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グレード

マネージャー

トップアイリスト3 店長3

トップアイリスト2 店長2

トップアイリスト1 店長1

アイリスト3

アイリスト2

アイリスト1

Jrアイリスト2

Jrアイリスト1

Jrアイリスト アイリスト トップアイリスト 店長 マネージャー



各グレードの主な役割
グレード 役割 雇用形態

Jrアイリスト1 マツエク未経験の新人（研修中） 有期契約

Jrアイリスト2 マツエク経験有の新人（研修中） 有期契約

アイリスト1 一人で接客・施術・会計・店舗準備・店舗締めができる（一人出勤可能） 正社員・有期契約

アイリスト2 後輩の指導・育成ができる 正社員・有期契約

アイリスト3 店長業務の補佐ができる（店長候補） 正社員・有期契約

トップアイリスト1 お客様満足が高く、常に指名売上30万/月を達成できる 正社員・有期契約

トップアイリスト2 お客様満足が高く、常に指名売上40万/月を達成できる 正社員・有期契約

トップアイリスト3 お客様満足が高く、常に指名売上50万/月を達成できる 正社員・有期契約

店長1 店舗運営、売上予算達成、スタッフのマネージメントができる 正社員・有期契約

店長2 店舗の売上予算を常に達成し、自分自身と周りのスタッフを常に成長できる 正社員・有期契約

店長3 マネージャーの補佐ができる（マネージャー候補） 正社員・有期契約

マネージャー 店長のマネージメントができる。新規出店、新規サービス、新規事業の追加
などで会社へ貢献できる。

正社員・有期契約

※入社から6か月間は有期雇用契約



正社員の給与体系
グレード 基本給 予算達成金 指名

手当
口コミ
手当

物販
手当

情報発信
手当

美容研究
費

Jrアイリスト1 時給1020円 なし 個人件数
×

300円/件

個人件数
×

200円/件

個人件数
×

200円/件

個人件数
×

1000円/件

毎月
5000円Jrアイリスト2 時給1020円

アイリスト1 月給19万円 個人の売上
に応じて支給
＋店舗超達成金

アイリスト2 月給20万円

アイリスト3 月給21万円

トップアイリスト1 月給22万円

トップアイリスト2 月給23万円

トップアイリスト3 月給24万円

店長1 月給22万円 自店舗の売上
に応じて支給
＋店舗超達成金

店長2 月給23万円

店長3 月給24万円

マネージャー 月給25万～ 管轄店舗の売上
に応じて支給
＋店舗超達成金

個人件数
×

指名料

※入社から６か月間は基本給は月給ではなく時給にて支給



アルバイトの給与体系
グレード 時給 予算達成金 指名

手当
口コミ
手当

物販
手当

情報発信
手当

Jrアイリスト1 1020円 なし 個人件数
×

300円/件

個人件数
×

200円/件

個人件数
×

200円/件

個人件数
×

1000円/件
Jrアイリスト2 1020円

アイリスト1 1100円 個人の売上
に応じて支給
50万～：5千円
60万～：1万円
70万～：2万円
80万～：4万円

アイリスト2 1150円

アイリスト3 1200円

トップアイリスト1 1250円

トップアイリスト2 1300円

トップアイリスト3 1350円

店長1 1250円 正社員と同じ

店長2 1300円

店長3 1350円

マネージャー 1400円～ 正社員と同じ 個人件数
×

指名料



予算達成金（正社員）

個人の
月次売上

達成金 達成金の
割合

50万円以上 5,000円 1.0%

55万円以上 10,000円 1.8%

60万円以上 20,000円 3.3%

65万円以上 30,000円 4.6%

70万円以上 50,000円 7.1%

75万円以上 60,000円 8.0%

80万円以上 売上×10％ 10.0%

＜アイリスト・トップアイリスト＞

※店舗予算超達成金は社員1人70万円設定。
※アルバイト予算は就業時間に応じて設定する。
※自分が所属している店舗のみ対象。

＋
店舗予算
超達成金
1万円



予算達成金

自店舗売上 達成金

予算達成 30,000円

＋5万円達成 35,000円

＋10万円達成 40,000円

＋15万円達成 45,000円

＋20万円達成 50,000円

＋25万円達成 55,000円

＋30万円達成 60,000円

＋35万円達成 65,000円

＋40万円達成 70,000円

＋45万円達成 75,000円

＋50万円以上 超過達成額×16％

※店舗月次予算は社員1人60万円に加え、アルバイトは就業時間に応じて設定する
※マネージャーの個人売上予算60万円は店舗予算には含まない。

＜店長＞

※店舗予算超達成金は社員1人70万円設定。
※アルバイト予算は就業時間に応じて設定する。
※自分が所属している店舗のみ対象。

＋
店舗予算
超達成金
1万円



予算達成金

管轄店舗売上合計 達成金

予算達成 30,000円

＋5万円達成 35,000円

＋10万円達成 40,000円

＋15万円達成 45,000円

＋20万円達成 50,000円

＋25万円達成 55,000円

＋30万円達成 60,000円

＋35万円達成 65,000円

＋40万円達成 70,000円

＋45万円達成 75,000円

＋50万円以上 超過達成額×16％

※店舗月次予算は社員1人60万円に加え、アルバイトは就業時間に応じて設定する
※マネージャーの個人売上予算60万円も含む。

＜マネージャー＞

※店舗予算超達成金は社員1人70万円設定。
※アルバイト予算は就業時間に応じて設定する。
※管轄している店舗のみ対象。

＋
店舗予算
超達成金

1万円×達成店数



美容研究費

（金額） 月1回 5000円まで

（手当の対象） 美容室、ネイル、エステ、マツエク、化粧品など

（受取方法）勤怠カードに領収書を添付し、給与と一緒に振込み。

※美容の新しいトレンドを発見したら報告する。
※領収書のない場合は精算不可。
※領収書の金額が5000円以上の場合は、5000円支給。
※領収書の金額が5000円未満の場合は、実費を支給。
※領収書は「エクラ株式会社」宛で「お品代」や「美容代」などでもらう。
※次月への繰り越しや、前借りは不可。
※状況により変更、中止することあり。



情報発信手当

（金額） 1発信 1000円

（対象ツール） ブログ、Instagram、Twitter、Facebook、YouTubeなど

（支給方法）毎月の給与にて支給

※投稿する内容は全てまつげやサロンに関するもののみ支給対象。
※月末で締め、翌月15日支給分の給与に加算する。
※同じ内容を重複して発信しても1カウントとする。
※明らかにクオリティが低い投稿はカウントに含まれない。
※新たな情報発信ツールがでてきたら随時、対象ツールに追加する。
※1月につき1人上限1万円。
※投稿する際は投稿者やハッシュタグなどで、自分の名前がわかるようにする。
※状況により変更、中止することあり。



結婚お祝い制度

〔結婚お祝い金〕
3万円

〔結婚お祝い休暇〕
5日間

※社員本人が結婚する場合のみ
※休暇期間中も給与は発生
※年次有給休暇に加えて取得可能
※結婚した日から1年以内に退社する場合は対象とならない。
※結婚した日から1年以内に利用可能



忌引き休暇・香典

●一親等[父母、配偶者、子供]
(付与休暇数) 5日〔有給〕
(香典) 2万円

●二親等[祖父母、配偶者の父母、兄弟姉妹]
(付与休暇数) 2日〔有給〕
(香典) 1万円

※わかり次第、下記の内容を連絡する
・亡くなった方との続柄
・通夜・告別式の日時
・喪主のお名前
・休む期間



家賃補助

（金額） 毎月１万円

（対象者） 店長、マネージャー

（対象条件）所属店舗から1駅以内、又は３km以内、又はバスのみで

通勤圏内の物件に居住

（支給方法）毎月の給与にて支給

※引っ越しなどで新しく対象となる際は、通勤交通費変更届を提出してください。
※自分で家賃を支払っている場合のみ対象となります。
※実家暮らしや配偶者などが家賃を支払っている場合は対象となりません。
※持ち家で自分でローンを支払っている場合も対象となります。
※引っ越しなどで対象から外れる際は、事前に通勤交通費変更届を提出してください。



月次評価フロー

社員

• 個人評価を集計

• 店長に個人評価と勤怠カードを提出（毎月3日まで）

店長

• 個人評価・勤怠に間違いがないか確認

• 店舗評価を集計

• マネージャーへ提出（毎月5日まで）

マネー

ジャー

• 給与明細作成（毎月7日まで）

• 社労士事務所へ確認（毎月8日～10日）

• 給与支給（毎月15日着金）



昇格降格について
昇格降格の
タイミング

✓ 毎半期（年2回：4月、10月）
（例）4/1～9/末の実績を10月に評価

11/1から評価を反映
※上記のサイクルを６か月毎に年２回実施

判断する者 ✓ アイリストの評価 → 社長・マネージャー・店長
✓ 店長の評価 → 社長・マネージャー
✓ マネージャーの評価 → 社長

昇格降格基準
（アイリスト・
トップアイリス
ト）

1. 昇格するグレードの役割を満たせる見込みがあるか
2. 積極的にSNSやブログ等の発信をしているか
3. 指名率が高いか
4. 一緒に働くスタッフと信頼関係が築けているか

昇格降格基準
（店長・マネー
ジャー）

1. 昇格するグレードの役割を満たせる見込みがあるか
2. 管轄する店舗の再来率が高いか
3. 部下の成長を実現し、いきいきと働く環境ができているか
4. 既存の役割にとらわれずに、新しいチャレンジができているか



その他
＜休暇・シフトの組み方＞
• 土日は基本は出勤だが、希望する社員のみ休み可能。

➢ 店長、トップアイリスト：月2日まで
➢ アイリスト、Jrアイリスト：月1日まで

• 長期休暇は繁忙期を避け、１月、２月、5月、6月、9月、10月、11月に取得。
• シフトは毎月末までに翌々月のシフトを作成し、サロンボードに反映する。
• 年末年始は12/31～1/2が休業日（1月は公休９日間）
• 毎年9月18日(曜日により変更あり)は会社設立記念日のため休業日（9月は公休9日間）
※アルバイト・パートのシフトや休暇については個別相談

＜通勤手当＞
• 月15,000円まで
• バス代は駅から自宅まで1.5km以上の場合のみ支給
• 入社時/引っ越し時に通勤経路を会社に提出
• 定期購入時の領収書を会社に提出


