◆

美

容

店

yasue teams.

◆

北

海

道

モデル事業 2018 年度

〜医療用ウィッグとそれを支えるヘアケア技術で差別化〜

老舗美容室の 3 代目である社長は、安全安心な染毛剤等の薬剤の開
発とヘアケア技術を確立し、全国の美容室への普及を図るとともに、小
樽の美容室では、健康志向の高い 40 代以上の女性の支持を得て価格帯
や客層で、地域一番店となっている。2019 年 11 月に「ヤスエ美容室」
から現在の店名に変更。営業：9 時〜 18 時（完全予約制）、定休日：
毎週日曜日、駐車場 3 台。北海道理容生活衛生同業組合加盟。
住所：北海道小樽市
創業：昭和 3 年
従業者数：3 名、うちパート・アルバイト 0 名
URL：https://yasue-salon.com/

●取組の背景

●取組テーマ

家 族 のがん治 療 を きっか けに始 めた「 医 療 用
ウィッグ」事業は、5 年を超える真摯な取組の結
果、患者本人・家族・医療関係者等の信頼を得て、
順調に実績を伸ばして来た。2018 年度モデル事
業で制作した販促パンフでは、医療用ウィッグと
それに付随する当社サービスの内容や特長につい
ては説明が不足し、専用パンフの制作が必要となっ
ていた。

A. 特長ある店舗・施設づくりで業績を改善し
よう
E. 優良顧客を増やそう
G. 作業しやすいお店・職場にしよう

●計画（Plan）
お得意様からの紹介による新規客獲得が多いた
め、その口コミ・紹介を促すため 2 種類のパンフ
を制作。2018 年度は染毛剤とヘアケア技術の魅
力を伝える内容で、2019 年度は医療用ウィッグ
に特化した内容で制作した。

●目標
①パンフ制作と配布
②新規顧客の獲得

※ 2018 年度モデル事業参加で数値目標は未設定

カウンセリングでは、お客様の悩みや気持ちを大切に

2018/9~

2019/1~

2019/5~

課題整理と対策案検討
HP 改良・SNS 発信（HP スマホ対応 12 月末〜）、（Instagram 開始 2 月〜）
染毛剤パンフ作成（配布開始 12 月末〜）
医療ウィッグパンフ作成（配布開始 4 月〜）
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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

医療用ウィッグに関しては、がん患者本人・家族
だけでなく、有難いことに、患者をサポートする看
護師・患者団体・支援団体からも、当社パンフの配
布協力のお申し出を受けています。それだけ、必要
としている人、悩み・困っている人が多いというこ
とだと思います。一人でも多くの方に、当社の製品・
サービスが届けられ、ほんの少しでも気持ちを楽に
するお手伝いができればと願っております。

美と健康に対する社長の熱い思いがあり、昨年度
制作分では、開発した染毛剤等の薬剤の安全性とそ
れを活かす技術力、スタッフの人間性などを紹介し
ました。今年度制作分では、医療用ウィッグのサー
ビス内容や料金を案内しています。2 種類のパンフ
により、顧客の口コミを促進させ、紹介による販促
手法の確立に成功しました。（北海道生活衛生営業
指導センター / 経営指導員）

●取組（Do）

●成果（Check）

〇「染毛剤とヘアケア技術の魅力」を伝える
パンフ制作（2018 年度）

●達成状況
①パンフ制作と配布：2018 年度制作
分の 90％を配布済み
②新規顧客の獲得 ：従前と比較し利用
客がおよそ倍増

独自開発の染毛剤等の薬剤の安全性とそれを活
かす確かな技術力について解説した販促パンフの
制作に取り組んだ。

〇「医療用ウィッグ」のパンフ制作（2019
年度）

2018 年度制作分は、来店客や病院・介護福祉
施 設 等を対 象に約 9,000 部を配布済み。2019
年度制作分は、小樽市・札幌市の病院に配布した
結果、医療用ウィッグの利用客は以前に比べ約 2
倍になった。

医療用ウィッグに特化し、治療前後のサポート
の具体的な内容や料金を紹介した。特にがん治療
後の自毛ケアの大切さを詳述した。

〇パンフ 2 種類の配布（2018 〜 2019 年度）

店舗配布だけでなく、小樽市内外の介護福祉施
設や、がん治療を行う病院の患者サポート室・が
ん相談窓口等にパンフ配布や配置を依頼した。
医療用ウィッグについては、治療の状況に合わ
せたカウンセリング、ウィッグ調髪、自毛ケア、個
室対応など、単にウィッグ販売だけには終わらな
い、お客様一人ひとりに合わせたきめ細やかな対
応と本来の髪質に近づける施術メニューや技術力
が評価され支持されている。

単に購入だけに終わらない様々なサポートを提供

●今後の取組（Action）
2 種類のパンフは、店内配布だけでなく、医療
機関や介護福祉施設等に常設配置していただいた
ことで、必要としている患者本人・家族の目に留ま
り、問合せや来店につながった。今後も、同様の
取組を継続する。

医療機関の協力で相談窓口等にパンフを配置
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モデル事業 2019 年度

〜多店舗経営により、経営効率化と労働環境改善を目指す〜

山形市内で美容室「Haco」（セット 6 席、スタイリスト 4 名／アシ
スタント 2 名、駐車場 9 台）と「hair make Balmy」（セット 6 席、ス
タイリスト 6 名／アシスタント 3 名、駐車場 6 台）の 2 店舗を経営。
2020 年 1 月 9 日に新店舗「MOON」（セット 8 席、スタイリスト 4 名
/ アシスタント 3 名、駐車場 10 台）をオープンした。山形県美容業生
活衛生同業組合加盟。
住所：山形県山形市
創業：平成 13 年（平成 28 年法人化）
従業者数：22 名、うちパート・アルバイト 1 名（3 店舗計）
URL：https://beauty.hotpepper.jp/slnH000476294/

●取組の背景

●取組テーマ

山形市内で美容室 2 店舗を経営するマーズクリ
エイティブは、近年の利用客数・売上額の頭打ち
への打開策として、3 店舗目の新店舗開設によっ
て集客力アップを計画した。グループ全体での新
規客の獲得策だけではなく、既存店舗の固定客（リ
ピーター）の維持・継続のために、顧客ニーズの多
様化に対応できる美容設備の導入を図ることにし
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
I. 効率的に作業しよう

●計画（Plan）

既存店舗の顧客満足度向上のために「ケアドラ
イ機の導入」による多様なヘアスタイリングへの
効率的対応を進める。また集客対策として、
「新規
店の立看板設置」と「既存 2 店舗のポスティング
実施、顧客名簿整備と失客 DM の送付」を行う。

●目標
①売上高：対前年同期 124.5％
（月次売上表で把握）
②集客数：対前年同期 120.7％
（月次集計表で把握）

※比較対象：年末 2 カ月間
※新規店は 12 月中旬開店予定で 3 店舗計の目標
として設定

多様なヘアスタイルに対応するケアドライ機

1~2 カ月目

3~4 カ月目

5 カ月目

課題整理と対策案検討
既存店チラシのポスティング
既存店顧客名簿整備・失客 DM 送付
既存店でのケアドライ機の運用
新店舗工事

立看板設置（12/3）

新店舗オープン（1/9）
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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

多店舗展開によるスタッフの昇進・異動を効果的
に実施することで、経営効率のアップをめざします。
また来年度には、売上・利益額や社長給与も含めた
経費をスタッフに公開し、経営課題を共有すること
で、一人ひとりが会社経営を考え行動できる全員経
営を実現したい。そして、東京志向が強いスタッフ
の力を借り、5 〜 6 年後を目途に東京出店を果たし
たいと考えています。

生衛業経営者は「自店の弱み」の改善対策だけで
なく、
「強み」の強化・拡大策も考えるべきでしょう。
また、小規模企業の場合、売上・販路拡大が重要と
なるので、ネット活用による販促策（SNS、公的モー
ルへの出店）、外国人対応、電子マネー導入にも取
り組んで欲しいものです。加えて、同社には社員定
着策についても助言させていただきました。（山形
県生活衛生営業指導センター / 税理士）

●取組（Do）

●成果（Check）

●達成状況

①ケアドライ機運用によるヘアスタイル対応
力のアップ

①売上高：対目標 82.0％
/ 対前年同期 102.1％
②集客数：対目標 83.6％
/ 対前年同期 100.9％

ケアドライ機により作業効率が高まり、多様な
ヘアスタイルの提供が容易となった。お客様ニー
ズにきめ細く対応でき好評である。

②新店舗の認知度向上のための立看板の設置

（注）対目標は 3 店舗計の目標値に対し既存 2 店舗計の
達成率、対前年同期は既存 2 店舗計の達成率

新店舗用地に立看板を設置。看板デザインの効
果は、2 店舗目出店時に検証済みで、開業後は「1
月上旬オープン」を「初回利用 10％オフ」に差し
替える。

工事遅れでオープンが 1 月上旬に延期され、新
店舗分が加算できず目標は未達に終わったが、2
店舗分では前年同期比で同水準を維持できた。景
気の低迷と美容室乱立の厳しい経営環境下での現
状維持であるので、結果に不満はなく、むしろ評
価している。

③既存 2 店舗のポスティング広告の実施

既存店の集客力維持・新規客開拓のため、半径
2㎞圏内の個人宅に、割引クーポン付きのチラシ
を繰り返しポスティングした。

④顧客名簿整備と失客 DM 送付

来店間隔が長くなった顧客を対象に、スタイリ
ストの判断で、個別メッセージの手書き DM を都
度発送した。

⑤子育てママでも働きやすい労働環境を整備

市内随一の給与水準、残業無しの定時勤務、完
全週休 2 日など、働きやすい環境を提供し、スタッ
フが辞めない会社をめざす。
シンプルでわかりやすい立看板

●今後の取組（Action）
新店舗への集客とスタッフ教育に力を入れ、事
業計画通りの売上確保をめざしていく。新店舗は
ローン購入している事情もあり、安易な撤退はでき
ない。中長期的には、3 店舗間での人員異動、情報・
ノウハウの共有、広告の共通化など、多店舗経営
の効果を生み出せるよう努める。

既存店のポスティングチラシ
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モデル事業 2019 年度

〜 SNS や刷新イメージの看板で若年層をひきつける〜

昭和 50 年に創業、その後叔父が平成 14 年に事業承継し、平成 30
年 3 月に今般三代目となる現在の経営者が引き継いだ。
当美容室の立地は昭和 40 年代に開発された団地の入り口の道路沿い
にある。主要な顧客は地元のかつてからの常連客が多いが、周辺住民の
高齢化に伴い、顧客自体も高齢化が進んでおり、60 〜 70 歳代が主な
客層となっている。
住所：茨城県取手市
創業：昭和 50 年 3 月
従業者数：2 名
URL：https://kaorusalon.wixsite.com/heart

●取組の背景

●取組テーマ

現在は 60 〜 70 歳代の常連客が多い中、客数・
売上は安定している。しかし、現在の顧客のみで
は今後先細りとなることが懸念される。そのため
新たな経営者のもと、今後は 30 〜 40 歳代の新
規顧客獲得を増やし、将来に向けて安定した経営
をめざすことが必要だと考えた。新規メニューの
検 討、ICT の活用、顧客ニーズに沿ったサービス
のあり方などが課題である。

C.ICT を活用して集客力を高めよう
E. 優良顧客を増やそう
I. 効率的に作業しよう

●計画（Plan）

顧客の年齢層を拡大することで事業基盤の強化
を図る。
そのために、新しいメニューの開発、ホームペー
ジ等の改良、名刺兼紹介カードの作成・配布、店
舗改装、看板の設置、並びに時間帯による客層の
差別化を行う。

●目標
①新規顧客（30 〜 40 歳代）来店数：
10 人（9 月〜 12 月）増
②売上高：４％増加
顧客カード、月次売上集計表により把握。

店内の様子

1 カ月目

2 カ月目

3 カ月目
客層に応じた予約時間の設定

ホームページ再作成
ホームページ運用・コンテンツの更新
ＱＲコード取得、名刺兼紹介カード作成
名刺兼紹介カードの近隣店舗への配置、看板等の設置
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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

この事業にサポートしていただけたことにより、身

新規顧客獲得のため、ターゲット層に応じた販売
促進を行うこと、中でも WEB を中心とした集客方
法を強化することが必要でした。WEB を活用した
情報発信、ロゴ看板等の設置により集客の仕組みは
整いつつあります。サービスの質向上にも同時に取
り組んでいるため、情報発信を行っていくことで、
顧客獲得への効果が期待されます。( 茨城県生活衛
生営業指導センター / 中小企業診断士 )

内経営の流れに身を任せていた私にとって、今まで以
上に経営者としての自覚と責任、そして意欲向上につ
ながりました。 いろんな方々から意見をうかがえ、気
づくことも多くありました！

今後も代々の歴史も反

映しつつ、私らしい営業スタイルも確立し、お店の繁
栄につなげたいと思っています。現在は店内リフォー
ムも完了し、既存のお客様や新規のお客様に癒しの空
間を提供できるように努めていきたいと思います。

●取組（Do）

●成果（Check）

●達成状況

①顧客年齢層拡大を意識

• 既存顧客と新規顧客層の嗜好の違いを加味した
時間帯の活用により高齢者と若い顧客との両立
を実現した。

①新規顧客（30 〜 40 歳代）来店数：
5 人（9 月〜 12 月）
②売上高：119％増加 (3,006 千円）

②ホームページのわかりやすさと SNS 発信

• 従来の HP を刷新し、サービスの内容や料金を
分かりやすく表示した。
• グーグルマイビジネスに登録し HP へアクセスし
やすくし、SNS の活用と情報発信を行うことで
関心を持ってもらえるようにした。

• 30 〜 40 歳代の新規顧客の来店数は 5 人であっ
たが、新規顧客は 9 月〜 12 月で 12 人と成果
がみられた。売上高も増加した。
• 今回のモデル事業を通して、課題の見える化と
解決に向けた対応策の検討・実施の過程を通し
て、経営者としての意識の高まりが認められた。

③料金表の明示と店看板設置

• 今まで料金表は店内のみであったが、新しいお
客様にも安心して入っていただけるよう、店舗の
前を通過する人にも見えるように料金表タペスト
リーを掲示した。
• 車で通る人からもお店があることがわかるよう
に、大きなロゴ看板（刷新イメージ）を駐車場に
設置した。

④ショップカードを他店に依頼して配置

• お店のイメージを印象づけるロゴマークや QR
コード入りの名刺兼紹介カードを作り、若年層
が集まる洋菓子店やリラクゼーションサロンに配
置して、来店のきっかけづくりをうながした。
通りから見える料金タペストリー

●今後の取組（Action）
• 名刺兼紹介カードやホームページへの誘導により
今後の来客増を期待したい。
• 情報発信を継続的に実施して、30 〜 40 歳代
の新規顧客をさらに呼び込む。
• 店舗の改装を行い、幅広い層に癒しの空間を提
供し、顧客満足度を高めていく。

新しい看板
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神 奈 川 県

ＭＡＲＩＡ ＣＲＯＳＳ

モデル事業 2019 年度

〜 SNS を活用し新規顧客を開拓〜

横浜市営地下鉄 阪東橋駅 徒歩 2 分という好立地に位置している。TV や雑誌で
も紹介される特許技術の M3D ※は、難しいメニューといわれ、当店が横浜で唯
一の正規取扱店となっている。神奈川県美容業生活衛生同業組合加盟。
※ Memory（記憶）と Three-Dimensions（三次元立体）の頭文字

住所：神奈川県横浜市
創業：昭和 60 年 4 月 1 日
従業者数：2 名
URL：http://mariacross.net/

●取組の背景

●取組テーマ

同 店 は 客 単 価 引 上 げ の た め の 方 策 に 取り 組
み、今まで業績を伸ばしてきた。客層は固定客 9
割、新規客 1 割で、新規客の獲得が課題である。
SNS・ホームページによる情報発信を行っていな
かったことなどが新規客が増えない要因であると
考え、情報発信の強化や店の看板設置の工夫で、
新規のお客様でも見つけやすくすることが必要と
考えている。

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

●計画（Plan）
新規顧客を増やすために、SNS を活用した集
客力向上に取組む。店の看板を目立たせることで
新規のお客様でも来店しやすくする。また、客待
ちコーナーにネットマガジンを置くことで顧客満足
度を高める。

●目標
売上高対前年比 110%
集客数対前年比 110%
※比較対象：年末 2 カ月間

教会のようなファサード

１カ月目

2 カ月目

3 カ月目

4 カ月目

★取組内容の検討
アンケートの実施
ホームページ構想の検討

ホームページ新規作成

★ホームページ完成

AirPAY に加入・タブレットの無償提供
ファサード設置工事

ファサード構想の検討

★ネットマガジン契約
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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

生産性向上モデル事業者に選ばれてから効果確認
までの期間が 4 カ月と短く、ファサード工事やホー
ムページ作成が遅れたため、目標を達成することが
できませんでした。しかし、モデル事業の取組の中
で、中小企業診断士等に的確なアドバイスを受け、
取入れたことにより、ファサードも素晴らしいもの
になり、ホームページもより良いものをつくること
ができました。

ファサード工事の結果、店舗が目立つようになり、
また、ホームページも見やすく・わかりやすいもの
をつくることができたと思います。目標値は下回っ
たものの、課題であった「新規客の増加」が達成で
きたことはモデル事業の成果です。これからはホー
ムページが陳腐化しないように更新を継続していく
ことが必要です。（神奈川県生活衛生営業指導セン
ター）

●取組（Do）

●成果（Check）

①ホームページでの情報発信

●達成状況

ホームページを開設し、スタッフ紹介、メニュー
表示等を行った。お店の位置情報に Google マイ
ビジネスを活用することで、プロモーション CM
を流したり、投 稿 者によるお店 の 写 真や口コミ、
評価等が得られるようにした。また、予約につい
ては「ホットペッパービューティ」と連動し、予約
状況を確認できるようにした。

売上高対前年比 106%
集客数対前年比 96％
売上高も集客数も目標値を下回ったものの、11
〜 12 月の 新 規 客 は 21 人（ 前 年 同 期 15 人 ） と
増加した。ホームページやネットマガジンについて
はアンケートを実 施し、
「非常に良い」
「良い」が
75％を占め、顧客の評価を得ることができた。

②ファサードの取替・設置

通行人に目立つようになった。

③ネットマガジンの設置

AirPAY に加入し、タブレットを無償で提供して
もらえた。AirPAY の導入にあわせてネットマガジ
ンを見られるようにした。

ホームページ

●今後の取組（Action）
今後はホームページを見てもらえるように、閲
覧者を引きつけるような構成を心掛ける必要があ
る。

オシャレな印象に

53

生衛業事例集モデル事業20200513.indd

23

2020/05/13

18:55:57

◆

美

容

店

みどり美容室

◆

鳥

取

県

モデル事業 2019 年度

〜なじみ客からの紹介ツールを作成し、新規顧客を開拓〜

鳥取市の山間部に立地するみどり美容室は、チェア 4 席、
自宅併設型の小規模地域密着ヘアサロンである。現経営者
が創業者である母親から事業承継した。営業時間は朝 8 時
から「店長が疲れるまで」。遅い時間の来店にも極力応え、
仕事帰りの人の利便性を優先している。立ち寄りやすい雰
囲気と手軽な価格設定で、商圏は狭いものの幅広い年齢層
が訪れる。一方で、無理な物販や高価格メニューがないため、
客単価が低い特徴もある。
住所：鳥取県鳥取市
創業：昭和 32 年 2 月
従業者数：3 名→ 2 名
URL：http://www.midori-studio.jp/

●取組の背景

●取組テーマ

市街地から離れた山間部に立地する当店では、
近年の人口高齢化に伴い、顧客は減少傾向にある。
考えられる対 策は講じてきたものの、思うような
改善には向かえない現状だった。同店のスタッフは
人数、スキルともに申し分ないものの、客数の減
少により人材の活用が進まず、店舗としての生産
性が低いのが課題として残り続けた。

A. 特長ある店舗・施設づくりで業績を改善し
よう

●計画（Plan）
スタッフ 1 人 1 カ月あたりの接客数の向上を目
標に、①店内マーケティング、②店外マーケティング、
③経営数値の見える化による意識向上を進める。

●目標
月あたり新規顧客数：1 人／前年は 0.8 人
（2018 年 8 月〜 2019 年 6 月）
スタッフ 1 人 1 カ月あたり接 客 数：77人
／ 前 年 は 75 人（2018 年 8 月 〜 2019
年 6 月）

スタッフ写真
（写真はホームページリニューアル時に撮影されたもの）

１カ月目

2 カ月目

3 カ月目

店内マーケティング
経営数値の見える化
店外マーケティング

★

ホームページリニューアルオープン
★ チラシ配布
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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

「時間の都合でお店の前を通るのは夜間が多いで
す。電飾看板ができてキャンペーン情報が見られる
のはうれしく、お店の中をのぞいてしまいます」「カ
ラーキャンペーンを HP で見て来店しました」
「オー
ナーの近況が書かれているのでチラシを見るのが楽
しみです」「いつか行こう行こうと迷っていました
が、今回のチラシが来店のきっかけになりました」
「久しぶりに DM を見て久しぶりに来店してしまい
ました」･･･ お客様の声を抜粋

最初に、「売上拡大に向けて、客単価上昇ではなく客
数増加をねらいたい。特に新規顧客の開拓をねらいた
い」とはっきりお伝えいただき、明確な方向性を持っ
て互いに取り組めたことが最も大きな成功要因です。
店の特徴を打ち出すこと、地域顧客を丁寧に掘り起こ
すこと、月々の数値をリアルタイムに管理することな
ど、やるべきことにきちんと取り組めば伸びることを、
改めて認識できた支援でした。（鳥取県生活衛生営業指
導センター／中小企業診断士）

●取組（Do）

●成果（Check）

①既存顧客向けチラシの作成と配布

●達成状況

②新規顧客向け情報発信

月あたり新規顧客数：4 人
／対目標比 400％
スタッフ 1 人 1 カ月あたり接客数：72 人
／対目標比 94％

HP リニューアル、DM、チラシ投函。特に、令
和元年 9 月に美容師免許を取得した女性スタッフ
が在籍しているため、まずは彼女の売上獲得に向
けた施策として注力した。

③経営数値の記録と店内公表

月あたり新規顧客数が増加した。ただし、スタッ
フ 1 人あたり接客数は、美容師免許を取得したス
タッフを分母に加えたため、減少している。

月ごと担当者ごとの客数と売上高を管理する仕
組みをつくり運用した。経営数値の見える化によ
り、スタッフたちのモチベーションを高めることを
目的にしたものである。

リニューアルしたホームページ

●今後の取組（Action）
美容師免許を取得した女性スタッフが退職した
ため、彼女を軸とした顧客獲得以外の方法を模索
していく。実際にお客さんに施術した写真や、当
店ならではのメニューを情報発信していくことも検
討されている。

新聞折り込みで配布したチラシ
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Lesamoules 〜なじみ客からの紹介ツールを作成し、新規顧客の開拓を目指す〜

1999 年に独立創業した美容院で、場所は広島市の西部に位置し、商
店街から１本内側の住宅地内にある。地域に根差した営業を行っており、
顧客から一定の支持を受けている。

住所：広島県広島市
創業：平成 11 年６月
従業者数：2 名
URL：https://www.facebook.com/lesamoules/

●取組の背景

●取組テーマ

住宅及び商業地区が混在した地域性もあり、一
定の固定客は確保しているが、新たな顧客が増え
ていなかった。地域へのアピールが不足しているこ
とにも課題意識があり、業績改善と生産性が意識
されていた。

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

●計画（Plan）
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
環境を整備し、地域住民向け、ニュースレターの
発行する。また、店舗の外装をリニューアルしわか
りやすい店舗とする。

●目標
売上高：2,200 千円
／前年同期間比 10％増
集客数：330 人／前年同期間比 10％増
※比較対象：年末 2 カ月間

１カ月目

2 カ月目

3 カ月目
紹介者カードの作成
★

看板の改善検討
★

ＬＥＤの導入検討

設置

設置
★

設置
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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

現在、一定の顧客を維持していますが、この顧客
を引続き維持するためにも、付加価値の高い施術を
検討したいと思っています。また地域の方々にもっ
と店を認知してもらうよう、工夫を考えていきたい
です。

地域には競合店があり、顧客の獲得競争は厳しい
ものがあります。そこで今後も、新たな付加価値を
高める方策、周辺地域に店を認知してもらえる施策
を検討する必要があるでしょう。（広島県生活衛生
営業指導センター／経営指導員）

●取組（Do）

●成果（Check）

①紹介者カードと馴染み客への割引サービス

●達成状況

馴染み客経由で新規顧客の紹介が増えるよう、
紹介者カードを作成・展開した。紹介者カード持
参 者には割引を行う形で、その 促 進もねらった。
また馴染み客にはダイレクトメールも発送した。

売上高：1,920 千円／対目標比 87％
集客数：347人／対目標比 105％
10 月の消費税の増額に伴い、客足は多少低下
した。昨年より若 干の収 益 減少を予測している。
ただし今後は、作成したお客様紹介カード及びダ
イレクトメールの効果が出てくることを期待してい
る。なお、外部の広告等を LED 化したことにより、
電気料金の軽減化は進んだ。

②看板を改装し、わかりやすく価格表示

外からも価格がわかるように、現在の看板を改
装した。新規のお客様 ( 通行人）の関心をひくこ
とをねらい、美容室であることと、価格がわかる
ようにした。なお、HP の 作成も検 討したが、か
つて維持管理に時間が割かれて活用しきれなかっ
た経 緯があり、今回も実 施はしなかった。現在、
Facebook 等の掲載で対応できていると判断して
いる。
光熱費の削減のため、エステ用のシンプルスチー
マの導入も検討したが、店に合った物品がないた
め断念した。

価格がわかるよう看板を改善

●今後の取組（Action）
お客様 紹介カード及びダイレクトメールの効果
の判定を行い、今後の対策の方針を検討したい。
また、今回は断念したものの、今後は新たな器
械設備を導入し、付加価値を高める方法を検討し
たい。

お客様紹介カード
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〜環境整備を進めて顧客満足度の向上と新規顧客獲得へ〜

「美容の仕事を通して お客様に美しさと、喜びを与える事で社員が楽
しく仕事ができ、すべての人が幸せになること！」を企業理念に、高松
市を中心に県内 5 店舗を経営。２〜３年でスタイリストデビューでき
るように組まれた教育カリキュラム、海外研修など、技術力向上の機会
も多い。公私ともに充実していなければ、屈託のない笑顔での接客はで
きないと、働きやすい職場づくりにも取組む。ママさん美容師も活躍中。
香川県美容業生活衛生同業組合加盟。
住所：香川県高松市
創業：昭和 38 年 11 月
従業者数：29 名
URL：http://shins.jp/company/

●取組の背景

●取組テーマ

同一商圏内に競合店舗が多く、顧客獲得競争が
益々激しくなっている。また、社会的な高齢化の
進展に伴い、高齢層の顧客にも安心して来店し続
けてもらえる環境づくりが求められている。
そのようななか、店舗入口に来店客が躓きそう
になるアスファルト隆起のほか、車社会の高松市
において駐車場の白線劣化による駐車の支障・走
行車からの視認性が低い看板の改善など、顧客満
足度・新規顧客獲得への対応が喫緊の課題となっ
ていた。

D. お客様の満足度を高めよう
E. 優良顧客を増やそう

●計画（Plan）
幅広い属性の顧客が入店しやすい店舗環境を整
備し、既存顧客維持・新規顧客獲得につなげるため、
店舗①では店舗入口のバリアフリー化（アスファル
ト修繕）および駐車場白線ラインの修繕を、店舗
②では看板広告のリニューアルを実施する。

●目標
①売上高 : 対前年同時期から 2.5％増
②集客数：対前年同時期から 2.5％増
※比較対象：年末 2 カ月間
把握方法：月次売上表・月次集計表

店舗入口近くの隆起したアスファルト

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
アスファルト工事業者調整、工事
駐車場白線ライン業者調整、工事
看板広告業者の調整、設置

58

生衛業事例集モデル事業20200513.indd

28

2020/05/13

18:56:06

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

サービス業は安心・安全、クリーンネスが絶対で
すので、来店しやすい環境づくりという喫緊の問題
に対応できて良かったです。美容室は定期的に訪れ
る場所なので、顧客は何らか変化があると楽しんで
くれます。今回の環境整備も、「以前に比べて利用
しやすい環境になった」「看板がよく見えるように
なった」などの声があり、特に顕著だった駐車場の
修繕については良い反応をいただきました。

良い接客と技術力があっても、駐車場が停めづらかっ
たり、店舗内で躓くようでは、リピーターにはなって
もらえません。サービス業としては、「髪を切りに行く
こと」にプラスした消費者視点の「付加価値」が必要
だといえます。社長は、ヒト・モノ・カネ・情報の視
点で、自店舗を取り巻く環境も踏まえた課題設定がで
きており、ハード面・ソフト面の両面から取り組めて
いる点が強みだったと思います。（中小企業診断士、香
川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店舗共通の環境整備

●達成状況

社長は、これまでに積極的な経営改善、従業員
の育成・定 着率アップに取り組み、多店舗展開を
果たしてきた。社会動向および５店舗を取り巻く
環境から、短期的にはキャッシュレス対応に向け
た電子マネーの導入、中長期的には経営基盤の強
化のための店舗環境の整備、M&A の方法や働き
方改革、リクルート等の検討を進めた。

①売上高 : 対前年同時期から 2.5％増
②集客数：対前年同時期から 2.5％増
前年同時期と同程度の売上高・集客数であった
が、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。また、キャッシュレ
ス利用者は増加傾向にある。

②店舗①における店舗入口のバリアフリー化
（アスファルト修繕、駐車場白線ラインの修
繕）

高齢層の顧客が増え、店舗入口のアスファルト
の隆起によって躓く方がいたことから、危険性を
回避するために修繕を行った。また、高齢顧客や
女性顧客が駐車しやすくするために、劣化していた
白線ラインを修繕し、環境を整備した。

③店舗②における看板広告のリニューアル

市内で最も交通量の多い道路に面した店舗。道
路側に看板 広告がなく、顧客から「分かりにくい」
との指摘があった。そのため、走行車からでも看
板広告の視認性を確保し、ブランドイメージを強
化するために新たに設置した。

修繕後の店舗入口近く

●今後の取組（Action）
企業理 念の「幸せ」に向けて、１年間のテーマ
を決めて取り組んでいる。少子高齢化が進むなか、
今後は人材確保・育成・定着がより一層必要となる
ことから、従業員一人ひとりが「幸せ」の形をでき
るだけ明確にし、働く環境をより良くするために、
“ 改革 ” を 2020 年のテーマとして取り組んでいく。
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〜店内改装で顧客と従業員の満足度向上へ〜

平成 13 年に、唐津市中心市街地より少し離れた住宅地に開業。技術
と接客には定評があり、地元のお客様を中心に着実にリピーターを増や
し、安定した経営を行っている。
当店は、
「お客様の幸せのために最善を尽くす」を信条として、客との
信頼関係を大切にしている。そのようなオーナーの思いもあり、当店は
同年代の顧客を中心に幅広く愛される店として定着している。
住所：佐賀県唐津市
創業：平成 13 年
従業者数：2 名
URL：hairs-fun.jp

●取組の背景

●取組テーマ

開業以来 17 年が経過し、お客様の年齢も徐々
に高齢化している中、お客様のさらなる利便性や
安全性向上が求められていた。具体的には、店舗
内のバリアフリー化、トイレの洗面台等の更なる
衛生面への配慮などである。また店舗の床や壁紙
等もいたみが目立ってきた。さらに、従業員の定
着化に向け、
技術面や福利厚生の充実も課題であっ
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
H. 作業しやすいお店・職場にしよう

●計画（Plan）

①店舗の一部の改装と従業員の再教育に取組む。
②店舗内の床・壁のクロス張替えを行い、お客の
利便性・安全性の向上を図る。
③トイレの自動化（手洗い器を含む）を整備する。
④中小企業診断士による従業員の資質向上に向け
た研修を実施する。

●目標
①売上高 前年度同期比 9.1％増
②集客数 前年度同期比 ３％増
改装前の内装

1 カ月目

2 カ月目

3 カ月目
従業員教育
アンケート調査
店舗改装
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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

店舗は、住宅街の中にあり幅広い層のお客様にご
利用していただいています。スタッフにも恵まれ、
技術面でも定評があり清潔と安全・安心をモットー
に努力してきました。最近はホワイトニング事業に
も取り組み、待ち時間調整にも気軽にご利用いただ
いています。これからもお客様の満足度をさらに高
め、明るく清潔で機能的な店を目指して従業員共々
頑張っていきたいと思います。

生き残る差別化の第一は環境変化を意識した社長
の企業に対する想いを内外に表明し、スタッフの協
力を得て、社員の定着を図り、共に成長して行くこ
とが必須の要件です。そのための経営戦略は、ES（社
員満足）を第一とした労働 CSR 戦略＝ SPC（サー
ビス・プロフィット・チェーン）サービス満足連鎖
の実現にあります。スタッフの皆様と共に成長企業
を実現してください。（佐賀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）

●達成状況

①利便性・安全性向上のための店舗改装

床のクロス張替え、自動トイレ・自動手洗い器・
手摺を取り換え、改装した。電気通信配線の位置
変更によって配線の効率化、安全性の向上が図ら
れるとともに、衛生面の向上も図られた。

①売上高 昨年同期比 2.8％減
②集客数 昨年同期比 5.6％減
※期中に従業員が一人退職（独立）したた
め減となった。

②空きスペースを有効活用

改装で空きスペースが確保されたことで、唐津
地区では初となるホワイトニングサービス事業を
開始した。

期中に従業員が退職したこともあり、年末 2 カ
月の売上高、客数はともに減少したが、従事者一
人当たりの生産性は高まり、客単価も若干増加し
た。
今回の取組に対し、リピーターをはじめ高齢者
の方からは「店が明るくなった」
「トイレなど清潔
で使いやすくなった」等好評である。
（アンケート
調査による）

③従業員教育で利益意識が向上

9 月に熟練者が独立し店を離れたことで、当初
の目標達成には厳しい状況となったが、中小企業
診断士による従業員（事業主含む）の労働分配率
向上等の教育に取り組み、結果社員の意識向上に
つながった。同時に企業の利益向上の意識を高め
ることとなり、美容のみならず関連商品の販売に
も着手・推進している。

改装後の内装

●今後の取組（Action）
これからも、明るく清潔で機能的な店づくりを
めざして、売上向上を図る。
（今回の店舗改装は、
佐賀を襲った 8 月の豪雨災害により建設業者が不
足して、完全には実施できなかった）
また、国等の色々な施策を活用して、従業員教
育にも力を入れ、収益力向上を図っていく。

ホワイトニングサービス機
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