
MEDIA GUIDE
2020

https://biyo-job.jp



© Biyo Job All rights reserved. © Biyo Job All rights reserved.2

私たち Biyo Job は
美容に特化した求人ポータルサイトとして

国内ナンバーワンを目指す為に生まれました

〜私たちの目指す未来〜
新規スタイリストの採用をどこよりも早く

質の高い採用を実現する求人ツールに

美容業界の求人コストを大幅に減らす

ご依頼、ご不明点などございましたら
弊社営業担当までお問い合わせください

Tel：0120-251-361
受付：平日 10:00 〜 18:00

株式会社 INFINITE
Biyo Job 運営局

〒 105-0004
東京都港区新橋 4-24-3 エムエフ新橋
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美容室数、美容師数がともに最高数を記録している一方、
顧客数の減少、低価格化、利用率の低下と市場自体が縮小している非常に厳しい業界です。

美容室のキーワードは『３年』　
〜店舗・美容師ともに最初の 3 年間を生き残れるかどうか〜

サロン生存率
全国の美容室約 240,000 店舗、毎年約 3,000 店舗ずつ増え
空前の出店ブームが続いている一方、業界売上高は年々縮小

開店 1 年以内に 60%、3 年以内に 90% のサロンが閉店

そして、美容室には新しいスタイリストからの応募がなかなか来ない

求人が来ない原因とは？
美容技術は最先端の方法を取り入れているが
店舗 PR や採用に関しては、今までの古いやり方でやっている

素晴らしい美容技術を持っているだけでは
優秀なスタイリストを集めることはできません

採用難易度の高い業種ということを理解する
美容業界の採用難度は他業界と比べ高いと言われています

さらに美容師の離職率は 3 年以内で 72%
スタイリストへデビューするまでの期間も入店後 3 年が 60%

（美容師 1 年間の新規免許取得者約 20,000 人、1 年以内に約半分が離職）

1 店舗の応募人数減少：新規採用できるのは単純計算で 12 店舗に美容師 1 人

美容業界の求人状況



© Biyo Job All rights reserved. © Biyo Job All rights reserved.4

日本全国の美容室の求人情報に特化しどこよりも多く掲載します。
美容室だけでなく美容サロン業界全体（ネイル、まつ毛サロン、エステサロンなど）の
求人情報も数多く掲載。美容にまつわる求人は Biyo Job にお任せ下さい。

美容系の求人ポータルサイトが乱立し、一部の求人
メディアの高額請求に頭を悩ますオーナーさんも多
いはず。Biyo Job では他社求人サイトの約 50％以
下の予算で新規スタッフを探し雇用できるようプロ
グラミングし費用を提示させて頂きます。

スタイリストの経験と実績を細かく調査し、求職者の質
を上げるための施策を日々行っています。別途有料プラ
ンで美容師求人エージェント・サービスも並行して行って
います。3 年以上の経験者のみを探したい場合など特別な
アプローチもできます。詳しくは別ページをご覧下さい。

美容関連の求人に特化

Cost cut

美容師

アイリスト

ネイリスト

採用する側の求めることを第一に考え、圧倒的な安さを提案

スタイリストの質をどこよりも高く

Biyo Job とは？

1

2

3
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Biyo Job を利用する求職者は
美容師求人に「勤務地」と掛け合わせ検索した方が訪れています。

その他にも
ネイリスト　アイリスト　フリーランス　面貸し　

に「勤務地」と掛け合わせ検索した方も訪れています。

Biyo Job 求職者データ

20 代
32％

男性
45％

正社員
50％

スタイリスト
経験 1 年以上

25％

スタイリスト
経験 3 年以上

18％
アルバイト

パート

32％

業務委託
10％

その他 8％

スタイリスト
経験 5 年以上

7％

アシスタント
経験 1 年以上

17％

未経験 3％
受付スタッフ 6％

学生

15％

アシスタント
経験 2 年以上

9％

女性
55％

30 代
30％

10 代
23％

40 代
10％

その他
5％

【年齢層】 【性別】

【希望雇用形態】【経歴】

ユーザーデータ

※ Biyo Job 調べ

美容師 求人 × 勤務地
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Biyo Job ４つの強み

圧倒的な求人件数 SEO 対策 最先端デザイン 働き方提案
日本全国の美容師求人情報を
掲載。ネイリストやアイリス
トなどの美容にまつわる求人
もどこよりも多く掲載。

SEO 内部対策、外部対策を施
した Web サイトに求人掲載
できます。キーワードは「美
容師　求人」になります。

シェア 8 割を誇るスマホの対
応と、立体的なマテリアルデ
ザインを採用し、モバイルフ
レンドリーなサイトです。

「業務委託」や「フリーランス」
などの新しい働き方も提案し
ます。上記キーワードの SEO
対策も施しております。

■求人表示順
4 つのプランにより一覧ページの表示順が別れます（S → A → B → Free）
上位プランですと常に見られやすい位置に求人掲載を維持。

■店舗特集ページ
店舗求人ページ以外にも、ライター＆カメラマンを可動し独自に取材し、
専用特集ページを作ることも可能です。ご希望の場合は別途ご相談下さい。

■広告枠
A プラン、S プランは別途、トップページや都道府県一覧、市区町村一覧などに、
求人広告枠を出稿することが可能です。

■動画制作
御社専用の動画（ショートムービー）を制作することも可能です。
オリジナル動画を配信し、他店舗との差別化、それによっての求人数アップを狙うことができます。
動画制作をご希望の場合は別途ご連絡下さい。

Biyo Job 追加サービス

こちらの追加サービスは
順次公開を予定しています
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※ 採用確認が取れましたら、月末締めの翌 20 日支払いにて請求書をお送りさせて頂きます
※ 採用成果報酬額は、応募者の応募時点の登録情報に基づき決定します
※ 求職者都合による早期退職の場合は返金保証が適用されます
　 退職日から 30 日以内にお問い合わせの上「退職通知書」をお送りください
※採用成果報酬料金は、全ての雇用形態・契約形態に対して一律の料金となります。
※消費税率が変動した場合には、変動後の消費税を適用します。
※手数料が不明の場合は、必ず事前に Biyo Job 問合せフォームへご連絡いただき、ご確認下さい。

採用成果報酬の金額一覧になります。
採用が決まった応募者からの連絡の後に、御社へ採用確認をさせて頂きます。
報酬額はその際にご連絡し、別途ご請求させて頂きます。

採用成果報酬

成果報酬金額一覧

経験3年以上

專門学生（新卒）

経験3年未満

フリーランス

美容師 美容師アシスタント アイリスト エステティシャン

管理職経験者
店長、マネージャーなど

200,000 円 180,000 円

160,000 円 100,000 円 150,000 円

140,000 円 100,000 円 120,000 円

90,000 円 90,000 円

100,000 円 100,000 円

100,000 円

90,000 円

70,000 円

70,000 円

50,000 円

ネイリスト

100,000 円

90,000 円

80,000 円

70,000 円

50,000 円

未経験 60,000 円 60,000 円 50,000 円

フロント

50,000 円

50,000 円

50,000 円

50,000 円

50,000 円

50,000 円50,000 円
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お申込みから最短で 2 日後の掲載が可能です。
最短での掲載をご希望の場合は、前もって写真や文言などの素材をご用意下さい。

Web サイト、もしくはお電話にてお申し込みのご連絡を
お願い致します。専属の担当者がご対応させて頂きます。
メールでの場合は 12 時間以内にご返答させて頂きます。

お渡しした ID とパスワードにて、管理画面にログインし、
店舗情報を記載、写真のアップロードを行って下さい。

（制作委託プランもありますので、ご希望の際は別途ご連絡下さい）

掲載開始まで早くて 2 日程となります。
早めのアップをご希望の場合は、素材のご用意と
前もってのご連絡をよろしくお願い致します。

御社専用の管理画面を用意し、ID とパスワードを付与致します。
今後の流れを記載したメールをお送りさせて頂きます。

しっかりと情報が入力されているか弊社にて全て確認させて頂
きます。問題なければ本番環境へ公開し、求人開始となります。

お申込みから掲載までの流れ

step1

お申込み

step3

店舗入力

step3

掲載開始

step2

ID 連絡

step4

審査
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会社名：

設立：

本社所在地；

代表電話番号：

代表者：

資本金：

業務内容：

Biyo Job が気になった企業様はお気軽にお問合せ下さい。

株式会社 INFINITE

Biyo Job 運営局

平成 12 年 8 月 28 日

〒 105-0004

東京都港区新橋 4-24-3 エムエフ新橋

0120-251-361

町田 隆司

3,000,000 円

理美容室向け POS レジ、理美容室向けスマホアプリ、WEB 予約管理

メビウス POS ＋アプリ販売・管理

理美容室向けホームページ制作・管理

理美容室向け求人、集客、新規客固定化、コンサルティング事業

アンドロイドマーケット・アプリ申請代行

販促物制作デザイン

会社紹介

お問い合わせ先
Tel：0120-251-361

Mail：info@biyo-job.jp
受付：平日 10:00 〜 18:00

株式会社 INFINITE

Biyo Job 求人メディア事業部


