新しい働き方
サロンもシェア
シェアハウスやシェアオフィスという言葉は、日常生
活の中でだいぶ聞き慣れてきたと思うが、最近、シェ
アサロンというものが理美容業界に浸透しはじめてい
る。これまでの面貸しスタイルとも違う、新しいサロ
ン運営が支持されている背景には、サロンに所属せず
腕一本で顧客から直接依頼を受けるフリーランス美容
師が増えているという、新しい働き方が影響している
ようだ。
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000

しています。

になってもらうのもいいと思う。社員になってもらって

―月額契約の美容師さんの方が多いのでしょうか？

直営にするか、子会社化するか。地方店などではそう

昨年の 11 月 1 日に 1 号店、今年 7 月 1 日に 2 号

小関：すごい人数がいると思います。海外から帰国し

いったスキームを考えています。

店 をオープ ンした「GO TODAY SHAiR SALON」。

た際にスポットで利用したり、遠方の方が東京に残し

―ただ貸すだけでなく、人材教育などは？

開業のきっかけなど、同サロンを運営する（株）GO

たお客さんを切るために使うケースも多いです。スポッ

大池：僕たちは教えて育つ
“教育”ではなく、
共に育つ
“共

TODAY SHAiRE SALON の大池基生さんと小関珠

トで使ってみてからメインクルーになる方もいます。

育”というのを掲げています。トップダウンの上下関

実さんに聞いた。

大池：月額契約の方は合わせて 40 名、スポット契約

係ではなく、お互いが持っている情報やスキルをシェア

―シェアサロンを始めたきっかけは？

は 2 号店の Stella 店でしか受け付けていません。

して、みんなで上手くなって、成長していけばいいと思っ

大池：僕自身、2016 年の 1 月にフリーランス美容師

小関：臨機応変に本店も案内することがあります。ア

ています。いまクルー同士が自発的に勉強会を開く、

になりまして、いろいろな人との出会いがあって発起

イリストさんがまつエクをするのに、ベッドのある本店

という現象が生まれています。上手くなりたいって気持

人になる人が「シェアサロンを一緒にやりませんか？」

を使っていただいたケースもありました。美容師さん

ちは主体性を持ってやらないと、教えても意味がない。

と声をかけてくれたんです。それが古木さんという、今

じゃなきゃダメということは全くありません。

小関：自分の得意じゃないお客様が来る場合、他のク

も美容師をやりながら LiME というカルテ管理や顧客

―いろいろな使い方で広がりがあるんですね。

ルーを紹介するんですよ。私はロリータファッションの

管理ができるアプリを作っている起業家の方です。僕

大池：そもそもサロンという場所を美容室としては捉え

お客様がすごく多くて、ブリーチのカラーとかダブルカ

もフリーランスなりたてだったし、興味を持って話しを

ていなくて、社交場なんです。いろいろな人が集まって、

ラーの注文があるのですが、あまりやらないし自信も

聞いていて
「シェアサロン面白そう！」
「乗った！」と
（笑）。

共有して、シェアするということを目指しています。

ないので、Stella 店にいるカラーが得意なクルーに紹

まずは美容師さんたちが情報共有のできる「GoToday」

―資金調達をされたそうですが。

介しました。

というコミュニティを立ち上げ、現在は 500 人以上集

大池：総額で 1000 万円です。主に店舗展開を目的に

大池：それが元々の理念なんです。コミュニティから始

まるグループになっています。2016 年の年末に代表

した資金調達になります。都内もそうですが、地方の

まっていますから。シェアサロンで大事なことは箱だけ

の大庭と知り合い、シェアサロンの話しをしたら意気

主要都市にも店舗展開をしていきたいと考えています。

じゃく人間の繋がりというソフトな部分です。コミュニ

投合。翌年の 2017 年春ぐらいにはもう出店しようと

関西や、北は北海道から東北、南は沖縄や九州、四

ティがすごく大事な分、コミュニティを作ることは非常

いうスピーディーな展開でしが、物件がなかなか見つか

国などですね。地方都市でも同じような働き方はでき

に難しいです。だからこそ他では真似できない部分で

らなくて、2017 年の 11 月にオープンしました。

ると思っているので。僕らは一部上場企業 3 社から資

もありますね。

―個室スタイルの内装にしたのは？

金調達をしたので、そのくらい可能性を感じてもらえて

―あらかじめ想定されていましたか？

大池：フリーランスってマンツーマンでお客様と対面す

いる部分はあると思います。投資されているという点で

大池：そうですね。もちろんコミュニティが重要という

るのがほとんどなので、お客様との施術にしっかり集

は、これまでなかなか評価されにくかった業界なので、

部分が明確にありましたので。個室にこだわったのも

中でき、自分のお店のようにも使える美容師目線で、

従来の美容業界とは違うやり方をしているということ

同じ理由です。みんなでコミュニティがあってシェアし

個室にこだわったシェアサロンを作りたいと考えてい

で評価していただけたのかなと思っています。そのくら

ていくんだけど、お客様としっかり向き合えるパーソナ

たからです。

い価値のあることだと考えています。

ルな空間は必要なんです。個室で自分の店のように施

―利用するためにどのくらい必要になりますか？

―用意されているものは椅子と鏡とシャンプー台？

術して、個室を出れば繋がりがあるので、仲間が横に

大池：2 つありまして、一つは月額契約です。月額契

大池：一般的なものは用意しているので、最低限ハサ

いる。キャリアも違う、年齢も違う人たちがフラットレ

約をしている美容師さんたちを“クルー”と呼び、固

ミさえ持ってくればできてしまいます。シャンプー剤と

スな環境にいるのは、面貸しでも自分のサロンでも出

定家賃＋売り上げに対する変動費をいただきます。月

かスタイリング剤も使い放題だし。コテもブラシもあり

来ないことだと思います。その両方が合わさっている

額契約には 2 つのプランがありまして、A プランが月

ますし、雑誌を読むタブレットも貸し出していますし、

のが、シェアサロンだと思いますね。

額 5 万円と、月間の売り上げの 25％。月間 100 万

ドリンクもあります。シャンプー剤や薬剤など、個人の

小関：私はフリーランスになった時にヘアメイクの仕事

円の売り上げがあれば 5 万円＋ 25 万円、合わせて

こだわりで自由に持ち込みも可能です。月額のクルー

をたくさんやりたいと思っていて、ラフォーレ原宿でロ

30 万円が利用料となります。B プランは家賃 3 万円

には在庫管理スペースを渡していて、鍵付きのロッカー

リータファッションのお店をずっと手伝っていました。

＋変動費 30％。ボーダーラインが月間売り上げ 40

や材料を入れるスペースを自分たちで管理してもらって

美容師をやりながら 4 年くらい店長をしていたので、

万円になるので、40 万を下回ると B プランの方がお

います。材料もネットで買える時代なので、ワンクリッ

ずっと副業があったタイプなんです。その時に知ったこ

得になります。もう一つはスポットプランで、これは使っ

クで翌日に届きますから、スマホがあって、シェアサロ

とや感じたことがあるので、美容師だけをやって「私は

た時間でいくら、というシステムになります。こちらは

ンがあれば独立できちゃうんです（笑）
。

美容師だから」とか「私ってこうだから」って狭めるの

物の保管場所などを提供できないので、しっかり腰を

―ここから新たに店舗を持つ人も出てくるかもしれな

ではなく、どんどんいろんなことに挑戦してもらいたい

据えてやりたい美容師さんは月額契約がおすすめです。

いですね。

んです。女性の美容師さんを応援したくてこの立場に

決済システムやクレジットカード決済の端末も使える

大池：もちろん個人の夢は応援しています。もしくはシェ

就きました。相談してもらう度に彼女たちの背中を押

ので、本当にハサミ 1 本持ってくればできる仕組みに

アサロンをやりたいって思ってくれたら、オーナーさん

しています。大池と私が男女でこの立場にいることで、

フリーランス美容師のための
個室型シェアサロン

P2

すごく働きやすいって言ってもらえます。私たち 2 人は

だけで、売り上げは全て自

2 店舗どちらにも出勤しますが、どちらの店のクルーに

分のものになる。
「ホームグ

もフォローできるように心がけています。

ラウンドでやれば定額です

大池：僕ら以外で各店舗にコミュニケーションマネー

ので、100 時間使うと一番

ジャーという人がいるのですが、コミュニティが非常に

安い単価が 1000 円未満。

大事なので、そこが円滑になるように相談役になって

薬剤まで全部使い放題プラ

もらっています。本店と Stella 店にいる二人はもともと

ンも用意しています。フレ

クルーで、報酬をお渡ししてお願いしている形です。も

キシブルに使えるし、使っ

ともとみんなのことを気にかけてくれたり、円滑に回

た分しかコストはかかりま

るような動きをしていくれていて、そういう人って必ずコ

せん」
。ただ、個人ロッカー 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

ミュニティの中に出てくるんですよね。普通のサロンで

や常設品などを維持するた

したら、店長やマネージャーをやって月に数万円の報

めに別途、月会費が必要になる。
「平日会員や無料会

酬が上乗せになりますが、それ以上のメリットってな

員など、それぞれの働き方に合わせて料金体系を設定

いですよね。やり損なんですよ。負担ばかりが増える。

しています」

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

管理職ってみんなそうじゃないですか。会社と運命共

こちらでは美容師の新しい働き方を提案しようと、

同体になることで、サロンや会社のためにやったこと

５つの事業モデルを掲げている。①シェアサロン事業。

がちゃんと自分に返ってくる仕組みを作っていきたいと

②プロモーション事業。これは独自のプロモーション

思います。

として、美容師をタレントとしてそれぞれに合ったプロ
モーションを展開。③サロン事業では、オフサロンで

ビジネスモデルとしてのシェアサロン運営

も収入を得る機会を提供する。第一弾としてパソナと

10 月 に オ ープ ン し た ば か り の シ ェ ア サ ロ ン

提携しており、パソナのプロフェリエというサービスの

「FBeauty」
。こちらは（株）FB パートナーズが運営し

中のスタイリスト部門を会員が担う契約をしている。サ

ており、シェアサロンをビジネスモデルとして着目し、

ロンでカットしなくても、専門的なアドバイスでビジネ

これまで所縁もなかった美容業界へ参入してきた。そ

スを成り立たせることが努力次第でできるとうことだ。

れまではユーザーとして携わってきた美容業界だが、

④カレッジ事業。マルチなタレント性をもった美容師

気に入った美容師を見つける大変さから、それを分かっ

を育成していくことを目的としている。⑤美容物販事

て先に選べる仕組みはないか。また、競争が激しく安

業となっており、随時動き出しているところだ。

定感のない美容師の働く環境、非効率な仕組みの改

また、今回出店したサロンをベースに直営店やフラ

善を目標にシェアサロン運営をスタートさせた。代表

ンチャイズでの展開も考えている。
「既存のサロン経

の杉本好正さんによると「新しい技術やシェアリングエ

営が大変で全体のマネージメントは任せたいなど、私

コノミー、僕らはパーソナライズエコノミーと呼んでい

どものプロモーションやサイトのシステムを共有して利

ますが、個人個人でビジネスができる環境が整ってき

用していただければと思います。なので FBeauty とい

ているのではないかと考えています。また SNS などを

う名前である必要性はないんです」

使って自分自身を売り出すことが簡単にできてしまい、

今後は会員を増やし、事業を軌道に乗せ、色々と展開

上手く自分を PR することによって昔よりもお客さんを

していくことになる。
「美容師さんを核にいろんな繋が

ダイレクトに付けられるようになった。そこをとことん

りを広めていくところが、我々のビジネスの価値かなと

追求したらどうなるのだろうというのが最初のきっかけ

思っています」

です」
。まず形で入らないとメッセージは伝わらないと
考え、フリーランスの美容師が多い原宿、表参道エリ
アにシェアサロンを作ることに。

地方でもシェアサロン開業
今年 4 月、福井県福井市でシェアサロンをオープン

他のシェアサロンとの差別化として、料金設定は定

させた藤田雄太さん。2 月からフリーランスになったこ

額制にしている。ここでいう定額制は、時間でいくら、

とと、昨年 10 月に桑原淳さん（旅する美容師）と出

という形になっている。直接決済できるカード端末を

会い、影響されたこともあってシェアサロンを地元に作

無料で貸し出しており、この端末を使うと、決済後は

ることになったという。東京で何度も桑原さんの話を

会社にではなく、直接自分の口座に入金される仕組み

聞いているうちに、自分の目指しているものとリンクす

になっている。つまり事前にブースの利用料を支払う

るところもあり、一念発起。独立も兼ねてフリーラン

スという道を選んだこともあり、シェアサロン経営に
乗り出した。
２階建ての一軒家の１階がシェアサロンになる。２
階は住居になっており、こちらは通常賃貸に出してい
る。セット面３つとシャンプー台２つのこぢんまりとし
たサロンだが、福井ではまだまだフリーランスの美容
師が少ないこともあり、
十分な広さになっている。基本、
１時間 1000 円の時間制で、1 日の場合は 6000 円
と割安になる。月の場合は 6 万円からとなっており、
ハサミと薬剤を持って来れば、いつでも施術ができる
ようになっている。また、福井県では条例で店舗で働
く美容師の登録が必要になるので、シェアサロンを利
用する場合でも全ての人が保健所に登録することが義
務付けられている。
「独立するときにはシェアサロンを
出そうと決めていたので、設計、建築とトントン拍子
に話が進んで完成することができました」と藤田さん。
特に会員制にしていることもなく、空きがあれば随
時使って良いスタイルになっている。また、シェアサ
ロンの準備をしているときに、場所の貸し借りができ
るコミュニティを作ろうと思い、立ち上げてみたが、ま
だしっかりと始動できてはいない。
「福井の美容師は、
まだ変化を求めたがっていないので、シェアサロンと
いってもまだギャップがあるように感じています。まず
は自分のようなフリーランスという働き方を認知しても
らう方が先の様です。僕の働き方を見て、参考にして
もらいたいですね。田舎の場合、浸透するのに２〜３
年はかかると言われているので」
藤田さんには、きちんとした売上があっての独立な
ので、現状は、自身のフリーランスという働き方やシェ
アサロンを地元の美容師たちに広めていくことに重き
を置いている。
「福井ではフリーランス自体が浸透して
いないんです。段階的にはフリーランスが出てきてから
シェアサロンなんで。僕はせっかくだからどっちも同時
にやりたいなと思ったんです。だからフリーランスを増
やすことと、あと集客が大変だったり、セットが余って
る美容室が結構多いんです。そういったところに入れ
るよう、アプローチしていきます」
。フリーランス自体
が少ない地方でのシェアサロン運営。課題も山積みだ
が、ひとつずつ解決していき、数年後には思い描いて
いるシェアサロン運営ができていることを期待したい。
取材協力

GO TODAY SHAiRE SALON
http://www.shairesalom-go.today
FBeauty
http://fbeauty.co.jp
シェアサロン 美容室ちゅら（Chu.la）
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