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＜好事例 2020 年度＞

ヘアースタイリストサロン レオンひらない店
アイディアを活かしシェービング用手づくりシールド

常に笑顔と笑い声が絶えない、お客さまと楽しい時間を一
緒に過ごせるお店。

好評メニューは、豊富なレディースシェ－ブコース 2,800 円
～、アイロンパーマ 7,500 円～、フェードカットなど。ご来店
が難しいお客さまのために訪問理容も実施中。男性客：女性
客＝７：３、座席は４席（現在はコロナ対策で１席は不使用）、
女性向けエステルームあり。営業時間：8:00 ～ 19:00、定休日：
毎週月曜、第 3 月 ･ 火曜は連休。駐車場あり。本店は青森市
内、ひらない店は青森市街地から車で約 40 分に立地。

住所：〒 039-3321　青森県東津軽郡平内町小湊字小湊 91
創業：1993（平成５）年
従業者数：3 人 
http://www.riyo-aomori.com/hiranai/7555876/pc

青 森 県

関東在住の講師仲間から「マスクを外す必要があるシェービングメニューは感染リスクが高いためお断
りしている」との話を聞き、何か良い方法はないかと考えました。市販のフェイスシールドでは、お客さ
まの呼気がフェイスシールド内に入り込むので飛沫感染の不安があります。そこで、お客さまと技術者
の間に斜め方向に遮断する透明なシールド（アクリル板）があれば飛沫を防げると考え、試行錯誤を繰
り返し、今回の手づくりシールドを完成させました。

コロナ禍にあって多少の売上の落ち込みはあったものの、
経営への影響は大きくはならなかった。そのため、売上は
対前年比で 50％超の減少とはならず、レオンひらない店
は持続化給付金の対象外となった。しかし実際にはコロナ
対策で、用途や目的に応じた消毒液、仕切り板の吊り下げ
など、消耗品や備品購入で経費が増大し、収益を圧迫して
いる。

同店の来店者数は、全国的に新型コロナウイルス感染拡
大の報道が急増した３～４月期には、外出自粛の気運が高
まったため減少したが、７月期の売上は前年同月を上回る
までに回復した。また、待ち時間中などの「密」を避ける
ためにも予約優先を顧客に大きく促し、現在では定着しつ
つある。

連合会／お客様／営業者の声

背　景
background

客席に仕切り板を吊下げた
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青森の冬季は寒さが厳しく空気も乾燥する。寒くなり過ぎない換気方法や、インフルエンザや風邪の
症状のあるお客さまへの対応など、冬季のコロナ対策は難しい。入店時の体温測定・手指消毒・技術
中のマスク着用など、これまで以上にお客さまにご協力をお願いしていかなければならない。

シェービング技術は理容師だけが提供できるもので、美容との最大の差別化ポイントである。さらに
理容室が提供できる癒しの時間でもある。使用器具の消毒を徹底し、普段からお客さまとの信頼関係
を保持することで、安心・安全なシェービングサービスの提供を継続していく。

子どもの写生板がヒントになって

顧客視点

今　後
future

取　組
action

子どもが写生の授業で利用する画板からヒントを得
て自作した。材料は百円ショップで入手可能な厚めの
アクリル板と紐の２つだけ。つくり方は、アクリル板に
穴を開け、紐を通して首から下げ、長さを調整するだ
けである。

透明なアクリル板は軽量で厚めのものを、紐は首に
負担をかけず、視界の邪魔にならないものを選んだ。
最初はＡ３版サイズで試したが、技術者の手技の可動
域を狭めてしまうことと、大きすぎてふにゃふにゃとし
てしまい扱いづらいため、厚手の下敷きサイズ（Ａ４版）
に落ち着いた。

シェービングの際にシールド（アクリル板）を使うと、
お客さまは「あら、考えたねー」と笑っている人が多い。
これはどちらかというと技術者が安心して施術できるという点が大きな
メリットであった。暑い夏季でも、無理なく利用できたという。

この取組は、全国理容生活衛生同業組合連合会の新型コロナ共存時
の「新営業のアイディア」で優秀賞を受賞しており、簡単で安価な方法
なので、どの店舗でも容易に活用できる。

さらに、同店では業界ガイドラインに沿い、スタッフの健康管理、換
気、マスクや手袋の着用、手指消毒、客席の仕切り板や使い捨てハン
ドタオルの設置など、対策を徹底している。また、店頭に設置した手
書き看板によって通過客に訴求し、安心してご来店いただけるよう誘導
している。

画板式の手づくりシールドは視界も広く首が疲れない

ポップな店頭看板でコロナ対策を
アピールしている
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＜好事例 2020 年度＞

ヘアーサロンはいから
DIY でソーシャルディスタンスの取れた個室空間を演出

ヘアーサロンはいからは、低料金店でも高級サロン
でもない、最高の技術を気軽に楽しんでもらえる街の理
容室である。カットにこだわりを持つ店主は、地元若
手理美容師の指導・育成にも力を入れ、勉強団体「TEAM 
ZERO」を創設、「南九州ヘアーコンテスト」を立ち上げ、
その運営に関わる。現在、鹿児島県理容生活衛生同業
組合の理事（組織部長）であり、霧島支部支部長を兼務。

店舗は、完全予約制で男性３席・女性シェービング・
エステ１席（個室）。

住所：〒 899-5102　鹿児島県霧島市真孝 966
創業：1981（昭和 56）年
従業者数：2 人 
https://haikara3828.wixsite.com/hairsalon-haikara

鹿 児 島 県

当店の取組は、全国理容生活衛生同業組合連合会の新型コロナウイルス対策の「新営業のアイディア」
募集で優秀賞を受賞しました。全理連や県理容組合広報により、広く組合員に知れわたり、意識改革に
役立ったと思っています。新型コロナウイルス感染防止策の徹底による安心感醸成の重要性を意識させ
る絶好の機会だととらえています。［店主談］

霧島市内の新型コロナウイルス感染者数は少なく、当初は経
営への影響も大きくはなかった。しかし、東京都内感染者の急
増や緊急事態宣言の発令で、地元でも外出自粛や理容室の利用
を控える動きが顕著になった。毎日繰り返される報道で、利用客
に不安が広がっていると感じた。「ヘアーサロンはいから」では、
休業や時短営業はしなかったものの、店内メンズスペースの椅子
３台のうちソーシャルディスタンスを保つため真ん中の椅子を使
わず、両サイドの椅子を使って施術していた。しかし、真ん中に
椅子があることで、お客さまが安心できる距離感を感じにくく、
改善の必要性を感じていた。

連合会／お客様／営業者の声

背　景
background

フェイスシールドを逆さ向きで使用し息漏れ
を防止した
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“With コロナ時代 ” の対応は、愚直に「理容業における新型コロナウ
イルス感染拡大予防ガイドライン」を順守・継続すること。それによっ
て、今は以前の利用者数に回復しつつある。業種別ガイドラインの徹底
と、それをお客さまに見える形に（伝わるよう工夫）すれば、経営への影
響を最小限にくい止めることができる。コロナ対策の徹底と周知が、お
客さまの信頼を得る唯一の方法であり、安心・安全を感じてもらえれば、
必ずや、お客さまは戻ってくると実感している。

アイディアで安全対策を実現する

情報感度

今　後
future

取　組
action

ソーシャルディスタンス確保のために、従来の３台店を２台店に
変更する必要があったが、理容専用の重たい椅子を移動するのは簡
単ではない。そこで、コンパネ３枚に壁紙を張っただけの四角い箱
状の囲いを自作し、真ん中の椅子に被せることにした。材料は近所
のホームセンターや百円ショップで揃え、費用は1 万円以内、製作
は約 4 時間程度に収まった。

この方法だと、椅子や洗面台はそのままに、お客さまには安心し
てもらえ、個室感のあるスペースを演出できる。木箱は移動も可能
なので、コロナ収束時には簡単に元に戻せるのも大きなメリットで
ある。

また、手指消毒やマスク着用に加え、フェイスシールドを逆さ向
きに着けることで息漏れを防止するなど、感染対策を徹底している。
来店客には、まったく気にしない人もいるが、敏感に反応する人を
基準に新型コロナウイルス対策（サービス提供）を実施することで、
すべてのお客さまに安心感を得てもらえるよう努めている。

一方、鹿児島県理容組合霧島支部では、組合員店舗でクラスター
を発生させないよう、「理容業における新型コロナウイルス感染拡
大予防ガイドライン」の徹底を呼びかけて、手指消毒液・フェイスシー
ルドを頒布した。さらに支部独自の「コロナ対策済み店舗を示すス
テッカー」をいち早く準備し、各営業者に活用してもらい、同時に、
地元ラジオでは霧島支部加盟店舗の新型コロナ対策の取組をアピー
ルした。

また、理容室経営者の不安を払拭するため、組合員だけでなく『理
容に従事するすべての皆様方へ』声がけし、新型コロナウイルス感
染対策に特化した講習会を県組織部としての11月に開催した。

コンパネボックス設置前 ( 上 ) と設置後
の店内（下）

支部独自ステッカーの配布
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＜モデル事業 2020 年度＞

カットルーム ベル
新メニューやヘアスタイルの提案で顧客満足を高める
カットルームベルは、宮城県大河原合同庁舎から東に東北本線

を隔てて約１ｋｍ旧国道沿いに立地。店主の母親の代から大河原で
開業して４０年、長い間地元のお客さまに愛されてきた。昨今は近
隣市町からのお客さまも多数利用する。

住所：〒 989-1215 宮城県柴田郡大河原町中島町 1-23
創業：1979（昭和 54）年
従業者数：2 人
http://cutroom-bell.com/

宮 城 県

Plan

Ａ 特長ある店舗・施設づくりで
業績を改善しよう

Ｄ お客様の満足度を高めよう
Ｅ 優良顧客を増やそう

〇ヘッドスパ等を新メニューとして追加し、集客および利用単価アッ
プにつなげる。タブレットで撮影した画像をカルテに取り込み、目
に見えるお客さま満足度の向上につなげる。

〇ＬＥＤ照明を整備し、経費節減に努める。
〇新型コロナウイルス感染対策を含め、自店を地域に積極的に PR し、

さらに認知度を高めてもらい、より多くの集客につなげる。そのため、
ホームページの改良と SNS の発信環境を整備する。

●取組テーマ ●計画

2020 年２月まで、カットルーム ベルは、店主一人での営業をして
いた。６年間仙台で技術を磨いた長女が、３月から同店で働くことに
なった。長女のスキルは高く（レディースカットの部東北大会２位、同
レディースブローの部優勝）、この技術力を活かし、さらに若者層や女
性客も取り込みたいと考えている。利用しやすく、満足度の高いサービ
スを提供できる理容店として、売上の向上を図りたい。

今回の事業ではヘッドスパの導入で客単価を向上させ、タブレットの
導入で顧客満足度の向上、まだ LED 化できていなかった照明器具をＬ
ＥＤ化して経費の削減に努めたい。

背　景

新しく導入したシャワーは好評だ

8 月 9 月 10 月 11月
訪問指導 報告
ヘッドスパ導入・PR
HP 事業者調整、改良 SNS 構築
ＬＥＤ照明整備
お客様アンケート
物品購入
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タブレットを導入してからは、前回の完成ヘ
アスタイルを記録させておくことで（写真右）、
お客さまの要望も明確になる

○タブレットの導入
　顧客へのサービス提供内容はカルテに記録して

いるが、タブレット端末を導入、電子カルテと
して画像データを残し、情報の見える化でお客
さまの満足度を高めた。

○ヘッドスパ用のシャワーヘッドの導入による
新メニューの提供

　シャワーヘッドの超高速極細水流を活用した、
水流マッサージコース、水流＆指圧マッサージ
コース、水流リラクゼーションコースの３コース
メニューによるスパ、トリートメントメニューの
幅を広げた。本サービスは、初回のみ半額で
提供し、その魅力を楽しんでもらった。

○ＬＥＤ照明に変更と換気設備等の設置
　店内の照明を蛍光灯・白熱球からＬＥＤ照明に切り替えたことで経費の削減につながっただけではな

く、予想以上に手元が明るくなったことで作業効率が上がり、生産性の向上も図ることができた。また、
空気清浄機等の換気設備を充実させ、新型コロナウイルス感染予防対策の徹底を図る。

Do

Check Action

新しいシャワーによるサービスは、リラックス効果が高く気持ちがよいと評判は上々です。また、タブ
レットによるヘアースタイルの提供・提案もわかりやすいと好評をいただいてます。ヘッドスパは当初想
定していなかった若い年齢層以外のお客さまからもオーダーがあり、「ベルさんでもヘッドスパをやるよ
うになったんですね！ 待っていました」という声をいただきました。

営業者・お客様の声

取　組

新メニューヘッドスパが一過性のサービス
にならないよう、満足度を高めながら定着を
図りたい。また、タブレットを使って、写真
によるスタイルアドバイスなども積極的に行
うことで顧客満足と利用者の獲得に結びつけ
ていきたい。

今　後

A, D, E

〇売上高、集客数ともに前年度同期比で増加
した。目標値には達しなかったが、コロナ
禍のなかで、売上、客数とも多少の増加と
なり、ヘッドスパ導入の効果が少なからず
見られた。ヘッドスパメニューは、２カ月
間で 28 人に利用してもらい客単価の向上
が図られた。

〇店内の照明のＬＥＤ化（60 ～100W 相当）
により、店内が明るくなり作業効率が上がっ
た。新たに導入したヘアスタイルの画像撮
影サービスは、好評を得た。

成　果 

店内の照明はＬＥＤ電球に替えたため、
より一層明るくなった
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＜モデル事業 2020 年度＞

Ｄｅｌｆｉｎｏ hair perform
ホームページとＳＮＳを連動させ女性客を取り込む
デルフィーノは仙台市の地下鉄２駅の中間に位置し、主なお客さま

は転勤族の会社員と地元の人たちである。男性のカットやパーマ、ヘッ
ドスパに強みがあり、オーナーやスタッフは理容競技大会で優勝経
験をもつ。

住所：〒 981-3117 宮城県仙台市泉区市名坂字町７３
創業：1992（平成４）年
従業者数：4 人
https://delfino-hair.com

宮 城 県

Plan

Ｃ ICT を活用して集客力を高めよう
Ｈ 作業しやすいお店・職場にしよう
Ｉ 効率的に作業しよう

〇男性のビジネスパーソンから女性客の拡大もねらい、ネットや
チラシでの集客を始めることにした。

〇店の立地は、大通りから見えずらいため、入口に大きな看板の
設置を計画している。

〇チェックリスト（とは？　ガイドライン活用マニュアルのチェッ
クリスト）を参照し、作業しやすいお店・職場にしよう項目の
検討を行った。

●取組テーマ ●計画

デルフィーノは近年客単価が伸び悩んでおり、男性客だけでは売上が
頭打ちになっていた。そのため、女性客を増やし、一時間当たりの客
単価を上げることで、客数の伸び悩みに一喜一憂することがないよう利
益率の向上を図るよう考えた。2016 年に経営者と従業員が SNS お
よび POP の研修を受講し、店頭に掲げるのぼり、ＬＩＮＥ等の SNS
活用、ならびにホットペッパービュティを使い売上を伸ばしてきた。

いままでは、男性ビジネスパーソンを対象としてきたが、このコロナ
禍では客足も減るのは必須であった。そこで、ネットやチラシで女性の
お客さまのための取組を始めることにした。

背　景

お客さまにコロナ禍でも安心して
利用してもらえるよう店内は広々
としたスペースを確保した

8 月 9 月 10 月 11月
訪問指導 報告
HP 事業者調整、SNS 改良
ニュースレターチラシ準備・施行
お客様アンケート
看板設置
店主・スタッフ各種研修・
新型コロナ対策
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ホームページはスマホでの閲覧も可能にして、
ＬＩＮＥ広告チラシなどＳＮＳとも連動させた

可動式シャンプー台で、施術中は移動しなくて
もカットしてもらえる

取組は以下の４点に絞られる。
○安心醸成のための新型コロナウイルス感染予防対策

施術椅子ごと、受付および待合室の席間に飛沫防止対策
シートの設置、店内に空気清浄機を設置するなど、お客さ
まへの安全・安心度を高めた。

○屋外立看板・のぼりの設置
　通過車両向けに立看板・のぼりを設置。清潔感や高級感、
女性でも安心して来店できる点をアピールした。

○情報発信力の強化
スマホでの閲覧も可能なホームページに改良し、換気・マ
スク・消毒の徹底を再アピールし、Google マイビジネス
や LINE チラシなど SNS とも連動させた。
情報量は増やさずに、見やすさやわかりやすさを改良のポ
イントとした。また、HP上で店内の雰囲気を感じてもらい、
女性客が来店しやすい雰囲気を出す工夫をした。

○店主・スタッフの研修
エステシモヘッドスパ研修を受講し、スパ認定テスト、シ
ニアビューティストの認定を受け、マスターなど頭皮のエ
ステを実施し、顧客への付加価値を高めて新たな需要確
保に努めた。

Do

Check Action

ハード・ソフト面で設備等の導入によって店舗環境が充実し来店客との信頼感の醸成が強化されたと
感じます。モデル事業で実施した対策をさらに充実させることで当店の生産性が向上することを期待し
ます。

営業者・お客様の声

取　組

新型コロナウイルス感染予防対策を徹底
し、その状況を情報発信してゆく。さらには、
情報発信にとどまらずに双方向性を活かし、
顧客からのコンタクトや情報共有にも活かし

「オンリーワンサロン」になるよう顧客の満
足度の向上を図っていく。また、女性理容師
が働きやすい雰囲気や店舗づくりに努めてい
く。こうした活動が、理容業界の活性化に貢
献していく。

今　後

C, H, I

売上ならびに集客数も前年度同時期に比
べ増加

コロナ禍のなかで外出自粛が求められるな
かであったが、万全なコロナ感染予防対策を
ＰＲ、屋外のぼりの設置やホームページのリ
ニューアルによって、新規顧客の増加と客単
価アップにつながった。また、既存顧客に対
しても、ホームページやＬＩＮＥ広告チラシに
よって、メニューや来店特典などのサービス
内容を周知している。

成　果 
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＜モデル事業 2020 年度＞

髪の店山下
“ 女性目線 ” を取り入れエステ空間を演出、より高い顧客満足を実現する
岡山市北区の官庁街に古くから立地し、2 代に渡り、創

業から 50 年、主に男性を対象とした理髪店として営業し
てきた。今後は、従業員の若返りも図り、若い女性も対象
とした施設を整備し、広い年齢層や男女の区別なく気軽に
使っていただけるお店としたい。

住所：〒 700-0823 岡山県岡山市北区丸の内１丁目 13-12
創業：1971（昭和 46）年
従業者数：３人

岡 山 県

Plan

A 特長ある店舗・施設づくりで業績を
改善しよう

B  費用を削減して収益性を高めよう

○女性客の満足度を高め、新規女性客の集客をめざす。また
経費節減を行う。

○可動パーティションでエステ空間を確保するとともにポス
ティングチラシを作成する。

○経費削減のため節水型シャワーベッド、LED 電球への更新
を計画する。

●取組テーマ ●計画

髪の店山下は、近年客数や売上高がやや逓減傾向にあり、
固定客の高齢化や転居等が原因と考えている。そのため、
女性客の満足度の向上、集客を図るため専用空間の確保、
チラシによる宣伝に取り組むこととした。

また、経費削減のため節水型シャワーヘッドへの更新、
LED 照明への更新に取り組むこととした。

背　景

可動式パーティションを導入。女性のお客さまにも、
回りの目が気にならないと好評

8 月 9 月 10 月 11月
パーティション設置
ポスティングチラシ準備
シャワーヘッド等更新施行
お客様アンケート



生活衛生関係営業 営業者取組事例集

87

エステメニューを「お試しキャンペーン」でチラシで PR

LED 電球に替えて光熱費の節減を図るとともに、おしゃ
れな空間を生み出した

○女性客への満足度向上をねらう
　女性客の集客を図るため、チラシを作成するとと

もに、満足度向上のため、可動パーティションを導
入し、専用空間の確保を図った。

○経費節減を図る
　水道・光熱費を節減するため、シャワーヘッドを節

水型に更新するとともに、照明を LED に変更した。

Do

Check Action

女性のお客さまからは、可動パーティションが設置されて、他のお客さまの視線が気にならなくなった
との声がありました。[ 店主談 ]

営業者・お客様の声

取　組

今回の取組によって “ 女性目線 ” を大切にし
た結果、成果も出てきた。今後も女性の目線
を大切にし、一層満足度を向上させ、女性客
の集客をめざしていく。

今　後

A，B

○新型コロナウイルス感染症拡大の影響が
大きく、女性客数は昨年同期と比べ 80%
と伸びなかったが、チラシの配布による新
規顧客の獲得につながった。

○新型コロナウイルス感染症による客数減
少の影響もあるが、取組を通して、光熱水
費は昨年同期に比べ約 10% 減少した。

成　果 
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＜モデル事業 2020 年度＞

8 月 9 月 10 月 11月 12 月
キャンペーンの検討
キャンペーンの実施
D マガジンの導入
お客さまアンケート

Ｈａｉｒ ＆ Ｒｅｆｒｅｓｈ ＦＩＸ（ヘアー ＆ リフレッシュ ＦＩＸ）
タブレット活用で新規顧客を獲得し地元に密着した営業を展開
ヘアー＆リフレッシュ FIX は山口県の玄関口「新山口駅」の南約 900

ｍに位置し、周辺はオフィス、マンション街となっている。
店名の FIX は、お客様１人１人に定着（FIX）してもらえるような店舗

にしたいという願いが込められている。 「心のつながりを大切にし、地
域の皆様に喜んで頂ける」 そんなサロンを目指して、日々技術・接客の向
上に取り組んでいる。

住所：〒 754-0026 山口県山口市小郡栄町 3-8
創業：2010（平成 22）年
従業者数：4 人
http://hairsalon-fix.com/

山 口 県

Plan

D  お客様の満足度を高めよう
E  優良顧客を増やそう
C  ICT を活用して集客力を高めよう

○地域限定のタウン情報誌にキャンペーン（来店者への店販品の
無償提供）の広告を数回実施し、集客を増やすとともに店販品
の売上増を図る。

○さらに来客者へタブレットを利用した D マガジンのサービス等
を提供することにより、経費節減とリピーターを増やす。

●取組テーマ ●計画

営業者は、地の利（新興住宅地）を活かし、さまざま
な集客事業を実施し、営業幅を広げてきている。しかし、
新型コロナウイルス感染症拡大の影響によって来客数が
落ち込み、一層の集客を図る方策を検討したうえで、新
たに宣伝広告を行うこととした。

背　景

タブレットは D マガジンだけでなく、ヘアカタログと
お客さまの要望を明確にできた
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地元情報誌で配布した折込広告をみて
来店した人は多い

取組の概要は、以下の４点である。

○キャンペーンチラシの配布
　情報誌にキャンペーンチラシを入れ配布し (2020 年９～11月に

３回、各回 2,000 枚）、10 月からチラシ持参の新規客は 500
円引き、全員にシャンプーをプレゼントし、アンケートも実施した。

○タブレットの導入で効率化
　店内の雑誌を廃止し、タブレットで読めるＤマガジンやヘアカタ

ログを導入した。このタブレットで顧客管理（ヘアスタイルの撮影、
ヘアカタログを利用したカウンセリング）も実施した。

○シェービングの方法の変更
　従来のカミソリを T 字型のシェービング剃刀に代え、作業時間を

短縮した。

○コロナ対策
　コロナ対策に有用だと言われている湿度管理を徹底するため、湿

度表示の加湿器を導入した。

Do

Check Action

タブレットの導入によりデジタル機材や ICT の利用価値を従業員も含めて認識できました。Ｄマガジ
ンの導入はお客さまからも好評で、これにより他店と差別化が図れました。 [ 店主談 ]

営業者・お客様の声

取　組

アンケートは顧客の隠れたニーズを知るこ
とができる良いツールで、これに代わる方法
も検討したい。

また、タブレットの一層の活用方法を取り
入れたい。

今　後

D，E，C

○従業員 1 人の独立もあり、10、11月の
売上は前年比２％減だったが、11月単独
では２％増となった。2 カ月の新規顧客
31人のうち、3 分の１のお客さまがチラ
シを見ての来店者であり、堅調な売上を
維持した。

○タブレット導入でカウンセリングの充実に
よる顧客満足度の向上につながるととも
に、雑誌廃止で経費削減ができた。また、
使用後に消毒でき、新型コロナ対策にも
役立った。

○アンケートで顧客の隠れた関心（パーマや
カラー等）がわかり、需要の掘り出しに繋
がった。

成　果 

T 字型のシェービング剃刀で時短を
可能にした
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Ｂｒｉ−ａｇｅ（ブリエイジ）
顧客分析からターゲットをしぼった単価アップ施策と情報発信を実施
Ｂｒｉ－ａｇｅ（ブリエイジ）は松山市の中心から少し離れた地域に立地し

ている。この地域には松山市内でも有数の児童数を誇る小学校があり、⼦
どもをもつ親世帯の住民も多い。また、愛媛県の玄関口の一つである JR
松山駅にも近く、転勤などで異動してくる住民も多い地域である。地元密着
型の営業スタイルを行っており、接客や技術力から口コミによって顧客数を
伸ばしてきた。

住所：〒 791-8021 愛媛県松山市六軒屋町 5-9
創業：1964（昭和 39）年
従業者数：2 人
https://riyou.jp/shop/72810/

愛 媛 県

Plan

A  特長ある店舗・施設づくりで業績
を改善しよう

C  ICT を活用して集客力を高めよう
D  お客様の満足度を高めよう

同店の強みである口コミでの紹介顧客を増加させるために、口
コミの誘発と来店ハードルを下げるために顧客 Google マイビジ
ネスの登録とランディングページの作成する。

40 代顧客の単価を上げるために、さらなる商品・サービスを
開発する。さらに、顧客から要望が上がっていたファサード改装
を行う。

●取組テーマ ●計画

Ｂｒｉ－ａｇｅは、近年売上が伸び悩んでいた。2020 年に入って
からは、新型コロナウイルス感染症拡大の影響もあり苦しい状況が
続いた。

接客と高い技術力で顧客からは喜ばれ、口コミによって来店者数
は増加していた。しかし、最近では口コミによる顧客増加が減少傾
向にある。そのため店の強みを生かして、インターネットで情報発信
を行い客数を伸ばしたい。さらに、主力顧客層である 40 代の男性、
女性の単価アップを図り売上拡大をしたいと考えている。

また、店舗横の駐車スペースから店舗へ移動する間に雨除けがない
ため、そこのファサードを改修して利便性の向上を図りたいと考えた。

背　景

入口に正面に設置された庇で、雨の
ときには濡れなくて済むようになった

8 月 9 月 10 月 11月
訪問指導
Google マイビジネス
ランディングページ
来店キャンペーン準備・実施
ファサード改装
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単価アップのため様々なキャン
ペーンを実施

物販も行っている

○強み弱み／顧客の分析
　同店状況をヒアリングし現状分析を実施。同店の強みは、口コミにより顧

客が増えていること。弱みとしては、顧客情報の整理と分析ができていな
いこと、情報発信力が弱いことであった。顧客分析については、同店の顧
客カードをリスト化し顧客の分析を実施し、分析の結果、中心となる顧客
層が４０代女性であることが明確になったため、今回のメインターゲット
を４０代女性と設定した。（女性比率 56%）

○情報発信／口コミ客の増加策
　同店は口コミにより集客をしていたため店舗の情報発信を行ってこなかっ

た。集客力を高めるために、Google マイビジネスの設定と無料で作成で
きるランディングページ作成ツールであるペライチを利用し簡易的な同店
のホームページを作成した。

　また、元々の強みである口コミを誘発させ紹介者を増やすため紹介者も
非紹介者にもメリットを与える施策として紹介キャンペーンを計画した。

○単価アップ策
　メインターゲットである顧客に対して単価アップのためにキャンペーンを計

画。店内にキャンペーン POP を置くことと、接客時に紹介することとした。

Do

Check Action

顧客分析や店内 POP の作成や接客、はじめて取り組む Google マイビジネスやペライチによるホーム
ページの作成についても、積極的に取り組んでくださいました。取組を継続していただくにあたっては、
ウェブのアクセス数などは短期的にも目に見えて成果が表れるので、そういった成果やエビデンスを示し
ながら、一緒に取り組んでいただいたことが、コロナ禍の大変な状況でも気持ちを途切れさせずに継続
できたポイントとなったのではないかと思います。

コンサルタントからのアドバイス

取　組

今後はインターネットを利用した集客を検討
し、以下のような施策を展開していく。
〇ターゲットはインターネットの情報にアクセ

ス容易な 20 代、30 代の女性で、行きつ
けの美容室が決まっていない「サロン難民」
とする。

〇サロン難民が興味喚起されるキーワードを
記載する。

〇予約（連絡）が取りやすくなるよう工夫する。
〇来店に向けての最後の一押しをするため、
「お得感」を出す。

今　後

A，C，D

愛媛県において、新型コロナウイルス感染
症の第三波があり、１１月下旬より来店客が
減少し、新規来店客数が伸び悩んだ。ただ、
今回、Google マイビジネス等を使い情報発
信に努めた結果、新規顧客の中には Google
マイビジネスを見たと言う方もおり、情報発
信については一定の効果がでた。

客単価（店販含まず）は 11 月は 6,528
円、12 月は 6,572 円（男性 5,300 円・女
性 7,700 円）と増加し、それ以外の店販売
上についても11 月は136,300 円、12 月
は16,350 円と順調であった

成　果 
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川崎理容
高齢化を見越し、車いすのままでもシャンプーができる設備の導入
川崎理容は、初代が昭和 35 年６月宮崎市内で創業、昭和 51 年 12 月現

在地に移転。
現在地は、宮崎市中心部の県庁・市役所から徒歩 15 分程度の店舗や住

宅が混在する地域である。２代目の現代表は、平成３０年５月初代から事業
承継した。

同店は、通常の理髪に加え「かつら」を取扱い、売上の約半分を占めている。
住所：〒 880-0904 宮崎県宮崎市中村東２丁目 9-32
創業：1960（昭和 35）年
従業者数：３人
http://e-katsura.ftw.jp/index.html

宮 崎 県

Plan

A 特長ある店舗・施設づくりで業績
　を改善しよう
D お客様の満足度を高めよう

〇車椅子のままでも、シャンプーができる設備を導入する。
〇この設備を導入したことを、看板で周知することによって新た

な顧客を開拓する。

●取組テーマ ●計画

川崎理容は、現在地で４３年営業を続け、固定客をつかんで
安定した売上をあげている。ただ、顧客の年代は５０～７０代
が中心で、今後の売上減少が懸念されるため、新規顧客の開
拓を考えて、ＳＮＳでの情報発信などに取り組んできた。しか
し、なかなか新たな顧客をつかむことは困難であった。そこで、
今回のモデル事業では高齢化後も継続して来店してもらえるよ
うに、車椅子のままでシャンプーができる設備の導入を考えた。
新規顧客として、通常の理容椅子での施術が困難な高齢者な
どの客層の獲得も期待できる。

背　景

店舗内観

8 月 9 月 10 月 11月
訪問指導
設備選定
周知方法検討
設備設置
周知実施
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車いすに乗ったままシャンプーができる設備看板でも周知した

〇高齢者や障碍者で通常の理容椅子ではシャンプーをすることができない人に対して、車椅子
のままでも、シャンプーができる設備を導入した。

〇この設備を導入したことを、看板で周知した。

Do

Check Action

取　組

車椅子のままシャンプーできる設備を導入
したことを、様々な場で情報発信し、知って
もらうことが課題である。

今　後

A，D

〇売上・来店客数ともに未達となった。理由
は、①家庭の事情で予約を断らざるを得
ないことがあったこと②新型コロナウイル
ス感染症の影響で高齢者を中心に来店が
減少したことなどが考えられる。

〇車椅子のままシャンプーができる看板を見
るシニアカーに乗った高齢者の姿も複数
見られたため、新型コロナウイルス感染症
の影響が無くなれば売上増加の可能性は
十分にあると考えられる。

成　果 

今後の超高齢化社会を考えると、理容店に来ることができないお客さまの増加が見込まれます。ここ
に目を向けて、来店時理容椅子に座ることのできないお客様への対応や訪問理容で使用できる設備の導
入を決めたのは良い着眼点でした。新型コロナウイルス感染症の影響などで期待した実績はあげられま
せんでしたが、今後の売上増加への寄与は期待できると考えます。この設備があることを周知すること
に今後注力していただきたいです。

コンサルタントからのアドバイス




