を避けるため、できるだけフリーメ

ール（Yahoo や Hotmail など）は使わず、そうでないメールアドレスを載せる

ようにしてください（ただし Gmail だけはフリーメールでありながら、ビジネ

スで使用される頻度が高いため、名刺に掲載しても大丈夫です）。 

 

 



 13 / 29 

 

（※5）オフィシャルサイトを持っていない人で、名刺にブログ（ameba など）

の URL を記載している人がいますが、これも「プロではない」と思われる危険

度の高い行為です。 

少々無理をしてでも、オフィシャルサイトは持つべきです。 

 

そのほか、以下のような名刺はなるべく避けるようにしましょう。 

 

⚫ 目立とうとして規格外のサイズの名刺（普通より大きな名刺や、小さな名刺）

を作ること。受け取る側にすればそれだけで邪魔な存在になり、捨てられる

可能性大。 

⚫ 同じく目立とうとして、変わった形の名刺（三角形の名刺や、折りたたむよ

うな名刺）を作ること。これも受け取る側にすれば邪魔であり、捨てられる

可能性大。 

 

風変わりな名刺を作る人は実際にいます。 

自分のことを覚えてもらいたいがための工夫だと思われますが、超個性的な名

刺を作って得られるのは、 

「なんだか変な名刺を作っている人」 

という感想だけです。 

これによって講師としての評価が上がることはまずありません。 

奇をてらった名刺を作るより、 

「信頼できる人だ」 

「安心して体を任せられる人だ」 

と感じてもらえるような名刺を作りましょう。 
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名刺は縦づくり（縦長）がいい？ それとも横づくり（横長）がいい？ 

名刺のなかの文字は、縦書きがいい？ それとも横書きがいい？ 

 

名刺の縦・横については、整理すると次のようにまとめられます。 

 縦書き 横書き 

縦づくり 

（縦長） 

政治家などの名刺に多く、

伝統的で“おカタイ”という

イメージ。カタカナ名には

なじまないかも。 

かつては一般的ではなか

ったのですが、最近たまに

みかけます。斬新さがある

と思われているようです。 

横づくり 

（横長） 

あまり一般的な感じはせ

ず、やや違和感あり。目立

つかもしれませんが…。 

実際にもっとも多いのは

このパターンです。 

 

どれがベストかは、一概には言えません。 

好みで選んでよいと思われますが、傾向として、「横づくり・縦書き」

の名刺はほとんどありません。 

歴史の長い企業には「縦づくり・縦書き」が多く、ベンチャー企業やク

リエイティブ系の企業には「縦づくり・横書き」の名刺が多いようです。 

しかし、このこと自体に特に意味はありません。 

あまり奇をてらったものではなく、自分の好みと「わかりやすさ」でえ

らぶようにしてください。その意味では、「横づくり・横書き」がもっ

ともオーソドクスで安全と言えます。 
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名刺を作るときに、気になるのが「肩書」です。 

そもそも肩書は必要でしょうか？ 

肩書をつけるとしたら、どんな肩書が良いでしょうか？ 

 

実は、個人事業主として仕事をするときに、名刺に肩書を入れるかどうかは自由

です。 

肩書を入れるメリット、デメリットのような違いもとくにありません。 

 

肩書をつけている例を 2 つ紹介しますと、 

 

① フリーランスの人でも、自分で会社を登記している人がいます。 

自分自身が株主であり、社長。 

社員は自分 1 人。 

このような場合は、「社長」または「代表取締役」という肩書をつけることが考

えられます。 

 

② 会社を登記していなくても、「仕事場の名前を屋号にしている」人は、 

「アトリエヤマモト 代表」 

という肩書を持つことがあります。 
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（参考）一般企業で使われている肩書 

 

⚫ 社長：一般には会社の経営の最終責任者を指します。 

⚫ 取締役：会社の経営責任者（ふつう複数います）。 

⚫ 部長：一般には、課長の上司。 

⚫ 副部長・部長代理：大きな会社には副部長・部長代理の両方が存在

することがあり、どちらが責任が重いのか分かりにくいのですが、

一般には副部長のほうが権限が大きいとされています。 

⚫ 課長：一般には、管理職としての出発点 

⚫ 主任・チームリーダー：一般には、プチ課長のような役割 

⚫ 代表取締役：ふつうは社長が代表取締役を兼任します 

⚫ 会長：取締役会の会長を指します。社長になったあとのさらに上の

ポストというイメージがあり、同族会社などでは、父親が会長、息

子や娘が社長、というケースがよくあります。 

⚫ 顧問・相談役：ともに、会社を生徒と見立てた場合の「先生」「師匠」

のような役職。どちらがどう違うのかは、会社によって異なります。 

⚫ 専務取締役・常務取締役：取締役を上から順に並べると、一般には 

 代表取締役＞専務取締役＞常務取締役＞取締役となります。 

● サロンオーナー：サロンを運営している経営者 

● エステティシャン or セラピスト：施術をする人 

※個人事業主の場合エステティシャン or セラピスト兼オーナーと書く 

 人も多いです。 
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名刺の渡し方、受け取り方のコツ 

 

名刺は、その人の「顔」だ、といわれます。 

複数の人の名刺を一度に受け取ったとき、受け取った名刺を机の上に重ねて置

く人がいますが、これは失礼に当たるので避けましょう。 

複数の名刺を置くときは、重ならないように並べます。 

 

名刺を渡す時は、自分の名前をハッキリと名乗りながら行い、受け取る時には必

ず両手を添えて挨拶しながら、一度顔をあげて相手の目を見ましょう。 

これだけで、相手の持つあなたの印象もかわってきて、「ああ、しっかりした人

だな」と思われるようになります。 

 

 

＜7 つ道具 その 4： パンフレット＞ 

 

名刺のほかに、パンフレットも作っておくと有効です。 

⚫ 自分はどんな人間か 

⚫ 自分はどんな仕事をしているか 

⚫ これまでどんなサロンで働いてきたか 

⚫ 自分にはどんなことが出来るのか 

⚫ どんなコンセプトのサロンか 

⚫ どんな人たちが対象なのか 

 

などを分かりやすく書いたパンフレットです。 

 

パンフレットは、紙 1 枚にまとめたものでもいいし、数ページに及ぶものを作

っても構いません。 
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紙のサイズは、A4 をお勧めします（A3 で作り、A4 サイズに折りたたんだもの

でも可）。 

 

作成したパンフレットは、名刺同様、つねにカバンの中に忍ばせておき、いつで

も相手に渡すことができるようにしておきましょう。 

 

 

＜7 つ道具 その 5： オフィシャルサイト＞ 

 

これからエステサロンを開業したいと考える人にとって、ネットでの情報発信

は欠かせません。 

多くの方が、自分のオフィシャルサイトを持ったり、ブログを書いたり、SNS に

投稿したりしています。 

また、ビジネス社会にいるほとんどの人は、初対面の相手に興味をもったときは、

名刺に載っているオフィシャルサイトやブログをチェックし、その人を判断し

ています。 

 

オフィシャルサイトとブログは、どちらを先に作ったら良いでしょうか？ 

一般には、オフィシャルサイトにはフォーマルでプロっぽい印象があり、ブログ

にはカジュアルでプライベートな印象があります。 

「ブログはあるけどオフィシャルサイトは持っていない」 

という人がときどきいますが、仕事のうえで信頼してもらうためには、まずオフ

ィシャルサイトを先に作ることをお勧めします。 
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オフィシャルサイトを作るときの最大の注意事項 

 

オフィシャルサイトは自分で作るのがよいか、ウェブデザイナーや IT

関連の会社に作ってもらうほうがよいか、迷うところです。 

かつては素人が自力で作るウェブサイトは明らかに素人ぽっく、プロと

の差が歴然としていました。 

しかし昨今は素人でもウェブサイトが上手に作れるツールや、そのまま

利用できるテンプレートが発達しており、表面上、素人とプロの差が縮

まっているように思われます。 

 

ですので 

「加筆修正を思いついたときに、すぐに加筆修正したい」 

「コンテンツは自分で考えたい」 

という人は、ウェブサイトを自分で作るようにしましょう。 

 

逆に、 

「素人でもウェブサイトが上手に作れるツールや、そのまま利用できる

テンプレートがいくら発達しているといっても、自分はツールやテンプ

レートを触るのは大の苦手」 

という人は、プロによく相談して作ってもらうのがよいでしょう。 

その場合でも、「細かい加筆修正に素早く対応してくれる」相手に依頼

することをお勧めします。 
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＜7 つ道具 その 6： ブログや SNS＞ 

 

ブログや SNS を仕事で活用したい場合に、気をつけるべきことを述べます。 

 

① 正体を隠さない 

誰がやっているのか分からないブログを見ることがありますが、仕事に活用し

たいのに正体を隠すのは矛盾しています。 

役者志望の人が、覆面をかぶってその他大勢のエキストラを何百回やっても、主

役に抜擢されることはありません。 

同様に、正体を伏せていくら情報発信をしたところで、サロンに来店する顧客が

増えたりするということはありません。 

 

② 連絡先を隠さない 

「ご予約お待ちしています」 

と書いてあるのに、連絡先がどこにもない…そんなブログもよく見かけます。 

連絡先を載せるのが怖い、という気持ちは分かります。 

しかしこれでは、「私はプロではありません」と宣言しているのと同じです。 

「連絡のある方は、ブログのコメント欄にメッセージを入れてください」 

と書いてある場合もあります。 

しかしこれも「私はプロではありません」と宣言しているのとなんら変わりがあ

りません。 

アナタに施術をしてもらいたいと思う人がいても 

「そんなことをしてまで、連絡したくはない」というのが本音です。 

仕事がほしいのにブログに連絡先を載せないのは、お店を開いたにも関わらず、

電気をつけず、出入口に鍵をかけているのと同じだということを、お忘れなく。 
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なお、ここで述べた「正体を隠さない」「連絡先を隠さない」は、あくまでブロ

グや SNS を仕事につなげたい場合に限った話です。 

個人の楽しみでやっている人のことを、とやかく言うものではありません。 

 

 

＜7 つ道具 その 7： メールマガジン＞ 

 

オフィシャルサイトやブログは、相手の人がわざわざ見に来てくれなくては、情

報を伝えることができません（※１）。 

一方、メルマガ（メールマガジン）は、相手にこちらから情報を送ることができ

ます（※2）。相手に来てもらわなくてもよいのが特長です。 

 

メルマガを出す方法は大きくわけて 2 つあります。 

⚫ 自分のメールソフトから、直接送る方法 

⚫ メールスタンドを利用する方法 

 

自分のメールソフトから、直接送る方法 

 

TO：自分（送り主）のアドレス 

BCC：読者全員のアドレス 

FROM：自分（送り主）のアドレス 

 

という形でメールする方法。 

無料でできるというのもあり、この方法を採用している人はかなりいます。 

読者の数がそれほど多くなければ、この方法でもやっていけます。 

 

ただ、誤ってBCCではなくCCに読者のアドレスを入れてしまったら大変です。 

全員のアドレスが全員に公開されてしまうので、不快に思う人も多いでしょう
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し、個人情報保護法に違反する過失でもあります。 

くれぐれも気をつけてください。 

 

メールスタンドを利用する方法 

 

メールスタンドというのは、多数の人にメールを配信するための、専門のプロバ

イダのことです。 

メールスタンドには無料のものと有料のものがあります。 

 

無料メールスタンドの代表は「まぐまぐ」です。 

まぐまぐのようなメールスタンドは、無料である代わり、読者のメールアドレス

を知ることができません（読者数のみ、分かる）。 

すなわち、誰が読んでいるのか分からないようになっています。 

また、メルマガには広告が載ります。 

 

有料のメールスタンドは、さまざまな会社（プロバイダ）がサービスを提供して

います。 

サービス内容や料金体系はさまざまです。 

有料のメールスタンドであれば、読者のメールアドレスが伏せてあるといった

ことはありません。 

また、広告が勝手に載ることもありません。 

 

メルマガ原稿の書き方 

 

メルマガ原稿の書き方は自由ですが、エチケットがあります。 
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エチケット①：誰に送っているのかを明記する。 

「メルマガに申込のあった人にお送りしています」 

「私のサロンに来てくれた人にお送りしています」 

「過去に名刺交換をさせていただいた人にお送りしています」 

といった言葉を入れます。 

 

エチケット②：解約方法（＝配信をストップする方法）を明記する。 

「メールマガジンを不要の方は、お手数ですが購読解除の旨を、以下のメールア

ドレスにまでお知らせ願います。xxxx@xxxx.co.jp」 

といった言葉を入れます。 

 

                                         

（※1）「プル（PULL）型のメディア」と呼ばれます。 

（※2）「プッシュ（PUSH）型のメディア」と呼ばれます。 
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開業編 

 

 

＜開業するのに、ライセンスは必要？＞ 

 

エステサロンを運営するにあたり、いわゆる国家資格は要りません。 

民間資格のディプロマが必ずしも必要というわけでもありません。 

がしかし！きちんと技術やカウンセリング術を身につけました。を言う 

証明としてディプロマをサロンに飾ることでアナタの権威性や信頼度は 

上がることは間違いないです！ 

そして、大切な開業届を提出することも忘れないようにしましょう！ 

 

 

＜仕事の増やし方＞ 

サロンを開くのは、自分の意思で簡単に開くことができます。 

しかし、サロン業務は顧客が来店してくれない限りは仕事ができません。 

つまりアナタのサロンを、選んでもらわなければなりません。 

したがって、予約数を増やすうえで重要なのは、 

「予約をしてくれる可能性のある顧客（潜在顧客）を、できるだけ増やす」 

ということです。 

 

増やし方はいろいろあります。 

 

たとえば、「ZOOM おしゃべり会」や「ランチ会」など、仕事の出会いと交流を

目的とした会（いわゆる異業種交流会）などに出席するのもひとつです。 

参加者と名刺交換をすることも有効ですが、できるだけ主催者の方々と親密に

なるように心がけましょう。 
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交流会の主催者は、 

⚫ 良いサロンを探している人 

⚫ 施術を受けてくれる人を探している人 

この両者がうまく出会うように工夫することに大変気を使っています。 

ですので、主催者と日常的に会うような間柄になれば、主催者はアナタのサロン

に興味がありそうな人を積極的に探してくれるようになります。 

 

 

＜料金の決め方＞ 

料金の金額を決めるのは、容易ではありません。 

多くの人が、以下の 2 つのどちらかの方法で価格を設定しているようです。 

1 つは、「誰でも払えるような価格」に設定するケース。 

もう 1 つは、「相場を調べて」価格を設定するケースです。 

じつは、この決め方は両方とも間違っています。 

 

「誰でも払えるような価格」に設定するケース 

 

⚫ 「お金に余裕のない人にも受けてほしい」という善意 

⚫ 「だれも来なかったらどうしよう」という恐怖 

から、施術料を安く設定しその結果、運営がだんだん苦しくなりモチベーション

が下がり、１年したら止めてしまう、という経験をする人が後をたちません。 

結果的に止めてしまうのであれば、その価格設定は間違っていたということに

なります。 
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「相場を調べて」価格を設定するケース 

 

「他のサロンの価格がいくらなのか（＝相場）」をホットペッパーなどで 

調べて自分のサロンの価格を決める人もいます。 

 

その場合、たとえば 1 回 3000 円～5000 円といった価格が多いですが 

この価格では通常、サロン運営を「仕事として」続けていっても数をこなさない

以上利益は出ません。（趣味として続けるなら別です） 

 

 

一方で、「価格が高いサロンでありながら、それでも人気が高く顧客が集まって

いる」というサロンもあります。 

 

このことを考えると、施術料を決めるのに、「相場を調べる」という方法は間違

っていると言わざるをえません。 

こうした間違いを犯してしまう原因の１つは、「比べる対象をきちんと定義しな

いまま、比べてしまう」というところにあります。 

 

価格設定は難しい問題のひとつですが、いずれにしてもヒントは、「一見、施術

料金が高いサロンでありながら、それでも人気が高く顧客が集まっている」とい

う個人エステサロン実際にあるということです。 

 

そうした個人エステサロンが、なぜ成立しているのか？ を紐解くところに、求

める回答の鍵があるでしょう。 
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＜集客の仕方＞ 

 

まず、ペルソナ（どんな人に顧客として来てほしいのか）を考えてください。 

それにより、集客のしかたは変わります。 

 

忙しい OL の方に来てほしいと思っているのに、市役所の掲示板コーナーに案内

チラシを貼りつけても効果は期待できません。 

なぜなら、忙しい OL の方は市役所に行くことがめったにないだろうからです。 

 

オフィシャルサイトで募集するときも、たとえば 30 代～40 代の洗練された美

意識の高い独身女性の方を対象に集客をかけるのに、ピンク色のファンシーな

デザインのオフィシャルサイトを作っても効果は期待できません。 

 

なぜなら、そのようなオフィシャルサイトを一生懸命に読む 30 代～40 代洗練

された美意識の高い女性の数は少ないだろうからです。 

 

募集の仕方は、 

「どんな人に顧客として来てほしいのか」 

ということと密接につながっています。 

ここが曖昧なまま集客を始めようとすると、何から手をつけてよいか分からな

くなります。 

分からないまま、思いついた集客手段をあれもこれも実行しているうちに、疲れ

果て、予算も使い果たし、モチベーションも下がってしまいます。 

 

とはいえ、ペルソナを決めるのには勇気がいります。 
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たとえばアロママッサージのサロンを例にあげてみましょう。 

「良いアロマは万人の心や体を癒す」と考えているあなたは、できるだけ多くの

人にアロマセラピーの素晴らしさを知ってほしいと思っています。 

① 20 代、30 代の独身女性はアロマトリートメントに興味のある人が多いはず 

② でも、仕事で疲れている独身女性にも教室に来てほしい 

③ 子育てでストレスのたまっているお母さんも癒してあげたい 

④ シニアの方々にもアロマトリートメントを受けて、生き生きと活動してもら

いたい 

⑤ 集中力アップにもなるから、受験生にもアロマトリートメントを知ってもら

いたい 

選択肢は、いろいろあります。 

しかし一方で、「こんなにバラバラでは、ちゃんとした集客ができない」という

こともあなたには分かっています。 

どこかに絞らなくてはなりません。 

 

最初、①の「20 代、30 代の独身女性」に絞ろうとあなたは考えます。 

そうした女性の方々に喜んでいただけそうなインテリアでサロンをそろえ、 

オフィシャルサイトもおしゃれなものにしよう、という考えがあなたの脳裏に

浮かびます。 

しかし、しばらくすると、 

「20 代、30 代の独身女性を対象にしたアロマトリートメントサロンなんて、た

くさんある。このままでは自分のサロンはいつまでたっても目立たない」 

という不安が心をよぎります。 

そこで視点を変え、②の「仕事で疲れているお父さん」をペルソナにしようか…

と思ったりもします。 
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「仕事で疲れている独身女性のためのアロマトリートメントサロン」のプラン

を考えているところに、最近子どもが生まれたばかりの友人から電話がかかっ

てきます。 

子育てがたいへんで疲れているようでした。 

電話を切ったあなたは、③の「子育てでストレスのたまっているお母さん」をペ

ルソナにしてアロマトリートメントサロンを開こうと心が動きます。 

 

そして…。 

あなたは困った顔でつぶやきます。「決められない…」 

 

「どんな人に顧客として来てほしいのか」を決めることの大切さと、その難しさ

がお分かりになったでしょうか？ 

「どんな人に顧客として来てほしいのか」には正解がありません。 

また、それを決めることができるのは、オーナーであるあなただけです。 

ですので、本当はどうしたいのか、自分自身との対話が必要になってきます。 

 

サロン集客がうまくいくか否かは、最初に設定するペルソナ（顧客）の選定 

にかかっていると思い、できるだけ具体的なペルソナ像を描き 

そのペルソナの思考や、行動範囲をリサーチしてみてください！！ 

 

最後までお読みいただきありがとうございました。 

 

週に 1 回送られる無料メルマガの登録はこちら↓ 

https://resast.jp/subscribe/162809/1843613 

 

個人エステサロンプランナーＪｕｎ 

 

https://resast.jp/subscribe/162809/1843613

