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「０からの奇跡」	 
	 

	 

	 

	 

株式会社	 インプレスマネージ	 

代表取締役	 岩瀬保奈美	 
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はじめまして	 

メルマガ登録ありがとうございます＾＾	 

また、こちらのファイルをダウンロードしてお開きくださり嬉しく感じます。	 

素敵なご縁に感謝です。	 

	 

こちらのファイルは、私が美容事業を始めてから繁盛サロンを創り上げるまで

の道のりをご紹介します。	 

	 

その前に自己紹介を失礼します。	 

	 

岩瀬保奈美（いわせほなみ）	 

茨城県出身	 

趣味：ゴルフ、温泉巡り、猫とゴロゴロ	 

掲載書籍：	 

「一歩前に踏み出す勇気を与える	 女性経営者	 100 人の言葉」	 

「DEAM	 女性経営者 100 人	 起業物語」	 

金融業界紙「ニッキン」	 等	 

	 

私は、インプレッションマネジメントの実現を	 

するという想いで、２５歳の時に	 

「インプレスマネージ」を設立しました。	 

	 

印象で損をして欲しくないと想いが詰まった会社です。	 

	 

美容・印象について学生の時に体型的に学んだ後、	 

OL をしながら起業の勉強をする日々を過ごしていました＾＾	 

	 

そして、起業してからは、	 

印象管理専門の研修講師として企業・団体・教育機関で	 

印象管理手法をみなさまへお伝えする仕事を実施してました。	 
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現在では、	 

専門学校の非常勤講師や各種セミナーや研修講師をしつつ、	 

魅力的な小顔と美肌を同時に実現するサロン小美顔と	 

まつ毛をケアしながらできるマツエクサロン Hydoor	 

２つのサロンを運営し、	 

女性が	 

「経済的にも精神的にも自立」し	 

豊かな日々を過ごせるサポートをしたい想いから	 

サロンのフランチャイズ展開・コンサルティング等も行っています。	 

	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 

	 

起業を考えている方へ私のように遠回りをして欲しくない想いから私のいまま

でのことを赤裸々にお伝えしていきます＾＾	 
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人脈０、経験０、お金０何も無いない状態の当時２５歳小娘が	 

株式会社インプレスマネージを起業して現在まで・・・。	 

＜岩瀬保奈美の起業理由＞	 

まず、なんで私が起業しようと思ったのか。	 

	 

私は、一緒に仕事をしている、妹がいます。	 

その妹と私は、義理の関係です。	 

私の父と妹の母が再婚してから家族になりました。	 

	 

というわけなので、私には実の母がいます。	 

	 

今、どこで何をしていて	 

生きているのか	 

死んでいるのかも	 

知りません。	 

	 

生き別れという状況ですね。	 

正直今会いたいかと言われたらわかりません苦笑	 

	 

父が妹のお母さんと幸せそうにしていて笑顔でいてくれることが私たち兄弟に

とって一番です。	 

	 

ですが、	 

実の母の存在は、私が自立をすることの大切さや	 

地に足をつけて仕事をすることが	 

人生において大事なことを教えてくれたきっかけです。	 

	 

なんでそんな風に思ったかというと・・・	 

	 

破天荒な母だったのです笑	 
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まだ幼かった頃の私を連れて男性の家を転々とする	 

いろいろなところへお金を借りて借金まみれ	 

警察沙汰	 

	 

などなど、数えきれないほど破天荒な出来事があります苦笑	 

	 

けれど、それって	 

働き方を知らなかっただけなのですよね。	 

誰か・何かに依存しなくては生活ができない。	 

	 

たまたま私の実の母がそうでしたけど、	 

いまの日本には自立ができていない女性やその周りの家族が苦労している方っ

て多くいると感じています。	 

	 

女性の自立って本当に大切	 

	 

いつどこでなにがあるかわからない。	 

	 

自分で生活をする	 

自分で仕事をする	 

自分で生きて行く	 

というのができないのは大変なこと。	 

	 

そんな風に感じていたからこそ、	 

自分がスキルを向上して	 

生きて行く術を覚えて	 

依存せず自立をしていきたいと	 

感じていました。	 

	 

会社に所属していると安心かもしれませんが一生そうだとはわかりません。	 
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父が働いていた会社がなくなってしまったのを新聞でみたとき心底感じました。	 

	 

何かにすがるのではなく個人でも仕事をしていける	 

能力を持つことが重要だと！	 

	 

そして、選択できる人生にしたい＾＾	 

	 

今日は、お金がないから	 

ふりかけご飯だけ	 

ではなく、	 

焼肉が食べたければ焼肉	 

ししゃもが食べたければししゃも	 

なんていうようにお金の	 

制限があって選択できないことを	 

無いようにしたいと感じました。	 

	 

たくさんお金が欲しいとかではなく選択肢を増やしたかった。	 

	 

だから、起業して自立しようと学生のころから考えました。	 

	 

また、私は学生の頃から仕事が好きでした。	 

学校の後・学校がお休みの日は	 

アルバイトをいくつか掛け持ちして	 

アルバイトでいろいろな経験をさせてもらいました。	 

	 

もちろん起業してすぐの頃はなにもわかっていなく	 

大変なことをしてしまったとか	 

もう辞めようかなんて感じていたときもあります笑	 

	 

ですが、最終的には逃げずにやってきたからこそいまでは	 

自分がコツコツとやってきたからこそ起業初期の頃とは	 

比べ物にならない状態になりました。	 
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私は、女性の自立を大切にして一生懸命仕事をしたい。	 

	 

これからは、	 

自分以外の女性にもそういったサポートをしていけるようにと	 

日々進めています。	 

	 

いままでたくさん失敗したし	 

迷惑も掛けたし	 

会社をたたもうとも思いました。	 

	 

けれど、	 

やっぱり私は自分自身が経済的にも精神的にも自立したい	 

周りの女性の自立を実現したい	 

この想いが強くあって進めています	 

	 

だから、	 

実の母とは思い出せないくらい会ってもいないけど、	 

きっかけをくれた存在なのです。	 

	 

実の母のことをきっかけに	 

女性が自立することの大切さを学生のころから実感し	 

起業への想いを持ちいまの会社を創る決意をしました。	 

	 

ちなみに起業する前は、	 

専門学校の進路指導課に勤めながら起業を志していたが、	 

事業計画書を元上司にみつかったことをきっかけに	 

勤めていた会社を辞め３ヶ月で会社設立を行いました。	 

	 

準備もまだまだな状況だったため、	 

人脈０経験０お金０の勢いしかない当時２５歳の小娘でした。	 
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＜勢いだけで起業したダメダメだった１年目＞	 

私は、25 歳の時に	 

印象力向上の実現をすることを	 

ミッションにした	 

会社を設立して	 

今年２０１６年１２月に 5 期目を終えるところなのです。	 

	 

起業する前は、	 

専門学校の進路指導課に	 

勤めながら起業を志していました。	 

	 

が、事業計画書を元上司に	 

みつかったことをきっかけに	 

11 月の秋に	 

勤めていた学校を辞めました。	 

	 

本来であれば、教育機関なので	 

4 月〜3月で動くため、	 

3 月に辞めて会社を設立する予定で	 

進めていたのですが、早まりました笑	 

	 

そのため、当時準備もまだまだな状況。	 

	 

人脈０経験０お金０の勢いしかない２５歳でした苦笑	 

	 

そんな中、11 月に専門学校を辞めてなんとか、	 

翌 1月に会社設立をしました。	 

	 

ですが、起業しても売り上げが上げられず。。。	 

	 

最初に口座にお金が入ったのは、起業して３ヶ月後に１万円。	 
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その後、	 

元々講師などをしていたことがきっかけで	 

新入社員研修の時期のお陰でまとまったお仕事の機会をいただきました。	 

本当にタイミング良くて生き延びれました笑	 

	 

ですが、	 

それから売り上げが上がらず何でもすると言い営業回りをする日々。	 

	 

セミナーのお手伝い	 

展示会でのチラシ配り	 

事務の手伝い・・・	 

なんでも屋さんという状況で	 

休みの日はアルバイトをしながら過ごしていました。	 

	 

営業・企画書の作り方や集客等の知識もなく	 

動きも受け身に近い状態であった当時。	 

	 

運良く生活するだけの仕事があったが、	 

自立して豊かになりたいと想い起業したにも関わらず	 

現実は程遠く１万円稼ぐことさえ	 

自分には難しいことなのかもしれないと	 

仕事をする難しさを痛感し、	 

前向きな気持ちを失いはじめていました。	 

	 

と、そんな時に！	 

以前、勤めていた専門学校の紹介のお陰で半年契約の研修の仕事のご縁をいた

だきました。	 

勤めていたところを辞めた私なんかに紹介をしてくださり、本当に人の温かさ

を感じたのを覚えています。	 

	 

起業は、人との繋がりが本当に大切です。	 

それを感じた１年目です。	 
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＜経営するのに値決めが大切だと知った２年目＞	 

安くても仕事があるのが嬉しくたくさん働いた２年目。	 

	 

お客様からのご要望でメイクアップ研修を企画実施し、	 

ご好評をいただいたことからメイクアップをメインとした	 

印象管理研修に力を入れ始めることで	 

他講師と差別化を実現できた年でした。	 

	 

そして、	 

たくさん働いた年でした。	 

徹夜が続いて家に帰らなかったり、	 

休みなく仕事をすることが多くありました。	 

	 

お客様から認められたことによって	 

毎日が楽しく研修のスキルも	 

どんどん上がっていく喜びを感じていたので	 

忙しさが気にならなかったです。	 

	 

年間契約	 

半年契約	 

顧問などで	 

教育研修・コンサルティングの仕事を	 

する上で仕事が無い状況から脱却できたが、、、	 

金額の決め方が甘く膨大な仕事に毎日終われ先のことも考えられず日々が	 

過ぎて行ったのでこの年は仕事の記憶ばかり笑	 

	 

仕事が好きなのでいまでも仕事の時間は長いのですが、	 

2 年目とは比べものにならないかな。笑	 

	 

そして、	 

経営は、値決めということもよく学べたと感じています。	 
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それも、たくさんのことを経験できたお蔭で	 

セグメンテーション	 

ターゲティング	 

ポジショニング	 

魅せ方	 

集客	 

口コミやリピート率アップ	 

値段の決め方	 など	 

について少しずつ理解して実行していったからだと日々感じています。	 

	 

昔は効率化なども全然わかってなかったし、	 

時間の使い方も勿体無いことばかりでした。。。	 
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＜自分の弱さに負けたが、人との信頼関係が大切だと実感した３年目＞	 

メイクアップ研修をメインにしていたが、	 

仕事で行き詰まり迷いがでてきて	 

話があればなんでもやる状況であった。	 

	 

なんのために会社を作ったのかわからなく	 

生活する最低限の仕事しかこなしていなかった。	 

	 

そして、私が至らないことばかりだったので	 

３年目はトラブルも多かったです。	 

	 

研修講師の派遣をするものの、そこからトラブルになりました。	 

	 

仕事をお願いした講師から派遣料の値上げを	 

要求され最初にした取り決めを	 

後から否定されトラブルへとなっていったのです。。。	 

	 

研修登壇をお願いしていた講師が	 

お客様へ直接営業をして私の会社は取引停止。	 

	 

お客様を引き止められず、自分のできなさに後悔しました。	 

	 

そして、内部の仕事を一部外部委託していたのですが、	 

お願いした仕事をしない・打ち合わせにも来ない状態が起こりました。	 

	 

それでもお金の要求をされるのでどうするべきか思い悩む日々。	 

	 

また会社の顧客情報を取られていたことを知りました。	 

お客様から情報流失しているとクレームがあり	 

発覚してから大変でした。。。	 
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そんな中、悩んで仕事から離れたくなり家に引き込むようになったのです。	 

そのことによって、	 

事務関連を手伝ってくれていた友人にも	 

会社を辞めてもらうことをお願いし、	 

自分のメンタルの弱さが出てしまったし	 

人との信頼関係を構築することが	 

すごく大切だと実感しました。	 

	 

３年目で本当にもう会社辞めようかなと思っていました。笑	 
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＜大切な人と一緒に創り上げビジョンが明確になった４年目＞	 

自分の今後について、今一度考え直し進む道筋が明確になった年です。	 

美容の道への夢と希望をひらいてくれた友人ときっかけをくれた妹。	 

	 

大切な妹が居て、	 

妹と共に美容サロンオープンを目指し日々奮闘し	 

充実した毎日を過ごしていました。	 

	 

妹は、勤めながらで	 

私は元々していた事業をやりながらで	 

バタバタと日々が過ぎていきました。	 

	 

サロンオープン前は、	 

一緒に物件を見に行ったり	 

どんなサロンにするか考えたり	 

デザイン関連を決めたり	 

ウェブ作成をしたり	 

毎日やることがいっぱいでしたが、	 

無事オープンすることができ安心しました。	 

	 

そして、	 

妹が一緒に会社を創り上げていく大切なパートナーへ。	 

	 

ですが、サロンオープンして終わりではありません。	 

ここからがスタートです。	 

	 

最初から色々ありました。	 

大好きな妹を泣かせてしまう自分がいたり、	 

売り上げ目標が達成できなかったり、	 

妹に厳しいことを言ってしまい妹との関係がギクシャクしたり、	 

と、オープン当初は自分のことばかりで	 
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妹に対して申し訳ないと思うことばかりでした。	 

立ち上げすぐのときって本当に大変。	 

だから、気持ちにも余裕がなかったのかなって	 

いま思い返してみると感じます。	 

	 

そんな中でも	 

悩みながら妹と一生懸命サロン運営を行っていて	 

会社の売り上げは４年目過去最高となりました。	 

	 

そして、	 

目指す方向が明確になりやる理由があることが	 

とても大切だと感じました。	 

	 

自分たちが進むでき方向を考え示すことによって	 

ビシネスが加速できた年です＾＾	 
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	 ＜基盤ができ創り込みが順調になってきた５年目＞	 

妹と何度も話をして気持ちをぶつけ合ってきた。	 

そんな中で想いを一つにして新企画を創ることにしました。	 

	 

妹のお陰でまつ毛エクステサロンは、	 

ヒット企画が生まれオープンわずか半年で	 

人気サロンへ成長できました。	 

	 

小美顔も Hydoor も	 

セグメンテーション	 

ターゲティング	 

ポジショニング	 

魅せ方	 

集客	 

口コミやリピート率アップ	 

値段の決め方	 など	 

再度、検討して企画にしてそれを段取りに落とし込んでいったことで	 

基礎を固めて次のステップが目に見えてきたのです。	 

	 

ビジネスは、	 

行き当たりばったりではダメ。	 

	 

技術は、あって当たり前。	 

	 

そして、	 

マーケティングや広げる力もとても大切なのです。	 

しっかり戦略を立てて創り上げていくことが必要ですよね＾＾	 

	 

妹は、現在では、1人で月 100 万円以上の	 

売上を上げる優秀すぎる妹なのです＾＾	 
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数字からみてもお客様からの信頼が厚く、	 

予約が取れない繁盛店なのもうなづけます。	 

	 

ちなみに、美容サロンの平均売上ってご存知ですか？	 

	 

個人サロンさんだと	 

30〜50 万円程度と言われています。	 

	 

そして、	 

大手さんでも 70 万円程度が 1人平均と言われています。	 

	 

私たちは、人気サロンになるまで本当にたくさんの努力をしました。	 

	 

その経験から５年目は、フランチャイズ展開も進めてます＾＾	 

ここまで成長できたのも諦めなかったこと	 

努力を努力と思わず進めたこと	 

そいて、たくさんの回り道をしたことで無駄なこと効率的に進めるためのこと

がわかってきたからです。	 

	 

だから、これからは・・・	 

サロンの運営も、もちろん顔晴ります！	 

そして、 	 

起業を志している女性へ私たちのようにビジネスで	 

遠回りをしないように私たちの経験やノウハウを	 

提供していくために妹と二人で	 

全力で取り組んでいきます。	 

	 

女性の自立をサポートし心から豊かになる方を増やしていきます。	 
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いかがでしたでしょうか? 	 	 

ご意見見⾒見見・ご感想はこちらへお寄せください!	 

iwase-honami@impress-manage.com	 

	 

２０１６年１１月１５日発行	 

著者	 岩瀬保奈美	 

発行所	 株式会社インプレスマネージ	 
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ドされた	 コンテンツは、ご自身のビジネスのために役立てる用途に

限定して提供しております。教材に含まれているコンテンツを、一

部でも、	 書面による許可(ライセンス)なく複製、改変するなどして、

またあらゆるデータ蓄積手段により複製し、オークションやインタ

ーネット上だけでなく転売、転載、配布等、いかなる手段において

も、一般に提供することを禁止します。コンサルタント業の引用、

転載、教育を希望する場合には	 別途ライセンス契約が必要となりま

す。	 	 

	 


