
　美泉ビューティーサロンでは、以下に定める「営業秘密

に関する管理規程」に基づき、電子確定日付を付した本書

を当該規程第２条（定義）に於ける【営業秘密】と定め、

これを営業秘密管理者である美泉ビューティーサロン代表

　相馬祐依こと松村直美が厳格に管理するものである。
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営業秘密に関する管理規程

第１条（目的）第１条（目的）第１条（目的）第１条（目的）
　本規程は、営業秘密の不正な取得、使用および開示、その他営業秘密に係る不正行為を防止するた
め、営業秘密の管理に関する事項を定めたものである。

第２条（定義）第２条（定義）第２条（定義）第２条（定義）
　本規程において「営業秘密」とは、会社が保有する技術上または営業上の情報であって、会社が秘密と
して管理し、または第４条による指定をなしたものをいい、「営業秘密資料」とは、営業秘密に関する書類、
写真、磁気テープ、フロッピーディスク、サンプルおよび開発中の製品、これに類する装置・設備その他こ
れに関する一切の資料並びにその複写物および複製物をいう。なお以下では、前記営業秘密および営
業秘密資料を総称して「営業秘密等」という。

第３条（管理責任者）第３条（管理責任者）第３条（管理責任者）第３条（管理責任者）
　営業秘密等を管理するため、営業秘密等管理責任者（以下「管理責任者」という）を置く。

第４条（管理責任者の責務）第４条（管理責任者の責務）第４条（管理責任者の責務）第４条（管理責任者の責務）
１．管理責任者は、営業秘密等を指定し、かつ、その秘密とすべき期間およびこれを開示できる者の範囲
を、できるだけ具体的に明示しなければならない。
２．管理責任者は、営業秘密資料に朱印を押捺するなど適切な方法で、営業秘密資料である旨および前
項の期間並びに開示許容範囲を表示しなければならない。
３．管理責任者は秘密とする必要のなくなった営業秘密について秘密の解除を行う。

第５条（営業秘密資料の複写および複製）第５条（営業秘密資料の複写および複製）第５条（営業秘密資料の複写および複製）第５条（営業秘密資料の複写および複製）
　営業秘密資料の複写および複製は行ってはならない。ただし、管理責任者に事前の承認を得たとき
は、業務上の必要のある場合に限り、これを行うことができる。

第６条（営業秘密資料の管理）第６条（営業秘密資料の管理）第６条（営業秘密資料の管理）第６条（営業秘密資料の管理）
　営業秘密資料は金庫または施錠可能な設備に保管するなどの適切な方法で管理しなければならない。

第７条（営業秘密資料の利用）第７条（営業秘密資料の利用）第７条（営業秘密資料の利用）第７条（営業秘密資料の利用）
１．営業秘密資料の利用を許された者がこれを利用する場合は、管理責任者にその旨を申し出るものと
し、その指示に従わなければならない。
２．管理責任者は、前項の利用者の利用状況を明らかにするために、利用者名簿の備置等必要な措置を
講じなければならない。

第８条（営業秘密資料の廃棄）第８条（営業秘密資料の廃棄）第８条（営業秘密資料の廃棄）第８条（営業秘密資料の廃棄）
　営業秘密資料の廃棄は管理責任者が決定し、その指示に基づいて焼却、裁断その他適切な方法によ
り行なわなければならない。



第９条（営業秘密等の創出に関する申告）第９条（営業秘密等の創出に関する申告）第９条（営業秘密等の創出に関する申告）第９条（営業秘密等の創出に関する申告）
　業務を遂行する過程で営業秘密等となるべき情報または資料を創出した場合は、遅滞なく管理責任者
に申告しなければならない。

第10条（他社の営業上の秘密の取得に関する申告）第10条（他社の営業上の秘密の取得に関する申告）第10条（他社の営業上の秘密の取得に関する申告）第10条（他社の営業上の秘密の取得に関する申告）
　業務を行うに際し、他社の営業上の秘密を取得し、または取得しようとする場合は、事前または事後遅滞
なく、管理責任者に申告しなければならない。

第11条（秘密保持義務）第11条（秘密保持義務）第11条（秘密保持義務）第11条（秘密保持義務）
１．営業秘密等は、第４条で開示を認められた者以外のいかなる者にも開示または漏洩しないものとし、退
職後も同様とする。
２．営業秘密は指定された業務以外の目的に使用しないものとし、退職後も同様とする。
３．前二項の定めにも関わらず、業務上営業秘密を第三者に開示または使用する必要がある場合には、
管理責任者の事前承認を得て、これを行うことができる。

第12条（誓約書）第12条（誓約書）第12条（誓約書）第12条（誓約書）
　入社時または入社後必要に応じて、別途定める書式により秘密保持に関する誓約書を会社に提出させ
ることがある。

第13条（営業秘密資料の返還）第13条（営業秘密資料の返還）第13条（営業秘密資料の返還）第13条（営業秘密資料の返還）
　退職する場合または営業秘密にかかる業務部門から離籍する場合は、一切の営業秘密資料を会社に
返還しなければならない。

第14条（適用範囲）第14条（適用範囲）第14条（適用範囲）第14条（適用範囲）
　本規程は役員、従業員、その他会社の業務に従事するすべての者に適用する。

第15条（制裁）第15条（制裁）第15条（制裁）第15条（制裁）
　本規程に違反した場合には、就業規則に定める懲戒を受けるものとし、かつ、これにより会社に生じた損
害を賠償しなければならない。

付　　則

本規程は2012年3月1日より施行する。



 
 
 
 

スタッフ教育 編 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

美泉 



◇スタッフ教育①◇ 
 
●コミュニケーション 
「お互いを知る」 
・プライベートに踏み込みすぎない程度の会話（相手から言ってきた場合は聞いてあげる） 
・今までの経歴、経験などをお互いに話す 
・目指していることなどを聞く 
・様子を見ながら「少し慣れた？」など気にかけていることを伝える 
 
「悪口は言わない」 
・スタッフ同士、お客様の悪口は言わない 
・誰かが言い出してもすぐに終わらすようになだめるか注意する 
・不満があるときはまずオーナー（上司）に相談する 
 
「気持ちのいい態度」 
・ホルモンバランスやプライベートで嫌なことがあっても、周りに当たるような態度はと

らないようにする 
・あいさつ、返事ははっきりと元気よく 
・スタッフにもお客様にも笑顔で対応する 
 
●接客力 
「お客様の気持ちを汲む」 
・道に迷ったり、初めてで不安な場合、機嫌の悪いお客様にも絶対笑顔で対応する 
 
「いかにやりがいがあるか」 
・人を綺麗にして喜んでもらえる、効果反応がすぐ見れる楽しさを教える 
 
「常連のお客様を紹介し、顔を覚えてもらう」 
・新しいスタッフが早くサロンに馴染めるように（サロンの一員として自覚させる） 
・お客様に安心感を与えるため 
・スタッフがいない時もお客様にスタッフの良い所を伝え高感度を上げる 
（レッスン頑張ってるなど） 
・お客様からの応援の言葉などはスタッフに伝える 
（スタッフのモチベーションを上げる効果があるため） 
 
 



●目標設定 
「事業計画」 
・サロンとしての大きな目標を示す 
・その計画にスタッフがどう関わるかを話し一緒に想像する 
 
「今月の目標」 
・達成するためにみんながしている事を教え、 

今自分ができることを早く習得できるよう促す 
 
●仕事力 
「ミーティング」 
・常にメモをする習慣をつけさす 
・口頭で言ったことも必要な個所はメモする 
 
「レッスン」 
・技術はもちろん身体の理論、知識は仕事だけでなく自分自身のためにもなる 
・レッスンで努力したことは全て自分の自信になる 
・常に向上心をもち、焦らず正確にできるよう努める 
 
 
 
※入社時はまず、サロンやスタッフ、お客様に慣れてもらうことを優先とし、 
休憩のときも気にかけてあげたりし、安心感を与えるようにする 
 
※できていない部分や忘れてる部分はすぐに怒らずまずフォローして、もう一度丁寧に教

える 
 
※楽をするのではなく「仕事の楽しみ方」を教える（プラスにとらえる思考） 
 



◇スタッフ教育②◇ 
 
●コミュニケーション 
・できるようになった事は大げさに褒め、他のスタッフも一緒に褒める環境をつくる 
・できない部分は否定せず、なぜできないのか話合う 
・他のスタッフが新入スタッフを馬鹿にしないようフォローする 
・同志であることを伝え励ます 
 
●接客力 
・初期レッスンの美脚矯正でまず指名をとれるよう促す 
 
「接客会話」 
・お客様の仕事やプライベートに関して一切詮索しない 
・アシスタントで入る時の会話力を高める 
・会話に慣れるまでは同調を心掛ける 
・お客様が笑う時は一緒に笑う 
・自分の話は少なめに 
・積極的に他のスタッフのお客様にも挨拶や話かけたりして顔を覚えてもらえるよう努力させる 
 
●目標設定 
「個人目標」 
・半年後～１年後の具体的な目標設定を書き出させる 
・実際に施術することをよりリアルにイメージさせる 
（セラピストとしての自分を強く自覚するため） 
 
●仕事力 
「真似る」 
・上司の動きをよく観察し、要領や動き、仕事内容を観察させ真似させる 
 
「メリハリのつけ方」 
・仕事中の時間の使い方を見て動きをチェックする 
・仕事と休憩のメリハリをつけさす（だらだらしないため） 
・仕事や指示の優先順位を分かりやすく教える 
（① お客様・接客 ②準備 ③事務処理 ④掃除 ⑤周りのスタッフ ⑥自分） 
 
「一つずつ解決していく」 
・分からないことや疑問はそのままにせず、必ず聞くよう伝える 
・分からないことを忘れないよう、何が分からないのかメモさせる 
 
「報告・連絡・相談」 
・どんな些細なことでもお客様に関することはすぐに報告、相談させる 
・指名顧客も自分一人のお客様ではなくサロン全体のお客様であることを分からせる 
・良かったことも、失敗したことも必ず報告させる 
・上司が全体を把握することで、自分の守りにもなっている重大さを教える 
・失敗することで怒られることを嫌がらせず、次につなげるよう気持ちを向かせる 



◇スタッフ教育③◇ 
 
●コミュニケーション 
・２人で話す時間をつくる 
・慣れてきたか気に掛ける 
・サロンで一緒に働けたことに感謝や喜びを示す 
・働く様子をみてアドバイスする 
・スタッフ同士やお客様との関係に悩みはないか聞く 
・年齢に関係なく上司を敬う心を持たせる 
・スタッフ同士のいい部分を褒め合い伸ばすよう促す 
 
●接客力 
・自分からどんなお客様も好きになるよう徹底させる 
・カウンセリングのバリエーションを増やす 
・お客様の行動に注意を払える余裕を持つ 
 
「接客会話」 
・会話のバリエーションを増やす 
・技術やサロンスタッフの良い所などを積極的に会話に織り込む 
・自分自身が美泉を大好きであることを伝える 
 
「自分の顧客に対してのステータスを自覚させる」 
・セラピストとして必要とされることは仕事に対してやりがいや喜びを得られる 
・自分もサロンの一員である意識が高まる 
 
●目標設定 
・設定した個人目標を実際にどのように実行していくか一緒に考える 
・目の前の目標をクリアしていくことが大きな目標達成につながることを教える 
 
●仕事力 
「レッスンがいかに重要か分からせる」 
・技術の向上に終わりはない、その気持ちを持ち続けることが一流のセラピストになれる

秘訣である 
・基礎ができて初めてステップアップできる 
・できる技術が増えていくことの楽しさを共有する 
 
「役割分担」 
・スタッフ同士抜けているところをフォローし合い、役割分担を決めより効率よく仕事が

できるようにする 
・忘れていた部分はお互いに注意し合い、次からきちんとこなせるよう努力する 



◇スタッフ教育④◇ 
 
●コミュニケーション 
・二人で話す時間をつくる 
・馴れ合いの関係にならないよう仕事中はお客様の情報や業務内容の話題を中心にする 
 
「ミーティング」 
・全員参加で行う 
・スタッフ同士テーマに沿って意見を言い合える環境をつくる 
・それぞれの良いとこは褒め合い、悪いとこは指摘し合い、改善策を見出し人間関係が円

滑であるようそれぞれに意識させる 
・生活の中で一番共に過ごす時間が長いだけに、馴れ合いにならないように注意し、サロ

ン自体の目標を共に目指す同志であることを自覚させる 
・失敗しても私たちは味方である、独りではないことを再確認する 
 
●接客 
「技術」 
・技術に自分の癖がでていないか注意し、全員の技術レベルを統一させる 
・苦手な部分を徹底的にレッスンし、自信をつけさせる 
 
「接客」 
・接客が雑になっていないか見直し、思いやりのある態度で接客できるようにさせる 
・常にお客様の一歩先をみて行動させる（何を求めているか、何か困っていないかなど） 
・いいと思ったことは進んで実行するよう教える 
 
●目標設定 
・個人の指名目標をたてさせる 
・ノルマではなく、あくまでも自己申告で 
・どのように実践したらクリアできるかを共に話し合う 
（こちらが教えるのではなく、相手に考えさせるようにする） 
 
●仕事力 
「掃除」 
・空き時間などもサロンの掃除をし、玄関や外周りもきれいに保てているか確認する 
・ゴミ箱もお客様毎に空にし、髪の毛が落ちていないかなどの細かいところの意識を高め

させる 



◇スタッフ教育⑤◇ 
 
●コミュニケーション 
・二人で話す時間をつくる 
・モチベーションが下がっていないか気に掛ける 
 
「ご褒美」 
・目標を達成したらご褒美をあげる（洋服を買いに行ったり皆でご飯に行ったり） 
・何か形で示すことで達成感をより強く実感できモチベーションも上がりやすい 
・現金ではなく、あえて形に残るものや、ご飯などは皆との思い出になるため 
 
●接客力 
・常に笑顔で接客する 
・改めて基本を見直し、顧客を増やせるよう新規の接客を増やす 
・サロンスタッフ全員でおもてなしする気持ちで接するよう徹底させる 
・上司のお客様を一人で接客させてみることで、お客様への緊張感を忘れさせない 
 
●目標設定 
・個人指名の目標数を上げていくよう促す 
・サロン全体の売上も意識させる 
 
●仕事力 
「悩んだ時・壁にぶつかった時」 
・乗り越える力を身につけさせる 
（悩みの根源を探る→なぜそうなったのかを見直す→どうしたら、そうならないか考える 
それをするには？） 
 
「考える」 
・基本を覚えたら自分で考えて動けるよう鍛える 
・考えても不安な時は確認させる 
 
「チームワーク」 
・自分の顧客情報（効果や身体、会話や性格、プライベートなど）についてスタッフ同士

で情報交換するようにさせる 
※もちろん上司にも報告させる 
 
「自分の弱点を知る」 
・できない部分をフォローしてくれている仲間に感謝できる気持ちを持たせる 
・弱点を自覚することで改善策が見つかりやすい 
 



◇スタッフ教育⑥◇ 
 
●コミュニケーション 
・二人で話す時間をつくる 
 
●接客力 
「フルデビュー」 
・技術を全部覚えたら、自分の顧客をどんどん増やしていく 
・具体的に自分の理想のお客様像をイメージし書き出す 
・基本を忘れず丁寧な接客をする 
・最初と最後のカウンセリングは毎回する 
・個々に合ったメニューをこちらから提案する 
・クロージングの際もこちらから次回予約日を提案する 
・お客様の美意識を本気にさせる 
・一緒に頑張る精神で向き合う 
 
●目標設定 
「スキルアップ」 
・会話力 

自分の引き出しを増やす（色んな雑誌や本、映画や音楽などに触れる） 
知らない事を聞かれた時（○○さんの方が詳しいですね～教えて下さい） 

   
・気配り 
  お客様の必要としていることを察する力を養う 
  スタッフ同士にも気遣う心を持つ 
 
・仕事を楽しむ 
  楽しめるポイントをたくさん作る 
  やりがいを自分でみつける 
  自分がサロンにできることを精一杯する 
 
●仕事力 
・自分のした行動の結果に対しての責任感を持つ 
・自分のためではなく全体のために動く 
・言い訳をせず、悪い部分は改善できるよう努力する 
・モチベーションを上げられるようコントロールするすべをつける 



 
 
 
 

業務マニュアル 編 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

美泉 



◇電話対応◇ 
・はきはきとした声で愛想よく「ありがとうございます、美泉○○店です。」 
 
新規例）客「予約したいんですけど」 
    店「はい、ありがとうございます。初めてのご予約ですか？」 
    客「はい」 
    店「何を見てお電話して頂きましたか？」 
    客「ブログかｂコレ・・・」 
    店「はい、ブログ（ｂコレ）の初回キャンペーンですね、 

ご希望の日時はございますか？」 
    客「00 月 00 日がいいんですけど・・・」 
    店「その日は 00 時からご案内できますがいかがですか？」 
    客「ではそれでお願いします」 
    店「はい、それではお名前と携帯番号をお願いします」 
    客「美泉花子、0800000000 です」 
    店「はい、ありがとうございます。では 00 月 00 日 00 時からご予約承りましたの

でお待ちしております。必要であればメイク道具をご持参下さい。前日確認

のお電話が入りますので宜しくお願い致します。」 
     ※前日予約の場合は確認電話は言わない 
 
顧客例）客「予約したいんですけど」 
    店「はい、ありがとうございます。初めてのご予約ですか？」 
    客「いえ、○○です」 
    店「○○様、ありがとうございます。いつがご希望ですか？」 
    客「00 月 00 日の夕方がいいんですが」 
    店「はい、大丈夫です、では 00 月 00 日 00 時からお取り致します。」 
    客「お願いします」 
    店「ありがとうございます、お待ちしております」 
     ※少し先の予約の場合前日確認の電話をするか確認する 
 
不都合例） 
    店「申し訳ないですがこの日は予約が埋まっていますので、 

00 日の 00 時はいかかですか？」  
   ※お客様との都合が合わない場合は、希望日の同じ曜日や時間帯でほかに空きがな

いか確認し、何日か近日で提案する 
        



◇接客◇ 
 
○準備 
・リラクゼーションの音楽を程よい音量で流す 
・カルテを出しお客様のメニューを確認する 
・必要な枚数のホットタオルをつくる 
（ボールにお湯をはり香にシーブリーズを３滴ほど水にまぜる・来店３０分前に温める） 
・ベットメイキングやパウダールームの掃除 
・すぐ出せるようウエルカムドリンクを用意しておく 
・お着替え用のカゴにバスタオルや紙ショーツを準備する 
・スリッパを出す 
・洗顔ボールの準備をする 
（熱めのお湯をボールに溜めスポンジをふやかす・施術５分前につくる） 
 
○お出迎え 
・スタッフにもお客様にも業者さんにも満面の笑顔で元気よく出迎える 
 
○ご案内 
・来店時スリッパを差出し、手荷物が多い場合は一緒にお持ちする 
・どこに座るのかを述べ案内する 
・上着を預かり丁寧に掛ける 
・ウェルカムドリンクを出す 
・新規のお客様にはカウンセリングシートに記入してもらう 
・カウンセリングをする 
※二回目以降もカウンセリングする 
・着替える場所を述べ案内する 
（ドアの開け閉め、着替えのカゴはこちらが持つようにし、お客様をスムーズに案内する。 
 脱いだ服をどうするか、何に着替えるかも説明する。）  
・ビフォー写真を撮る 
 
○フロントトーク・カウンセリング 
・カウンセリングは１５分以内に収める。 
・サロンに来店して頂いたことの感謝を伝える。 
・記入されたシートに目を通し、禁忌事項にチェックされていたら詳しく確認する。 
・来店（美容）の目的を聞き、気持ちを本気に変える。 
・気にしている部分へのアプローチ。 



（いつから？それに対して何をしたか？だからどうなりたいのか自覚させる。） 
・初回メニューの確認をし、メニュー表の写真を見せながら施術内容を説明する。 
（普通のエステとの違い、程よい期待感を込める） 
・疑問や不安がないか確認する。 
 
○施術中 
・初めての場合、施術しながら工程や期待できる効果を説明し安心感を与える 
・声のトーンや話すスピードをゆったりとくつろげる雰囲気に合わす 
・プライベートに踏み込みすぎない程度の会話（相手から言ってきた場合は聞いてあげる） 
・基本的には聞き役に徹し、自分の話はほどよく相槌程度にする 
・半面づつ施術し効果を鏡で見たり手で触って確認し実感してもらう 
・効果は少し大げさなくらいに示す 
・体勢に無理がないか、痛すぎないかを気にかける 
・体温によって部屋やマットの温度が最適か気にかける 
・続けることによって得られる効果や、他のお客様の結果など例える 
 
○施術後 
・アフター写真を撮る 
・お着替えに案内する 
・着替え終わったらカウンセリングルームに案内しアフターティーをだす 
・クロージング 
 
○クロージング・カウンセリング 
・施術の感想を聞き、変化を褒める。 
・施術前後の写真を見せ効果を確認してもらい、続けることで得られる変化を伝える。 
・持続力やキャンペーンなどの説明をし、次回予約日を提案する。 
・なるべくその場で次回予約をとる。 
・ポイントカードやキャンペーン、メニュー表などのフライヤーを渡す 
・知人に紹介して頂けるよう一言添える 
 



◇掃除◇ 
 
・ベッドメイキング 
一番下にホットマット、その上に大判タオル、その上にバスタオルを足元は縦、背中部分

は横に重なるように敷く。枕にもバスタオルを敷きその上にタオルを敷く。お客様毎に清

潔なバスタオルを敷き、タオル、タオルケットにしわが寄らないようにする。 
 
・ワゴン 
ボトルはきちんと並べオイルやホコリなどの汚れを取る。 
 
・フロア 
ベッドの下も隅々まで、掃除機やクイックルワイパーなどで掃除し、鏡や棚、机の指紋も

綺麗にふき取る。 
 
・パウダールーム 
お客様毎にトイレは常に掃除し、手拭タオルも取り替える。手洗い場の水滴もきれいにふ

き取る。 
 
・マット 
コロコロや掃除機で髪の毛や毛玉を取る。 
 
・タオル 
すぐに使えるように縦に折り横に２回折りたたむ。 
 
・玄関 
ドアや取っ手や床を拭き、砂やゴミを掃除する。 
 
・洗濯 
洗剤と柔軟剤で洗濯する。 



◇広告◇ 
 
●ブログ 
※ブログは会員数の多いものがおススメ（アメーバブログ使用） 
※無料の媒体は上手に活用すると費用対効果も高くなる 
※美泉心斎橋店の場合ブログからの新規動員平均約２０人 
 
「オリジナルレイアウト」 
・フレームを独自の写真に変えたり、ユーチューブで取った自サロンの PV など貼り付ける 
・広告のバナーもはずすと更に効果大 
「記事の更新」 
・新しく書く（予約状況・HP リンク・効果説明・キャンペーン・サロンニュースなど） 
・昔の記事を更新（日付を本日に変える） 
「ペタツール」 
・ターゲット層が書きそうなワードをキーワドにし、ぺタをつける作業 
（例：心斎橋・小顔になりたい・むくみなど） 
 
●掲載サイトチェック 
＜トライフィールコレクション＞ 
「サイト予約のチェック」 
・問い合わせへの返信 
・予約への返信（あいさつ・日時・メニュー・場所） 
「アンケートの表示」 
・７０点以上、評価文章の良いものを表示 
 
＜ビューティーコレクション＞ 
「暇な日は朝一に当日キャンペーンの掲載」 
 
●１日の流れ 
「出勤」→「掃除」→「PC チェック」→「予約カルテチェック」→「接客」→ 
「カルテ整理」→「ブログ・媒体チェック」→「レッスン」→「前日確認電話」→ 
「報告連絡電話」→「退勤」 
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