
2019年改正版
　STAFF　NAME

【科目/責任者】 【指定日・練習】

接客 随時 接客・言葉 ヘルプ 受付 電話応対 お会計 営業中審査＆卒検

店長　ｽﾀｯﾌ 各サロン 挨拶・声・しぐさ 準備・ヘルプ お出迎え・お預かり 声・対処応対 会話・お見送り 店長・スタイリスト

シャンプー 随時 ①シャン ②シャン カラーシャン 「いいね！」 をもらう ｼｬﾝﾌﾟｰｺﾝﾃｽﾄ ｼｬﾝﾌﾟｰｺﾝﾃｽﾄ入賞

神宮司 各サロン 流し・メンズ・ ロング・他 乳化施術・TIME 10人以上　 後輩の指導担当

ＳＰＡ！ 毎月　第　　（　　） 炭酸ケア ﾏｯｻｰｼﾞ（ﾎｯｺﾘ） ｶﾗｰｼｬﾝﾌﾟｰＳＰＡ ﾍﾞｰｼｯｸＳＰＡ！ 美スパ＆セラピー 鎖骨スパ（女子限定） ｽﾊﾟｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ

神永 アシスタント会 技術＆説明 技術＆説明 技術＆説明 技術＆説明 技術＆説明 技術＆説明 頭皮ｽｺｰﾌﾟ

トリートメント施術 毎月　第　　（　　） ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ施術 ﾃﾞｼﾞﾄﾘ塗布・ﾜｲﾝﾄﾞ  ﾃﾞｼﾞﾄﾘ　ミラクル  ﾃﾞｼﾞﾄﾘ　ミラクル

安藤・中村 アシスタント会 ２～４ STEP　他 10分 施術・ﾜｲﾝﾄﾞ・加温 一人で担当・施術会話

カラー施術 毎月　第　　（　　） 　グレイリタッチ ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟ／ﾘﾀｯﾁ 全体カラー塗布 マニキュア カラー１人で担当 ブリーチ ホイルワーク カラーモデルチェック

住谷 アシスタント会 40ｇ/1剤　TIME／10分 30ｇ/1剤　TIME／10分 50ｇ/1剤　TIME／15分 40ｇ/　TIME／15分 モデルチェック 講習 講習 希望・色・TIME　他

ストレート 毎月　第　　（　　） ２剤の塗布 アイロン　ｳｲｯｸﾞ アイロン　人頭モデル １剤 塗布 アイロン/一人担当 モデルチェック

前原・住谷/高橋 アシスタント会 ﾘﾀｯﾁ　　分 ALL　  分 ２０分 ２５分 ｇ　　１０分 ２５分 薬剤選択　結果　他

ﾌﾞﾛｰ＆ｽﾀｲﾘﾝｸﾞ 毎月　第　　（　　） ハンドブロー ﾌﾞﾛｰｽﾀｲﾙ仕上げ ｽﾀｯﾌﾓﾃﾞﾙ　Ｓ／L  ｱｲﾛﾝ テキストBook ﾍｱｶﾀｽﾀｲﾙの実践 ﾓﾃﾞﾙ別ｽﾀｲﾘﾝｸﾞ試験

村井 アシスタント会 ﾒﾝｽﾞ～ﾛﾝｸﾞ ｼｮｰﾄ～ﾛﾝｸﾞ チェック ４スタイルの合格 ｳｲｯｸﾞ・人間　ｱｲﾛﾝ 3人～　似合わせ

パーマ 毎月　第　　（　　） ｵｰﾙﾊﾟｰﾊﾟｽ　20分 ﾜｲﾝﾄﾞ種類別 ﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ＆ﾋﾟﾝﾊﾟｰﾏ ｽﾀｲﾙ別ﾜｲﾝﾄﾞ パーマ薬剤学

松蔭/中村 アシスタント会 検定試験 ミックス巻き ｼｮｰﾄｽﾀｲﾙのﾊﾟｰﾏ ｶｯﾄと同時進行 講習

トーク＆コミュ 毎月　第２（日） 挨拶・礼儀・笑顔 誘導・ご案内 施術に入る時・印象 説明・伝える・応える カウンセリング カウンセリング ﾊﾟｰﾏ・ｶｰﾙﾄｰｸ ｽﾄﾚｰﾄ・縮毛ﾄｰｸ

中村・住谷 トーク会 発声 親しみ 歯切れ　 しぐさ　振る舞い 自分が担当する技術 ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ ﾃﾞｼﾞ・OLA他 美SPA　ﾍｯﾄﾞｾﾗﾋﾟｰ AVEDA/VILLA/ｶﾗｰ 店販商品　他 スパを担当する カラーを担当する おススメする 相手に合わせたﾄｰｸ

アップSTYLE 毎月　第１（日） アップ会 ﾍﾞｰｼｯｸｱｯﾌﾟ/ｳｲｯｸﾞ ﾊｰﾌｱｯﾌﾟ/ｳｲｯｸﾞ 人間ﾓﾃﾞﾙで実践 ｻｲﾄﾞｱｯﾌﾟ フルアップ ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ/ｱﾚﾝｼﾞ

松蔭　ｽﾀｲﾘｽﾄ アップ会 ｶｰﾗｰ巻き　7分 30分/仕込み含む 30分/仕込み含む 30分/仕込み含む ｳｲｯｸﾞ/ﾓﾃﾞﾙ　30分 ｳｲｯｸﾞ/ﾓﾃﾞﾙ　30分 卒業試験～入客

カットBASIC 平日・土日夜 ﾌｫｰﾑ＆ﾊｻﾐ練習 ﾛﾝｸﾞ/ﾎﾞﾌﾞ/ｼｮｰﾄ ９ｽﾀｲﾙ ﾊﾞﾝｸﾞ/ｾﾆﾝｸﾞ 仕上げ ｶｯﾄﾌﾞﾛｰ　ﾁｪｯｸ ｶｯﾄ＋ﾃﾞｻﾞｲﾝ 試験 展開図筆記試験 ⑥刈上げ

店長・宮澤 月一ｻﾛﾝ勉強会 ｾｲﾑﾚｲｱｰﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ ｳｴｯﾄ／10～13分 各ｽﾀｲﾙごとに ３ｽﾀｲﾙ　30分 ３ｽﾀｲﾙ  40分 ﾍｱｶﾀ～2分以内 ﾒﾝｽﾞﾓﾃﾞﾙ20分

メイクアップ 毎月　第　　（　　） 眉カット 眉カラー ベースメイク ポイントアイメイク フルメイク

神宮司・中村／宮崎 修了者から

カットモデルをやりながら  デビューまでのカウントダウン　　 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

カットSTYLE 平日・土日夜 ⑩　２ﾌﾞﾛｯｸ　ｼｮｰﾄ ⑨ｼｮｰﾄ/ﾒﾝｽﾞ　　 ③ｽﾀｲﾙ　ｻｲﾄﾞﾊﾟｰﾄ ④ｽﾀｲﾙ　ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ ⑥　ﾐｾｽｼｮｰﾄ 旬のスタイル 　　　　　　　　　　ｽﾀｲﾙ 　　　　　　　　　　ｽﾀｲﾙ 　　　　　　　　　　ｽﾀｲﾙ 　　　　　　　　　　ｽﾀｲﾙ 　　　　　　　　　　ｽﾀｲﾙ ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ　ﾁｪｯｸ

ｽﾀｲﾘｽﾄ・宮澤 月一ｻﾛﾝ勉強会 仕上げ30分 仕上げ30分 仕上げ40分 仕上げ40分 仕上げ35分 仕上げ　　分 年代別

カットMODEL 平日・土日夜 モデル３０人以上 ﾓﾃﾞﾙ31～60人 モデル６１～７０人 ﾓﾃﾞﾙﾁｪｯｸ ｼｮｰﾄｽﾀｲﾙ ﾐﾃﾞｨｱﾑ　ｽﾀｲﾙ ﾛﾝｸﾞ　ｽﾀｲﾙ 　ﾓﾃﾞﾙﾁｪｯｸ　ﾒﾝｽﾞｽﾀｲﾙ ﾓﾃﾞﾙﾁｪｯｸ　 ﾓﾃﾞﾙﾁｪｯｸ　 ﾓﾃﾞﾙﾁｪｯｸ　 認定試験 スタイリスト認定試験

ALL ｽﾀｲﾘｽﾄ ｶｯﾄtime45分以内 ｶｯﾄtime35分以内 仕上げまで50分以内 3人以上合格 3人以上合格 3人以上合格 50分　ｲﾒﾁｪﾝ必 合格　デビュー

ﾄｰｸ＆ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ 毎月　第２（日） フルカウンセリング 希望・嫌いを聞く　 言葉から連想する力 ｽﾀｲﾙの発想/瞬発力 寄り添うｽﾀｲﾙ提案 不安を取り除く 次回提案 ３回以上来てもらう

中村・住谷 相手を設定して練習 相手の感性を捉える 相性がいいと伝わる ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ前/2つ以上 2つ以上/選ぶ楽しみ 自分から伝わる不安 リピート率アップ ５回までリピート

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

作品撮影 隔月第　　（　　） 作品① 作品② 作品③ コンテスト参加 ① ② 薬剤学 年２～３回開催 受講履歴 店版売上／月 モデルリピート率 お勧めオプション／月

松蔭　住谷／宮崎 ﾃﾞﾋﾞｭｰまでに 中谷・宮澤 一部試験有 3万以上　20人以上 40％～　3回以上20人～ 30人以上　5万以上

着付け 第一・第三 浴衣～袴 訪問着～留袖 振袖 ｾﾐﾅｰ受講履歴 ｾﾐﾅｰ受講履歴 ｾﾐﾅｰ受講履歴

服部・着付会 木曜日夜 20分～30分 40分 40分

追加科目

Springs ＆ Spring Beauty

お客様に合わせた・施術行程・効果効能・など期待と楽しみを伝える

選択スキル　　活動　　知識

技術習得／検定　　　スキルアップ教育カリキュラム

現在の自分のﾍｱ(ｳｲｯｸﾞ）～お任せでｽﾀｲﾙ提案（2個以上）～伝える

実際にｶｯﾄ～「このｽﾀｲﾙ（自分の顔で連想）好き」は何点？80点以上

入社～半年　　実習期間 ６ヶ月～１年　　ジュニアアシスタント １年～２年　　アシスタント ２～３年～　　トップアシスタント
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