


はじめに

おうちネイルサロンという働き方が
おススメな３つの理由

おうちネイルサロン開業の流れ

忘れてはいけないネイル技術のこと

おうちネイルサロンを成功させるために
必要な３つのポイント

さいごに・・・

おうちネイルサロンのはじめかたを
もっと詳しく知りたい方は



好きな時に、好きなことで、自分らしく働く！

「おうちネイルサロンのはじめ方トリセツBOOK」

をご覧いただきありがとうございます。

プレシャスネイリスト養成講師の浴町美生

（エキマチミオ）と申します。

私は現在、兵庫県神戸市でネイルスクールと

小さなネイルサロンを2店舗経営しています。



私自身、以前はネイリストではなく会社勤めをする

普通のOLだったのですが、

時間に追われる生活や、決まったお給料で

節約しながら生きる生活が嫌になり、

好きなことを仕事にし、

自分のペースで理想の収入を得るために

個人サロンを開業しました。

開業したものの、

最初はなかなか思い通りにはいかず、

大事なお客様を失ってしまったり、

頑張りすぎて体調を崩してしまった時期も

あったのですが、

紆余曲折の10年間の中で、

自分の働きたい時だけ働き、

会社員時代より高い収入を得る

「プレシャスネイルメソッド」

を生み出しました。



この

「おうちネイルサロンのはじめ方トリセツBOOK」

では、

私が10年以上かけて経験してきた

おうちネイルサロンの開業のしかた、

そして、理想の働き方を実現するための

「プレシャスネイルメソッド」の

キーポイントをお伝えしていきます。

以前の私のように、

やりがいを感じない仕事を嫌々続けている方や、

家族や自分のための自由な時間が足りない

と感じている方、

もっと自由になるお金が欲しい方、

そんな方のお役に立てると嬉しいです。



理由その１ 時間の自由を得られる

自分でサロンを開業すると得られる

大きなメリットとして、

自分の好きな時間、好きな日に働ける

ということがあります。

会社勤めだけでなく、

たとえパートタイムやアルバイトでも、

決められた時間に決められた場所に出勤して、

決められた時間労働しなければいけませんよね。

ですが、自分でサロンをしていたら、

自分の働きたい時間に予約を取って、

働きたくない時間や休みにしたい日は

予約を取らなければ良いだけなんです！

どういうことか、すぐにピンと来ないと思いますので

サロンの営業スタイル例を挙げてみます。



＜サロンスタイル例①＞

✓朝はゆっくり寝たいし、

✓週に３日は休みたいし、

✓土日は友達や家族と過ごしたい

という方であれば、

営業時間 11:00～17:00 /定休日 水・土・日

というサロンのスタイルができます。

＜サロンスタイル例②＞

✓午前中だけ働いて午後はゆっくり過ごしたい

✓晩御飯の準備をゆっくり楽しみながらしたい

✓子供の行事もあるから、休みも自分の都合で

決めたい

という方であれば、

営業時間 9:00～13:00 / 不定休

というようなサロンのスタイルにすれば
良いですよね！



仕事というのは決められた時間拘束されるのが

当たり前という固定観念にとらわれて、

「朝起きたくないなんてわがまま過ぎない？」とか、

「それだけしか働かなくて、満足な収入を得られる

の？」

と、不安に感じて自分の理想を我慢しすぎなんです。

みんな、もっと自由に過ごしていいんです。

自由に働いても、理想の収入を得ることは

できるんです！



もうひとつの時間的メリット

自宅でサロンをすることの、

もうひとつの時間的メリットとして、

大切な１日の時間を移動に取られない

ということがあります。

一見たいしたことのないように

思えるかもしれませんが、

会社への通勤時間が1時間だとすると

１日２時間、年間にすると520時間も

移動に奪われています。



このように、自分でサロンをするということは、

自分の時間を自由にコントロールすることができる

=人生の自由を得る

ということなのです。

その時間、家族や友達と過ごしたり、

趣味やショッピングに使ったり、

ゆっくり体を休める時間にできたら、

人生の充実度は今と全く違ってくると思いませ

んか。



理由その２ 理想の収入を得られる

理由その１で、「時間の自由を得られる」

というお話をしましたが、

「好きな時間だけ働いても、

今より収入が下がったら意味が無い」

と思った方もおられると思います。

そりゃそうですよね。

私も以前はそう思っていました。

ですが、その考え方は決められた時給や月給で働くこ

とに慣れてしまった人の、

誤った認識なんです。



よく考えてください。

会社の社長さんが、時給で働いていますか？

違いますよね。

社長さんは会社の利益を見越して、

自分で給料を決めていますし、

自営業であれば、利益が出た分、

そのまま自分の収入にしている方も大勢おられます。

あなたも自分の収入を自分で決めていいんです。

時間＝収入という考えは捨て、

自分の欲しい収入を遠慮せずに決めちゃいましょう。

その収入を得るための仕組みを作って、

その通りにサロンを運営していけば、

自由な時間と、理想の収入どちらも同時に手に入れら

れます。



理由その３ 好きなことを仕事にできる

仕事を辞めたい理由の第１位って

なんだと思いますか？

人間関係や給与などの条件面かなと思いきや、

実は、「やりがい・達成感を感じない」

というのが１位なんです！

確かに私自身も、

ネイリストになるまでに色々な仕事を

転々としていましたが、

今思えば、いつも

「仕事がつまらない。やりがいを感じない」

という理由で辞めていました。



ですが、ネイリストになった今では、

お客様を美しくして感謝してもらいながら、

自分自身も綺麗でいられ、

仕事にやりがいと楽しさを毎日感じながら

働いています。

理由①でお伝えしたとおり、仕事をする時間を自分

で決めることができますが、

その時間を好きでもない仕事や、やりがいを感じな

いことに使ってしまっては、

たとえ理想の収入を得ることができても、続けてい

くことはできないでしょう。

おうちサロンのような小さなサロンは、長きに渡り

お客様に愛されることが大切です。



私のお店のお客様も、

10年以上に渡り通って下さっている方が

たくさんおられます。

だから、集客に苦労することなく、

やっていけているのです。

そのためには、好きなことを仕事にし、

楽しみながらやりがいを感じ、

決して無理をせず、

長く続けていくことが大切なんです。



① 理想の収入やライフスタイルをしっかりと洗い出す

おうちネイルサロンをはじめる目的は、

好きなことを仕事にして、

自由な時間に働き、

理想の収入を得るということなので、

まずは自分自身が望むライフスタイルを

しっかりと思い描くことが重要です。

その理想のライフスタイルを実現するための仕組みを

作っていきましょう。



②サロンコンセプト考案

コンセプトとは、

「全体を通した基本的な考え方」という意味です。

お客様があなたのサロンに

どういった目的で通っていただきたいのか

というようなことを

参考に考えると良いでしょう。

＜コンセプト例＞

・日常的にネイルを楽しめる、

普段使いできるネイルサロン

・大人の女性のための、ワンランク上のサロン

③メニューを決める

サロンコンセプトをベースに、

①で出した理想のライフスタイルを実現するための

メニューや料金設定を決定しましょう。



④サービス内容を考案する

ターゲット層が求めるサービスかどうか

料金と時間のバランスを崩してしまわないか

条件的に必須のサービスが抜けていないか

上記のようなことに注意して、お客様に満足していた

だけるサービスを考えましょう。

⑤自宅で開業できない場合は開業場所を決める

おうちサロンとはいえ、

実際には自宅で開業スペースが確保できない方も

おられます。

私の場合も、自宅が無理でしたので、

自宅近くのマンションで開業しました。

その場合は、立地条件を決めることができますので、

ターゲットとしたい客層が集まりやすい地域や

ライバルが少ない場所など、

メリットのある開業場所を探しましょう。



⑥デスクやチェアなどの家具や備品類、

必要な道具等を揃える

私の推奨する「プレシャスネイルメソッド」には

＜できるだけお金をかけずにサロンを開業する＞

という大切なメソッドがあります。

お金はかけようと思えばいくらでもかけられますが、

まずは無理せず小さなサロンから始めて、

売上に応じて色々と整えていくことで、

リスクを最小限に抑えることができます。

ですので、備品や道具類に関しては、

まずは必要最小限で揃えていきましょう。

最初はテンションが上がって

なんでもかんでも買ってしまいがちですが、

実際にサロンを運営してみて初めて、

自分のサロンに必要なものや

そうじゃないものが分かってくる部分も多いですし、



できるだけ運転資金を置いておいた方が、

焦ることなく安心してサロンを運営していくことが

できます。

焦りはサロン運営にとって命とりです。

焦ってしまうことで

本来の目的やコンセプトを忘れて

技術を安売りしてしまったり、

ネイルを片手間にして違う仕事のパートに出てしまい

結局閉店というサロンが毎年山のように存在します。

ですので、無駄使いすることなく、

必要最低限を心がけましょう。



⑦お客様を集める

オープンの２か月～３か月くらい前から

本格的に集客を始めましょう。

主な集客方法として

・SNS

・集客サイトを利用

・ホームページ

・ブログ

・チラシ配布

等、方法は色々とありますが、

あなたのサロンのターゲットとなる

お客様を集めるために

ベストな組み合わせを考えます。

実際に結果の出る集客方法に取り組みましょう。



⑧開業届けを出す

管轄の税務署に開業届けを出しましょう。

開業届けは必須ではないですが、

年末の確定申告は必須です。

⑨プレオープン

開業の準備が整ったら、

友人や家族にお客様になってもらい、

数日間、サロンを運営してみましょう。

そうすることで、

足りていないことや、導線の確認、

時間配分等の見直しがしっかりできますし、

実際のオープンの宣伝にもなります。

⑩おうちネイルサロンオープン

いよいよおうちネイルサロンのオープンです

楽しく働ける、素敵なサロンを開業して、

あなたらしいライフスタイルを実現しましょう！



これまで、

おうちネイルサロンの開業の順序について

お話してきましたが、

ネイリストとして

忘れてはいけないのは＜技術＞です。

おうちネイルサロンをはじめるにあたり、

ネイル技術未習得の方は、

まずはネイルスクールで技術を学ぶ必要があります。

まれに独学で学ぼうとする方もいらっしゃい

ますが、大変危険な行為です。



ネイルというのは、お客様の手に実際に触れ、

爪や皮膚をカットしたり、

ジェルやポリッシュなどの物質を

お客様の体に対して直接扱います。

見よう見まねで「なんとなく」得た知識で

お客様に健康被害を与えてしまっては、

取り返しのつかないことになってしまいます。

また、独学の方に多くみられるのが、

自己満足に陥ってしまい、

客観的に自信の技術レベルを判断することができず、

素人ネイリストになってしまっているパターンです。



その場合、極端に値段を下げたら、

質を求めない値段重視のお客様は

いらっしゃいますが、

理想の収入を得るためには

朝から晩まで寝ないで働かないと

理想の収入を得ることはできず、

またたく間に貧乏暇なしネイリストに

なってしまいます。

おうちネイルサロンの本当の目的である、

時間の自由と理想の収入、

どちらも同時に手に入れるためには、

プロとしての最低限の技術は必要です。

決して独学ではなく、ネイルスクールで

きちんとした技術と知識を身につけましょう！



おうちネイルサロンをはじめることができても、

成功しないと意味がありません。

ありきたりなネイルサロンではなく、

お客様にとってもあなたにとっても

《特別なサロン》を作りだし、

理想のライフスタイルを実現させましょう！



成功ポイント①

ターゲットを絞り込む

オープンしたての時は、

たくさんのお客様にご来店いただきたい気持ちから、

いろんなタイプのお客様を想定して

サロンつくりをしてしまいがちです。

ネイリストが何人もいる、

中心地の大きなサロンであればそれも良いですが、

私たちが今からはじめようとしているのは、

住宅地にある小さな一人サロンです。

ですので、

毎月数百人のお客様を集めるための仕組みではなく、

ネイリストであるあなたを愛し、

長くお付き合いしてくれる濃いお客様を

毎月の予約枠の数だけ集めれば良いのです。



そのためにどうしたら良いかというと、

あなたのサロンにとって

理想となるお客様を一人設定して、

とにかくその方が満足する仕組みを作るんです。

デザインサンプル、サービス内容、接客、

内装など・・・

その理想のお客様が感動してくださったら、

同じ価値観を持った周囲の人を必ず呼んでくれます。

ですので、くれぐれも

万人受けする無難なサロンにならないよう、

ターゲットをしっかり絞りましょう！



成功ポイント②

集客に苦しまない！紹介しやすい仕組み作り

成功ポイント①でもお伝えしましたが、

おうちネイルサロンは、

毎月大量のお客様を集める必要がありません。

お客様の数ではなく、

あなたのネイリストとしての価値観を理解し、

長きに渡り愛して下さる方を集めることが大切です。

そのためには、

紹介していただきやすくなるような仕組みを

いたるところに組み込まなけれがいけません。

紹介クーポンや

キャンペーンのようなものはもちろん、

いかに口コミしていただけるか、

いかに感動していただけるかが勝負です。



女性というのは、

感動したら誰かに伝えたい生き物です。

言葉にして伝えやすい

パフォーマンスの高い技術や

感動を与えるサービス等

誰かに今すぐ伝えたくなるような

きっかけを張り巡らせ、

感動の熱が冷めないうちに、

周りの人に伝えられるような仕組みを

必ず用意しておきましょう。



成功ポイント③

絶対に安売りしない強い気持ち

サロンをスタートしても、

お客様の予約が入るスピードは

サロンによってそれぞれです。

サロンによってコンセプトも違えば、

ターゲットも違いますし、立地条件もそれぞれです。

ですので、

お客様がすぐに集まるケースもあれば、

ゆっくりなケースもあります。

ここでスタートが

ゆっくりであることに焦ってしまうと、

手っ取り早く料金を下げることを

考えてしまいがちです。

ですが、これをやってしまうと

理想のライフスタイルを実現するために

作りこんだ仕組みが根底から崩れてしまいます。



もし、集客がうまくいかなかったり、

リピーターになってもらえないような場合は、

まずは料金ではなく、

サービス内容や接客カウンセリング方法、

デザインサンプルなどが

矛盾なくターゲットにはまる仕組みになっているか

を今一度見直しましょう。



本当は好きなことを仕事にしたいけど

一歩踏み出す勇気がない方や、

今の生活に追われて、

なかなか新しいことにチャレンジできない方、

まずは小さな１歩で大丈夫です。

お友達から始めたり、

他の仕事をしながら副業でサロンをしたりなど、

あなたの今のライフスタイルを

大きく変えなくてもスタートすることは可能です。



おうちネイルサロンや

自由なライフスタイルに少しでも興味があったら、

おうちネイルサロン開業は

決して難しいことではないので、

未来のために今から少しずつはじめてみませんか？

その実現に少しでもお役に立てるのなら

大変うれしく思います。



最後までご覧いただきありがとうございました。

あなたの理想のライフスタイルが実現しますように。

プレシャスネイリスト養成講師

ネイルスクールCheer 代表

浴町 美生

おうちネイルサロンのはじめ方についてもっと

詳しく学びたい場合は、

オンラインプログラムを期間限定価格で

公開しています。

今すぐ下記より

詳細をご確認ください！

↓こちらをクリック！↓

http://cheer.bitter.jp/LP/ouchineirusaronn-3method

