
2016～2017年度版 技術習得／検定　　　教育カリキュラム Springs
　STAFF　NAME

class 【技術項目】 【開始時期】 【指定日時】

Jr. 接客 入社後～ 随時 接客・言葉 ヘルプ 受付 お会計 電話応対 レセプション 修了認定者

担当・詳細 合同～各ｻﾛﾝ サロン・スタッフ サロン・スタッフ サロン・スタッフ サロン・スタッフ サロン・スタッフ サロン・スタッフ 店長

Jr. ｼｬﾝﾌﾟｰ 入社後～ 随時 流し ①シャン ②シャン カラーシャン 乳化施術 修了認定者 ﾄｰｸ／ﾚﾍﾞﾙ初級/効果効能の説明 修了認定者

担当・詳細 合同～各ｻﾛﾝ ﾐﾄﾞﾙｱｼｽﾀﾝﾄ ﾐﾄﾞﾙｱｼｽﾀﾝﾄ ﾐﾄﾞﾙｱｼｽﾀﾝﾄ ﾐﾄﾞﾙｱｼｽﾀﾝﾄ ﾐﾄﾞﾙｱｼｽﾀﾝﾄ 店長 施術工程説明 商品説明 ｺﾐｭﾆ会/中村

Jr. ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ＆
SPA！

入社後～ 随時 トリートメント／メニュー・施術・説明 修了認定者 ﾏｯｻｰｼﾞ（ﾎｯｺﾘ） ﾍﾞｰｼｯｸＳＰＡ！ ｶﾗｰｼｬﾝﾌﾟｰＳＰＡ ﾘﾝﾊﾟめぐりｱｯﾌﾟ ｽﾊﾟｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ 修了認定者

担当・詳細 合同～各ｻﾛﾝ ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ 3STEP　他 ｻﾛﾝASﾘｰﾀﾞｰ 技術＆説明 技術＆説明 技術＆説明 技術＆説明 頭皮ｽｺｰﾌﾟ SPA会松岡

Jr.S ｶﾗｰ・施術 Ｊｒ．.終了後 第一水曜日 グレイリタッチ～全体 リフトＵＰ　リタッチ～全体 トーンダウンカラー ブリーチ マニキュア ホイルワーク ｶﾗｰ薬剤学 修了認定

担当・詳細 ｶﾗｰ会 　カラー基礎理論　　／塗布ｽﾋﾟｰﾄﾞﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ　　／各技術ﾁｪｯｸ　／全工程ﾓﾃﾞﾙﾁｪｯｸ合格順に入客　／営業中のﾁｪｯｸｳｲｯｸﾞﾁｪｯｸ ｳｲｯｸﾞﾁｪｯｸ ｳｲｯｸﾞﾁｪｯｸ 講習 ｶﾗｰ会/住谷

Mid. ﾊﾟｰﾏ・基本
ﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ

Ｊｒ．Ｓ　.終了後 第二木曜日 ｵｰﾙﾊﾟｰﾊﾟｽ　20分 ﾜﾝｶｰﾙ15分 ミックス巻き ピンパーマ パーマ薬剤学 修了認定者

担当・詳細 ﾊﾟｰﾏ会 検定試験 パーマ会 パーマ会 パーマ会 講習 ﾊﾟｰﾏ会/松蔭

Mid. ｽﾄﾚｰﾄ
施術

Ｊｒ．Ｓ　.終了後 第三木曜日 ①薬剤学 ②塗布 ③アイロン ④SWEET　ﾓﾃﾞﾙ 修了認定者 ﾄｰｸ／ﾚﾍﾞﾙ中級/ｵｽｽﾒ＝言葉/理由/期待＝伝達力 修了認定者 外部講師・講習

担当・詳細 ｽﾄﾚｰﾄ会 講習 Ｓ/10分・Ｌ/15分 ｳｲｯｸﾞ～ﾓﾃﾞﾙ 3人以上　必修 ｽﾄﾚｰﾄ会/高橋 ｵｽｽﾒの商品 ｵｽｽﾒのﾒﾆｭｰ 3分間ﾌﾘｰﾄｰｸ ｺﾐｭﾆ会/中村

Mid.S ｽﾀｲﾘﾝｸﾞ
ﾌﾞﾛｰ・ｱｲﾛ

ﾐﾄﾞﾙｸﾗｽ1項目 第四木曜日 Ｍ～Ｌ　①②/20 ⑧ﾐｾｽ　/20min. ﾌﾞﾛｰ ﾓﾃﾞﾙ　M～L 修了認定者 ｽﾀｲﾘﾝｸﾞ学  ｱｲﾛﾝ ①～②～⑦ /10～15分 ﾓﾃﾞﾙｽﾀｲﾘﾝｸﾞ 修了認定者 外部講師 ｱｲﾛﾝ

合格後ｽﾀｰﾄ ﾌﾞﾛｰ会 ﾃﾞﾝﾏﾝ･ﾛｰﾙﾌﾞﾗｼ ﾃﾞﾝﾏﾝ･ﾛｰﾙﾌﾞﾗｼ チェック 講習 　　ｶｰﾙ・ｳｴｰﾌﾞ種類・ｱｲﾛﾝﾃｸ 3人以上の合格 高橋利郎先生

Top カット ミドルＳ合格後 第一・三　金曜 ｶｯﾄﾌｫｰﾑ ⑦ﾜﾝﾚﾝﾛﾝｸﾞﾎﾞﾌﾞ ⑦ﾎﾞﾌﾞ　肩上 ⑦前下がりﾎﾞﾌﾞ ⑦　ｸﾞﾗﾎﾞﾌﾞ ①　ﾛﾝｸﾞAﾗｲﾝ Aﾗｲﾝ　重～軽へ ①　ﾛﾝｸﾞﾚｲｱ－ ②　Mﾛｰﾚｲｱｰ ②　Mﾛｰﾚｲｱｰ ﾊﾞﾝｸﾞ3ﾀｲﾌﾟ・Wide 外部講師・講習

担当・詳細 ｶｯﾄ会　店長 チェック 2つのｱｳﾄﾗｲﾝ 40分ﾊﾞﾝｸﾞなし 40分ﾊﾞﾝｸﾞなし 40分ﾊﾞﾝｸﾞなし 45分･ﾊﾞﾝｸﾞ外し 3つのｿﾞｰﾝ ﾌﾛﾝﾄﾘﾊﾞｰｽ45分 40分･ﾌｫﾜｰﾄﾞ 40分･ﾘﾊﾞｰｽ ・ｻｲﾄﾞ・ｾﾝﾀｰ

③ Bｸﾞﾗ/ﾗｲﾄﾍﾋﾞｰ ③ Bｸﾞﾗ/ﾗｲﾄﾍﾋﾞｰ ④ｼｮｰﾄｸﾞﾗ ④ｼｮｰﾄｸﾞﾗⅡ ⑥　刈上げ ⑤　2ｾｸｼｮﾝ ⑧　ﾐｾｽｻｲﾄﾞｸﾞﾗ ⑧-2 ﾐｾｽﾗｳﾝﾄﾞ ⑨ﾒﾝｽﾞ　ﾊｲﾚｲｱｰ ⑩ｿﾞｰﾝｶｯﾄ 外部講師　ｶｯﾄ

40分　ﾜﾝﾚﾝﾗｲﾝ 40分 ﾅﾁｭﾗﾙﾗｲﾝ 40分 40分 20分 40分/ﾚｻﾞｰ使用 40分 40分 35分 多彩なﾃﾞｻﾞｲﾝ 西田先生

ｽﾀｲﾙ合格後
ﾊﾟｰﾏ講習ｱﾘ

質感・毛量調整 質感・毛量調整 動き 動き 　　各ｽﾀｲﾙ ﾌﾞﾗﾝﾄのﾌｫﾙﾑ合格後に ﾊﾟｰﾏｽﾀｲﾙ軽さ 修了認定者 外部講師・講習

ﾊﾟｰﾏ講習ｱﾘ ｲﾝﾅｰｾﾆﾝｸﾞ ﾚｲｱｰｾﾆﾝｸﾞ 横割れｽﾗｲﾄﾞｶｯﾄ 毛先ｽﾗｲﾄﾞｶｯﾄ 　ﾌｪﾑﾗｲﾝの表情　　ﾚｻﾞｰﾀｯﾁ ｾﾆﾝｸﾞとｽﾗｲﾄﾞ 店長

Top ｶｯﾄﾓﾃﾞﾙ
ｽﾀｰﾄ

ｳｲｯｸﾞ合格ｽﾀｲ
ﾙ　ﾓﾃﾞﾙOK

営業中のﾓﾃﾞﾙ ｶｯﾄﾓﾃﾞﾙ50人以上　（ﾉｰﾄに記載必　展開図や反省点をﾁｪｯｸ）　 ﾄｰｸﾚﾍﾞﾙ上級　 聴く力　  察する力　　　　ﾒﾆｭｰの把握　　 　親近感・空気　    売れるｽﾀｲﾘｽﾄ 修了認定者

ﾃﾞﾋﾞｭｰ準
備

からｽﾀｰﾄ可 ﾙｰﾙﾌﾟﾗｲｽ厳守 ﾍｱｶﾀﾁｮｲｽ20ｽﾀｲﾙ以上/ﾚｼﾋﾟﾉｰﾄ製作/ｶﾗｰ3ﾀｲﾌﾟ カウンセリング 髪への悩み 全ｸｰﾎﾟﾝ説明 3分間ﾌﾘｰﾄｰｸ 次回への提案 宮澤・ｽﾀｲﾘｽﾄ

Jr.S アップ Jr.S クラス　 第一日曜日 アップ会 ベーシックアップ ハーフアップ サイドアップ フルアップ 卒検ﾁｪｯｸｽﾀｲﾙ 修了認定 外部講師 アップ

修了者から ｽﾀｲﾘｽﾄ分担 ｶｰﾗｰ巻き　7分 ｳｲｯｸﾞ　30分 ｳｲｯｸﾞ/ﾓﾃﾞﾙ　30分ｳｲｯｸﾞ/ﾓﾃﾞﾙ　30分ｳｲｯｸﾞ/ﾓﾃﾞﾙ　30分 アップ会 櫻井先生

Mid.S 撮影 ｽﾀｲﾘﾝｸﾞ Mid.S 隔月第二日曜 ／ ／ ／ ／ ／ ／ 外部講師・講習

修了者から 年3回必修

Jr.S 着付け Jr.S クラス　 第1木・第3金 浴衣 袴 訪問着 振袖 留袖 修了認定 夏の浴衣 成人式 卒業式 外部講師・講習

修了者から 服部 20分 30分 40分 40分 40分 着付会/服部

Jr.S メイク Jr.  クラス　 毎月第4木曜 眉カット＆カラー ベースメイク フルメイク 卒業式用 修了認定 SPA！講習
エステシモ　他

年２回スパ情報 ／ ／ 外部講師　ﾒｲｸ

修了者から 受講者によって 各店担当 ﾒｲｸ会/宮崎 松岡・神永 伊藤先生

ALLS. ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ
講習　他

全員参加 主催／各会 ｼｰｽﾞﾝｶﾗｰ発表 パーマ講習会 カットスタイリスト会 スパ会 ｻﾛﾝ別ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ ﾄｯﾌﾟﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 毛髪科学 ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾊﾟｰﾏ デッサン画 外部講師ﾃﾞｯｻﾝ画

新メニュー導入 土日の夜 偶数月第三（日） 年間2回 第一木曜日 小松先生

ALLS. ｺﾝﾃｽﾄ
外部ｾﾐﾅｰ

個人～全員参加 業務内参加 5/30　ﾘｸﾙｰﾄ アイロン講習 カット講習会 カット講習会

自由・推薦・ 休日参加 20代女子の再来

スタイリストデビュ－

■技術者認定試験／50分


