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モデル事業 2018 年度

〜休眠客の掘り起こしと固定費削減で生産性をアップ〜

東北地方で唯一世界チャンピオンを排出したサロンで、昨年も全国 3
位に入賞。最新のヘアカット、ヘアケア、リラクゼーションメニューを
提供する。山形名物「冷やしシャンプー」の推進協議会代表者の店舗。
営業：土日 ･ 平日 9:00 〜 19:00、毎週金曜日は「髪切らナイト」デー
として 21:00 まで営業、定休日：毎週月曜日、第３日 ･ 月連休、駐車
場 10 台。山形県理容生活衛生同業組合加盟。
住所：山形県東根市
創業：昭和 27 年
従業者数：4 名、うちパート・アルバイト 0 名
URL：https://miyoshi.okoshi-yasu.com/

●取組の背景

●取組テーマ

近年、常連客の高齢化、若者の理容室離れに加
え、技術者不足の常態化により売上は頭打ちの状
態が続いている。2018 年モデル事 業に参加し、
顧客アンケートの実 施で常連客のニーズを把握、
新サービスの提供で顧客満足度の向上を図るとと
もに、休眠客の掘り起こしと固定費削減に取り組
んだ。2019 年度も同様の活動を継続実施してい
る。

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
D. お客様の満足度を高めよう

●計画（Plan）
①顧客満足度調査に基づく新サービスの開発・
提供、② DM ハガキによる休眠・疎遠客の掘り起
こし、③ SNS による情報発信、④電気契約の見
直し・LED 照明への切替えによる固定費削減、⑤
高効率剃刀の導入などに取組む。

●目標
①新規顧客来店数
②電気料金の削減
③剃刀作業時間の削減

※ 2018 年度モデル事業参加で数値目標は未設定

組合有志で開発した山形名物「元祖冷やしシャンプー」

2019/1~

2018/9~

2019/5~

2019/9~

課題整 理と対策案検討
顧客アンケート調査（10 月中旬）

疎遠客へ DM 郵送（12 月中旬）

疎遠客へDM 郵送（12 月中旬）
SNS による情報発信

（冷やしシャンプー提供 6/18 〜 9/18） （TV 取材・全国放送 11/10）

高効率剃刀の導入（10 月中旬〜）
電気契約の切換え（11 月中旬〜）、全照明の LED 化（1 月中旬完了）
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生活衛生関係営業 営業者取組事例集

ワンポイント

営業者の声・お客様の声

コンサルタントからのアドバイス

2 年間の取組みで最も大きな成果は電気料金の圧
縮で、月額 2 〜 3 万円、年間 30 万円を超える経費
削減を実現しました。照明の LED 化で店内が明る
くなったとお客様にも好評です。理容組合員だけで
なく、他業種のお店でもぜひ取り組んで欲しいと思
います。来店客へのアンケートも、自店の長所・短
所が明確になり、経営の改善・見直しに役立つ貴重
な意見が得られるので、実施をお勧めします。

経営者は、冷やしシャンプー推進協議会の代表者
であり、その活動は 17 年目を迎えました。冷やし
シャンプーは、山形発祥の名物行事・土産品として
も認知されています。2019 年も日比谷ミッドタウ
ン夏イベントでの試供品配布、男性ファッション誌
の記事掲載等、真夏の恒例行事として注目され、地
域活性化にも貢献しています。（山形県生活衛生営
業指導センター / 経営指導員）

●取組（Do）

●成果（Check）

①顧客満足度調査に基づく新サービスの開発・
提供

●達成状況
①新規顧客来店数：県外客の増加
②電 気料金の削減：年間 30 万円超の削
減
③剃刀作 業時間の削減：新人の場合、約
5 分間の短縮

来 店客 241 名の回答があり、常連客が求める
サービス・設備を把握。結果を踏まえて新たなマッ
サージメニューを開発・提供した。

② DM ハガキによる休眠・疎遠客の掘り起こ
し

SNS での情報発信やテレビ・雑誌取材の結果、
県外から利用客が増加した。電気料金も予想以上
の削減効果があった。高効率剃刀は、新人の場合
で約 5 分間の時間短縮になることが分かった。

年末年始 の 休 業予定と新メニュー の 告 知を兼
ね、クリスマスカードを発送。一定数の来店客掘
り起こしに成功し、毎年 12 月中旬発送を恒例化
した。

③ SNS 活用による情報発信

家族 3 人で担当を決め、Facebook、Twitter、
Instagram を運営、面白ネーミングの新サービス
や日頃の話題を提供。地元テレビ局・紙誌だけで
なく、キー局の情報番組でも度々取上げられ、県
外客の集客に結び付いている。

④高効率剃刀で作業時間を短縮

安全で高機能な剃刀の使用で、新人の剃刀時間
を削減できた。

⑤電気料金の見直しで固定費削減

組合推奨の電気事業者へ契約切換えと店内照明
の LED 化で電気料金の大幅削減を実現した。

作業時間を短縮する高効率剃刀

●今後の取組（Action）
売上が急拡大するような特効薬や魔法は存在せ
ず、来店されるお客様のことを考え、地道な努力
をすることが最善な方法だと思っている。モデル
事業では、一過性にはならない方策に取り組んで
きたので、今後も、これらの方策を継続して取り
組んでいく。

独自のリラクゼーション・メニューの提供
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モデル事業 2019 年度

〜タブレットを活用し満足度向上、LED で光熱費コストを削減〜

SoLa Hair Design は、青森市郊外に理容室と美容室として事業展開
している。青森県理容生活衛生同業組合加盟。

住所：青森県青森市
創業：平成 14 年
従業者数：3 名
URL：http://sola8523.blog36.fc2.com/

●取組の背景

●取組テーマ

新規顧客、固定客の増加に合わせ作業椅子、洗
髪設備等お客様の満足度に直結する設備投資は積
極的に行ってきたが、コスト削減につながる設備
投資は後回しにしてきた。そのため、照明を含め
た設備の老朽化が目立ってきており、また光熱費
コストは高止まりしている。今期はスタッフの減少
の影響もあり売上の減少は避けられないことから、
お客様満足向上のさらなる対策とコスト削減の両
方を図る必要がある。

B. 費用を削減して収益性を高めよう
D. お客様の満足度を高めよう

●計画（Plan）
タブレット端末を導入し、顧客の求めるヘアス
タイルを事前に画像で提案するとともに、過去の
ヘアスタイルを画像としてデータ化し情報の見える
化を行うことでお客様満足度の向上を図る。
ＬＥＤ照明に変更することでコストを削減する。

●目標
ヘアスタイルの画像撮影サービスに対する
お客様満足度
対 2019 年 10 〜 11 月 の 電 気 料 金
32％削減

タブレットでヘアスタイルを記録

1 カ月目

2 カ月目

３カ月目

★取組内容検討
電気工事事業者打ち合わせ

工事
ヘアスタイルの画像化
お客様アンケートの実施
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生活衛生関係営業 営業者取組事例集

ワンポイント

営業者の声・お客様の声

コンサルタントからのアドバイス

電子カルテにより記録・記入がスピーディーにな
り、POS レジのナンバーディスプレーとの連動で
予約電話で相手の顔がわかるようになりました。担
当が代わっても顧客の希望を叶えられ、顧客満足度
のアップにつながっています。従業員の仕事に対す
る意識向上が図られ、以前に増して笑顔の絶えない
職場となりました。また、ＬＥＤへの切り替えによっ
て電気料の大きな削減も進みました。

ヘアスタイル撮影サービスより顧客満足度 94％とい
う成果が得られました。また、ＬＥＤ照明への切り替
えにより水道光熱費の削減と店舗視認性の向上が図ら
れています。顧客満足度の高さから既存顧客の常連化
は今後も見込まれることから、新規顧客獲得に向けた
新サービスの積極的な情報発信、コスト削減により得
た余剰分を従業員に還元し、雇用の継続とさらなるモ
チベーションアップを期待したいです。（青森県生活衛
生営業指導センター / 中小企業診断士）

●取組（Do）

●成果（Check）

①タブレットの導入

●達成状況

顧客へのサービス提供内容はカルテに記録して
はいるが、画像としては残していなかった。このた
め、顧客が過去のカット内容を視覚的に思い出す
ことができずイメージが沸きにくいという問題点が
あった。また、タレントと同様のヘアスタイルを希
望されても、カタログはタレント本人ではなく、タ
レントの映像もスマホでは詳細がわかりにくい等イ
メージ通りのヘアスタイルを提供できていない場
合があった。以上のような問題点を解決するため
にタブレット端末を導入し解決を図った。

ヘアスタイルの画像撮影サービスに対する
お客様満足度 94%
対 2019 年 10 〜 11 月 の 電 気 料 金
30％削減
新たに導入したヘアスタイルの画像撮影サービ
スは 94％と高い満足度を得ることができた。こ
の他、アンケート集計の成果として来店客層、来
店頻度等も把握できたため、今後の戦略を立てる
上で有効な情報を収集することもできた。
電気料金は目標とする削減額を若干下回ったが
昨年同時期と比較すると約 30％減少した ( 目標
値を達成できなかった原因は別契約の電気料の単
価アップによる )。

②ＬＥＤ照明に変更

店内外の照明を蛍光灯からＬＥＤに取り替える
工事を実施した。

③お客様アンケートの実施

11 月初 旬までに 110 名、11 月中 旬から 2 回
目の調査を 122 名に対して実施し、結果を分析し
た。

●今後の取組（Action）
今後も高い満足度を維持していくため、導入し
た画像撮影サービスの質の向上、個々の技術力、
ホスピタリティの向上を図っていく必要がある。ま
た、潜在顧客に対しＳＮＳ等を活用した当サロン
の強みが分かる情報発信や理容業の求職者に対し
当サロンで働きたいと思えるような情報を継続し
て発信していく取組が求められる。

フォトカルテ
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モデル事業 2019 年度

〜新サービス導入で顧客満足度アップと生産性向上〜

Hair Salon Fuji は従業員 7 名で「笑顔の絶えないお店づくり」を目指している。
店主は、仙台市内の理容美容専門学校の講師等を努めるとともに、従業員への指
導も積極的に行っている。宮城県理容生活衛生同業組合加盟。

住所：宮城県仙台市
創業：昭和 32 年
従業者数：７名
URL：http://www.hairsalonfuji.jp/index.html

●取組の背景

●取組テーマ

顧客数の減少、客単価の低下、多様な技術・サー
ビスの提供ニーズといった、様々な理容・美容業
界を取り巻く環境変化に対応し、地域のお客様へ
自店の認知度とアピールをさらに強め、より効率
の良い PR を実現するためのサービス開発や取組
が必要であるとの認識が高まった。そこで新規客
の開拓や、既存客の単価アップなどを検討するこ
とにした。

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
G. 従業員のスキルとやる気を高めよう

●計画（Plan）
新サービス導入に向けて、研修会参加による技
術習得（経営者）、従業員の技術研修（外部・内部）、
設備導入等を進める。また、提供する技術・サー
ビスの 標 準 化と顧 客からの 情 報収 集を 元にした
PDCA サイクル実践ができるようにする。さらに、
顧 客ニーズ に 応 える 情 報 発 信 (HP 整 備、SNS）
を行う。

●目標
ストーンを温めているところ

①売上高比較（％）：昨年比 129%
（月次売上表で把握）
②集客数 (％ )：昨年比 106％
（月次売上表で把握）

バザルトストーン

※比較対象：年末 2 カ月間

2 カ月目

１カ月目

3 カ月目

お客様アンケート

お客様アンケート

お客様アンケート

4 カ月目
お客様アンケート

技術の講習会
サロン内での技術の共有
SNS・ホームページの改訂
バザルトストーン購入
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生活衛生関係営業 営業者取組事例集

ワンポイント

営業者の声・お客様の声

コンサルタントからのアドバイス

新サービスのバザルトストーンについては、練習
で試しているスタッフがきれいになったという変化
をみて、自分もやってみたいという顧客からの要望
が出ています。実際に新サービスを受けた顧客から
は、翌日に顔のラインが違う等の感想もあり、アン
ケートでは接客も含め新サービスへの評価は大変好
評です。さらなるメニュー拡大などを望む意見もあ
るため、今後検討したいと考えています。

店主が自店の状況をしっかり把握して、何が足り
ない、何が必要ということを頭の中で整理できてい
たこと。かつアンテナを高くして新商材などについ
ても目星をつけていたことが成功要因のひとつだと
思っています。生産性を向上するためには、まず現
状把握や課題認識をしっかりやることが重要です。
その上で、何をもって課題解決の糸口とするかの検
討が求められるでしょう。（宮城県生活衛生営業指
導センター / 中小企業診断士）

●取組（Do）

●成果（Check）

①新サービス「バザルトストーン施術」導入

●達成状況

今までのヘアデザインスキルに併せ、手軽にで
きるエステ（バザルトストーン）を 活 用した 新メ
ニューを導入する。設備を導入すると共に、外部
研修会参加による技術習得、内部での技術研修会
等で技術の向上に努めた。

11 月〜 12 月の売上高は昨対比で 15％、
集客数は 6％伸びた（うち、新サービス利
用者 83 名）。昨年に比べ業界全体の景気
が伸び悩んでいることを考慮すると一定の
効果がみられた。

②技術・サービスの標準化

売上は昨対比でやや上がっている。新サービス
の導入を通じて提 供する “ サービスの質 ” の重要
性を従業員全員で共有できるようになった（共通
の物差しを発見）。スタッフ同士でもサービス提供
に対する意識が高まって、自分たちでもディスカッ
ションしながら互いに学びあうようになりモチベー
ションが高まった。

従業員全体で、提供サービスの付加価値向上に
むけた取組を行った。具体的には、マニュアルの
作成、スタッフによる勉強会や話し合い等を通じ、
技術の標準化や情報の共有を進めた。

③顧客への発信・情報収集を元にした PDCA
サイクルの実践

これらの新サービスやトータルビューティに関す
る情報をホームページ、SNS 等を通じて積極的に
発信し、顧客満足度調査のフィードバックによる顧
客からの情報収集も実施した。お客様の満足度を
把握することで提供するサービスの改善ポイント等
が見えるようになった。
そして改善したサービス等のホットな情報を発
信し、お客様とのコミュニケーションがより強くと
れることを目指した。

七夕の浴衣姿でのサービス風景

●今後の取組（Action）
新サービスの導入直後のため本事業による経済
効果（売上・利益等）の把握が十分できていない
ので引き続き経過をみていく必要がある。
また、従 業 員 全 員で共 有 できる生 産 性改善に
つながる具体的な指標等がまだ選定されていない
点、また、提供するサービスの組み合わせを工夫
することでお客様のニーズに合った質の高いサー
ビスを提供し続けることも課題と考えている。

バザルトストーンの施術風景
（スタッフ研修）
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モデル事業 2019 年度

〜理容室からレディースシェービングサロンへの転換〜

サロン経営者は、レディースシェービングに 10 年以上の経験があり、
福井県でトップクラスの技術・ノウハウを持つ一人である。主なメニュー
は、お顔そり 35 分 3,000 円〜、ブライダルシェービング 90 分 9,800 円〜、
リンパマッサージ 30 分 3,000 円〜、セットメニュー 60 分 5,400 円〜な
ど。サロンは既存理容室内に専用個室を設けて開業。店舗は福井駅から
車で 10 分程度の住宅地に立地。福井県理容生活衛生同業組合加盟。
住所：福井県福井市
創業：昭和 24 年頃（新規事業 令和元年 3 月〜）
従業者数：3 名、うちパート・アルバイト 0 名
URL：https://elegance.shopinfo.jp/

●取組の背景

●取組テーマ

理容エレガンスは夫婦二人で経営し、長年近隣
住民に愛されてきた。しかし、顧客の高齢化や来
店者の減少が年々進んでいた。そこに、一昨年か
ら長女が経営に参加。両親の高齢化と事業承継を
きっかけに、他店での経験を生かし、エステ感覚
を取り入れた顔そりに特化した新業態「レディース
シェービングサロン」への業態転換を決意した。

C.ICT を活用して集客力を高めよう

●計画（Plan）
新業態での既存店舗内開業であるため、近隣住
民や女性客に対する認知度をあげ、一人でも多くの
顧客を獲得することをめざす。
「女性向け、個室サ
ロン、提供メニュー・価格」を中心に情報発信し、
集客力を高める。

●目標
①売上高：240 千円（月次売上表で把握）
②集客数： 60 人 （月次集計表で把握）
※調査対象：年末 2 カ月間、営業 1 年
未満につき前年度実績はゼロ

新業態を訴求した立看板の設置

１カ月目

2 カ月目

3 カ月目

4 カ月目

課題整理と対策案検討
地元コミュニティ誌 2 誌への不定期広告の掲載
HP/SNS 公式アカウント開設と販促キャンペーン展開、店内イベント開催・店外イベント出店
美顔器・施術台購入
屋外立看板製作（12/24 設置）
バリアフリー対応
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生活衛生関係営業 営業者取組事例集

ワンポイント

営業者の声・お客様の声

コンサルタントからのアドバイス

開業一年未満でわからないことも多く、モデル事
業での補助金と指導はとてもありがたいものでし
た。新たな気づきも多く、大変に参考になり感謝し
ています。厚労省『今日から実践！収益力の向上
営改善のヒント」と「先行事例紹介」は、内容が濃
く役に立ちました。この機を逃さず、販促活動を充
実させ、新規事業での顧客獲得・売上アップを目指
します。

何でも一人でこなさなければならない個人事業者
であり、販売促進に関する取組はどうしても遅れが
ちでした。本事業では、商圏内に存在する潜在顧客
に店舗や提供サービスの基本情報を早くきちんと伝
えることが重要でした。無料の HP/SNS での宣伝
は手軽で親しみやすさは伝わりますが、新規客の信
頼を得て顧客化するには時間がかかるので、多少費
用が必要でも専門業者活用をアドバイスしました。
（福井県生活衛生営業指導センター / 中小企業診断士）

●取組（Do）

●成果（Check）

①屋外立看板の設置

●達成状況

に向けた取組みのヒント 理容編・美容編』の「経

通過車両向けに立看板を設置。従来の男性向け
理容室の固定イメージを払拭し、近隣の女性客に
アピールするため、清潔感や高級感、女性でも安
心して来店できる点を訴求した。

①売上高：160 千円（対目標 66.7％）
②集客数： 40 人 （対目標 66.7％）
目標には到達していない。レディースシェービン
グ及びエステは、当分の間は、高齢となった両親
が経営する理容室と同時並行で営業し、徐々に営
業内容と対象者を切り替え、やがて女性客中心の
サロンに一本化する予定である。

②広報宣伝活動の展開

地元コミュニティ雑誌 2 誌に不定期に広告を掲
載し、サービス内容やキャンペーン情報を告知した。
今まで、Home page、Facebook、Twitter やチ
ラシでの販促活動は独学・自作で対応したが、自
己流の限界を感じ、専門業者の活用を決断。今年
度はプロカメラマンの撮影で宣材写真を準備、来
年度には HP/SNS 改訂やチラシ作成に取組む予
定である。

③美顔器・施術台の購入

サービス向上と生産性アップのため、４種類の
トリートメントに対応する美顔器と、電動式リクラ
イニングベッドを導入した。

④バリアフリー対応

近隣の高齢者施設入居者の車椅子利用に対応す
るため、入口段差を解消するプレートを購入・設置
した。

専用の施術台・美顔器の導入

●今後の取組（Action）
今後の取組としては、宣材写真を活用した HP/
SNS の改訂、販促 用チラシの作成を行い、女性
客の集客を図る。なお、次年度の活動は「小規模
事業者持続化補助金」を申請し、集客のための施
策を継続したいと考えている。

車椅子利用者のために段差解消プレートを設置
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◆

ヘアースタジオ C ４

滋

賀

県

〜 ICT 活用を契機に

モデル事業 2019 年度

待ち " から " 攻め

に転換〜

店名の C4 とは「Cool、Creative、Clean、Comfortable」を意味し、店舗コ
ンセプトを表す。創業 62 年の老舗だが、レディース美肌シェービング、フェ
イシャルエステ ( 男女共 )、ブライダルシェーブ＆エステ、メンズ光脱毛、白
髪ぼかし、赤ちゃん筆取扱いなど、新サービスの提案も積極的に行う。JR 膳
所駅と京阪膳所駅の駅前に立地。滋賀県理容生活衛生同業組合加盟。

住所：滋賀県大津市
創業：昭和 32 年（平成 14 年 6 月リニューアルオープン）
従業者数：3 名、うちパート・アルバイト 0 名
URL：http://www.hair-studio-c4.com/

●取組の背景

●取組テーマ

固定客中心で、個々の来店客に対し丁寧な説明
やきめ細かなカウンセリングを行う営業スタイル
であったため、販促活動は一切行ってこなかった。
今回、県指導センターへの相談を機に、自店の弱
みや全国の同業者の取組事例を知り、ICT 活用に
よる販促や顧客満足度向上のための取組みを決意
した。

D. お客様の満足度を高めよう

●計画（Plan）
①タブレット端末の導入・活用で、顧客満足 度
を高め、より強固な固定客化を図る。②育毛・脱
毛対策の科学的方法をチラシ等で解説・PR する
ことで、関連する店販商品の売上増を図る。

●目標
①店販売上高：対前期 120.0％
（売上帳簿で把握）
②来店客数 ：対前期 105.0％
（売上帳簿で把握）

※比較対象：前期 4 〜 7 月と後期 9 〜 12 月の
4 カ月間

育毛・脱毛対策の啓発と商品紹介のチラシ

1~3 カ月目

4 カ月目

5 カ月目

6 カ月目

課題抽出と実施計画の策定・見直し
タブレット端末導入・活用（10/5 〜）
チラシ作成（原稿作成）

（12/10 印刷物納品 / 配布）

PC/ プリンター購入

（12/10HP リニューアルオープン）
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生活衛生関係営業 営業者取組事例集

ワンポイント

営業者の声・お客様の声

コンサルタントからのアドバイス

ガイドラインの自己診断結果とコンサルタントの
助言を受けた今回の取組により、スタッフのモチ
ベーションがアップし、店販商品の売上高も大幅に
上がりました。今までは、待てばお客様が来たので、
技術を磨いてお客様の満足を得ることに専念してい
れば良かったのです。しかし、これからは技術の高
さ・サービスの良さを伝える努力が必要となります。
今回、攻めの営業の必要性と重要性を学ぶことがで
きました。

今回は、固定客の確保と新規客の微増に成功しま
した。今後、既存客が徐々に高齢化していく中で、
新規優良客をいかに獲得・維持できるかがカギとな
るでしょう。また、新たな有望層である女性客の拡
大も課題です。そんな中で、PC やタブレットを活
用でき、HP 更新やチラシ製作を内製化できるスタッ
フは心強い戦力といえます。（滋賀県生活衛生営業
指導センター / 経営指導員、税理士）

●取組（Do）

●成果（Check）

①顧客満足度向上ツールとしてのタブレット
端末の活用

●達成状況
①店販売上高：対目標 183.3％
/ 対前期 220.0％
②来店客数 ：対目標 98.7％
/ 対前期 103.7％

ヘアスタイルカウンセリングのためのツールとし
てタブレット端末を購入。導入後すぐに未就学児
童のヘアカットの際に効果を発揮した。子どもが
端末の動画視聴に集中するので、補助 2 名が不要
になり、カット時間も大幅に短縮できる。保護者
の評判も良く次回予約に結び付いている。

店販商品の売上高は、目標の約 1.8 倍と大幅に
アップした。来店客数は目標をやや下回ったもの
の、微増だが前期実績を超えることができた。依
然として厳しい経営状況にあるが、取組効果があ
り、１年後の結果を期待している。

②育毛・脱毛対策の啓発と商品紹介のチラシ
の制作・配布

正しいシャンプー方法・ヘッドマッサージ方法の
解説を通じて、育毛・脱毛対策の啓発を行うとと
もに、関連する店販商品の販売促進を図った。当
初想定した 5 テーマのうち、2 つを専門業者に外
注したが、残りはスタッフが新規購入の PC とプリ
ンターで制作する予定である。

③店舗 HP の内製化

スタッフがホームページ作成ソフトを活用して、
前述の完成チラシに合わせて、育毛・脱毛対策や
お薦め商品コーナーを更新した。今後は、よりわ
かりやすくするため、チラシの動画化も行う予定で
ある。
チラシ紹介商品を店内で販売

●今後の取組（Action）
タブレットは
「雑誌や絵本代わり」の活用に留まっ
たが、次は「ヘアカタログ」活用で、髪 型写真の
分類や不足分の撮影を行う。そして、春季営業ま
でにアプリを利用し、その場で合成加工したヘアイ
メージを提示できる「カウンセリングツール」の活
用をめざす。

オリジナルメニューの特徴を HP で丁寧に解説
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モデル事業 2019 年度

Hair Resort KIMURA &Healing Space ゆらぎ 〜情報発信力を強化し、女性・外国人の来店増をめざす〜
確かな技術とホスピタリティをコンセプトに、親子３代にわ
たって地域に愛され続けるヘアサロン。現在は女性経営者のもと、
カット・パーマはもちろんエステなどエイジングケアやアザ等を
目立たなくするメディカルメイク、女性客を対象とした完全個室
で施す全身エステメニューも提供している。京都府理容生活衛生
同業組合加盟。
住所：京都府京都市
創業：昭和 13 年 2 月
従業者数：4 名
URL：https://kimura-yuragi.com/

●取組の背景

●取組テーマ

客数や売上高が伸び悩み、近年はやや逓減傾向
にあり、店の認知度アップ、既存顧客へのサービ
スのアピール、ターゲットとする女性顧客への宣伝
に、伸び悩みの要因があると考えた。
本事業では、既存顧客に新たな付加価値を感じ
てもらうためのメニュー導入とそれによる顧客満足
度の向上、店の魅力を告知・アピールする情報発
信強化による新規顧客の獲得を図ることとした。

D. お客様の満足度を高めよう

●計画（Plan）
積極的な PR で更なる認知度の向上を図り、周
辺地域、広域両面の集客増をめざす。そのために、
広域発 信のツールとして HP の改 良と SNS の活
用を進める。また近隣住民の認知度向上に、リー
フレット等の発行を行う。さらに、顧客満足度の
向上策として、新メニュー導入に向けた技術と設備
を整備する。

●目標
①売上高 : 前年度同時期 15％増
②集客数：前年度同時期 5％増
※比較対象：年末 2 カ月間
把握方法：月次売上表
改良したホームページ

9~10 月

11~12 月

1 月以降

課題整理と対策案検討
技術・システム構築・施行

浴衣着付けサービスの本格稼働予定

HP 事業者調整・改良
SNS 構築
リーフレット準備・施行
店舗内外設備準備・設置
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生活衛生関係営業 営業者取組事例集

ワンポイント

営業者の声・お客様の声

コンサルタントからのアドバイス

以前は主に電話での予約が中心でしたが、ホーム
ページで予めお店の雰囲気やサービス内容を確認し
てから連絡する顧客が徐々に増えてきて、店の認知
度アップを実感できています。リーフレットを渡し
た馴染み客からは「こんなサービスしてるのね」と
言ってもらえるようになり、認知度アップのための
PR を今後も続けていきたいです。

理容店は男性が対象イメージがあるなかで、顧客
ターゲットである女性にいかに来店してもらうかが
ポイントでした。情報量を増やすのではなく、見や
すく・わかりやすい情報発信をコンセプトにした点
が良かったのではないでしょうか。今後は、女性従
業員の働きやすい環境づくりや、理容の根幹技術を
活かした新たなサービス展開を図るなど、理容業界
全体の活性化にも期待したいです。（京都府生活衛
生営業指導センター / 経営指導員）

●取組（Do）

●成果（Check）

①情報発信力の強化

●達成状況

スマホでの閲覧も可能なホームページに改良し、
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コンセプトとした。ま
た、HP 上で店舗内を 360 度見渡せる仕組みを導
入したことで、店内の雰囲気を感じてもらい、女
性の来店ハードルを下げられるよう工夫した。ま
た、サービスメニューを紹介するリーフレット（300
枚）
・スタンプカード（100 枚）を作成し、オプショ
ンメニューやブライダルコースなどの新メニューや
癒し系サービスをアピールした。

①売上高 : 前年度同時期 15％増
②集客数：前年度同時期 8％増
ホームページのリニューアルにより、新規 顧客
の増加と客単価のアップにつながった。既存顧客
に対しても、ホームページやリーフレットによって、
メニューやサービス内容が再周知され、客単価の
アップにつながった。

②新規サービス導入による顧客満足度の向上

外国人観光客向けの浴衣の着付けサービスの本
格稼働に向けて、店舗の一画を着付けスペースと
するため、パーテーションや畳マット等の設備整備
を行った。おもてなしとして、インスタントカメラ
で浴衣姿を撮影し、着た浴衣はお土産としてプレ
ゼントする予定。店先のボードにチェキを貼って宣
伝することで、外国人観光客を呼び込んでいる。

新たに作成したスタンプカード

●今後の取組（Action）
情報発信だけでなく、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
なれるよう顧客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、理容業界の活性化に貢献していく。

43

生衛業事例集モデル事業20200513.indd

13

2020/05/13

18:55:35

◆

理

容

店

◆

カットサロンともき

福

岡

県

モデル事業 2019 年度

〜新商材導入による効果的取組で大幅な経費削減〜

同店は福岡市内に位置するが、そこは半径 1㎞以内に 20 件以
上の理美容室がひしめいている競争の激しいエリアである。
店主は、理容（シェービング）に関する論文を出して受賞する
ほどの探究心旺盛な職人気質。この確かな技術を礎として、『お
客様が笑顔になれるお手伝いをすること』をモットーに、家族で
営むアットホームなヘアーサロンである。福岡県理容生活衛生同
業組合加盟。
住所：福岡県福岡市
創業：昭和 51 年
従業者数：４名
URL：https://bbtomoki.com/

●取組の背景

●取組テーマ

20 件以 上の理 美 容室がひしめく商圏のため、
特徴的な店舗づくりが課題であった。一方、同店
は安全・安心を吟味した良質な商品を施術に使う
ため、他店より原価率が 1.5 倍ほど高めで、経費
削減に関する検討も必要であった。また、立地エ
リアでは、近年、若いファミリー世帯の増加も目
立ち始めたため、このファミリー層の取り込みも
検討が必要とされた。

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
E. 優良顧客を増やそう

●計画（Plan）
新商材（節水シャワーヘッド／循環器シャワー／
タブレットによる雑誌閲覧）導入による経費削減
と、新メニュー・サービス導入による顧客満足や更
なる顧客獲得を進める。他店との差別化、良質な
サービスの提供も進むと考えた。

●目標
経費削減 (％）: 昨年比−１５％
集客数 ( 人 ): 昨年比１１２％
※比較対象：年末 2 カ月間

洗髪台（新商材設置前）

１カ月目

2 カ月目

3 カ月目

HP の改修
設備設置
タブレット端末の選定・設置
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生活衛生関係営業 営業者取組事例集

ワンポイント

営業者の声・お客様の声

コンサルタントからのアドバイス

新シャワーはリラックス効果が高く気持ちが良い
と評価は上々でした。新しいメニュー開発の可能性
に手応えを感じています。また、タブレットでの雑
誌閲覧は、従来の紙媒体が良い方も多少居ますが、
「これまで知らなかった雑誌が読める」という声も
多く、好評をいただいています。

経費削減は取り組みやすい項目です。まずは効果が
わかりやすいことから取り組んで、成功体験を積み、
そこからもっと大きな売上げアップや、新規客獲得な
ど、よりハードルの高い取組につなげていくことが大
切です。今回は、家族 4 人のなかで「やればできた」
という手応えがしっかり得られたことで、今後の取組
継続へのモチベーションが醸成できたことが何よりの
成果の一つであるといえるでしょう。（福岡県生活衛生
営業指導センター / 中小企業診断士）

●取組（Do）

●成果（Check）

①「節水シャワーヘッド」「循環器シャワー」
導入

●達成状況

②店舗にタブレット端末を設置

経費削減目標は、水道光熱費、雑誌購入費の削
減等により、削減金額ベースでは、目標に対して
314.5％と大幅な目標達成が実現された。集客数
向上については、目標値に対しては 92％の達 成
率に留まったが、昨年比では 102％である。顧客
満足度については、数百冊の電子雑誌の中から読
みたいものを選べること、カット後の後ろ姿を画
像で確認できること等が挙げられる。

①経費削減 (％）目標値（−15％）に対し
− 47％もの削減を実現した（目標とする
削減 金額ベースでは、314.5％ の目標 達
成率）。
② 集 客 数 は 目 標 に 対 し 92.0 ％ と 目 標
値には達しなかったものの、昨年比では
102％であった。

「節水シャワーヘッド」は、水道光熱費を抑える
と同時に、この商材の特徴である美容作用（超微
細な気泡を出し毛穴を綺麗にし、髪の潤いを保つ
効果）ができるものである。顧客に新しい価値を
提供し、併せて「循環器シャワー」を導入すること
により、ヘッドスパやトリートメントメニューの幅
を広げた。
タブレット端末で雑誌の閲覧ができるようにす
る他、施術後の仕上がり写真なども顧客に提示で
きるようにした。

●今後の取組（Action）
新シャワーでの新しいヘッドスパメニューを積
極的に開発していきたい（育毛・マイクロバブル効
果の活用）。またタブレットを使って、店の PR に
なるコンテンツをつくり、新商品・メニューなどの
紹介や、自店発行の定期情報誌の紹介、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
客満足と顧客獲得に結びつけていきたい。

洗髪台（新商材設置後）

タブレットの活用（閲覧できる雑誌）
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