
＜美容室ロジックツリー＞ 　　　　美容室における売上に直結した企画～アクションリスト
＜メイン＞ ＜大項目＞ ＜中項目＞ ＜小項目＞ 企画内容 行動実践内容

サロンの認知 →→→→ 既に知っていておおよそのイメージは分かっていて、一度行ってみたいと思わせる認知作業を行なう。 →→→→ 看板、ファサード、店頭チラシ、雑誌広告などの認知作業を年間計画して実行する。

電話対応の改善 →→→→ 電話対応は親切に、丁寧に行なう。予約が一杯の時でも逃がさない工夫を考える。 →→→→ 「○○様のご希望日は詰まっておりますが、～～日なら空いていますのでいかがですか？」

積極的なフリー客集客 →→→→ サロンがゆっくりしている時は、ポスティングやＤＭ書きなど、攻めの集客を行なう。 →→→→ ミニコミ誌を自作して、来月から毎月配布する。「ポスティングいってきま～～す。」

新規様の次回来店確実化 →→→→ 初回来店時は特に気を遣い、特別メニューなどで２回目の来店に向けて全力でフォローする。 →→→→ 「全体が整うまで３～４回私に時間を下さい。必ず希望通りにさせて頂きますから。」

新規様の定着 →→→→ ２１日感動作戦などの効果的発送パターンを探し出し、それを実践する。 →→→→ 「あなたのパーソナルスタイリストである」というイメージの手書き文章を出す

効果的集客手法の絞込み →→→→ 新規来店理由を調査し、データ取りする。 →→→→ データを継続的に採り、グラフ化して認識する。そしてより効果的な手段を強化していく。

パーソナルブランディング →→→→ 自分の特性を良く知り、それを強調して他のメンバーとの差別化を図った個性（キャラクター）を作り上げる。 →→→→ ヘアスタイル、ファッション、アクション、セリフなどについて具体的な企画書を書く。

紹介依頼 →→→→ お客様に紹介依頼を行なう。仕上げをしてスタイルが完成した瞬間が効果的である。 →→→→ 紹介カードを渡しながら「紹介して頂けるお友達のイメージは出来ましたか？何枚必要でしょうか？」

紹介ＭＡＰの作成 →→→→ 紹介の系統図を作成し、さらなる拡大を狙う。会話などにも活かす。 →→→→ 紹介ＭＡＰを作成して、紹介があるごとに追加メンテする。

個人的ツール作成 →→→→ 健康・美容・ファッション・流行などについて、個人的な情報を作り、発信する。 →→→→ １～３ヶ月に一度、個人のフリーペーパーを作り、お客様に配付する。

紹介のお礼 →→→→ 紹介して頂いた顧客様には、何らかの特典を本人のみが分かるように差し上げる。 →→→→ 技術のビューティチケット、トライアル券、図書券、百貨店の商品券などが良い。

ＯＦＦキャンペーン →→→→ リピーター作りを狙って、集客力のある強化メニューのプライスＯＦＦキャンペーンを展開する。 →→→→ 「今月は」○○のキャンペーンをしていますので、一度トライしてみましょうか？」

サロン内イベント →→→→ スタイルアドバイス会や店内ミニヘアショーなどを企画する。 →→→→ 年間行動計画を作成して、数ヶ月前から準備に入る。

サロン外イベント →→→→ ホテルでのＸ’ｍａｓパーティ、周年記念パーティ、ヘアショーなどへのご招待を行なう。 →→→→ 「今度、○○のイベントがあるので、是非お友達を誘って見に来てくださいね。」（案内を渡す）

チャリティイベント →→→→ チャイルドカット、ボランティアカットなどで地域に貢献し、サロンの認知を高める。 →→→→ 「○○日に地域貢献のイベントを行ないますので、よかったらお子様をお連れ下さいね。」（案内を渡す）

新メニュー発表キャンペーン →→→→ 新しいメニューを発表する場合は上客様にまずお知らせする。何かあればいつも上客様を意識する。 →→→→ 案内を持参、または封書でお送りする。「発表に先立ちまして、まず○○様にお知らせいたします。・・・」

カウンセリングの納得性・満足感 →→→→ 顧客様に対しては、前回からの継続性を大切にし、やりにくかった部分などをお聞きし、それに十分対応する。 →→→→ 「前回から、やりにくいところ、気になるところはありませんでしたか？」

仕上がりの納得性・満足度 →→→→ プロセスにおいてテクニカルトークを絡ませて、小さく確実にＯＫを頂いていく。手鏡を多用する。 →→→→ 「ここはハネ易いので、薄めに内側をカットしておきますね。」

ファン作り →→→→ ファンになって頂くための技術向上、アクション（魅せ方）、トーク、パーソナルブランディングを磨く。 →→→→ 「やはりそうですか？」「なるほど！」「○○様と一緒にベストヘアーを作り上げたいです。」など

滞在中の雰囲気 →→→→ 細かい声掛け、会釈など、スタッフ全員で温かく迎えているという動きを見せる。 →→→→ 「いらっしゃいませ、いつも来店ありがとうございます」「今日のお洋服は秋らしいですね。」

ミスティーク（神秘性）の発揮 →→→→ スタッフ間でお客様の情報を共有し、当日発生した内容でも他のスタッフが同じテーマで話せるようにする。 →→→→ 「○○様、先日は結構なものを頂きましてありがとうございます」「今月お誕生日ですね！」

スタッフの来店サイクル認知 →→→→ まず店全体の平均来店サイクル、およびスタイリスト個別の平均来店サイクルを知ることから始める。 →→→→ 月間別の「店全体の来店サイクル日数グラフ」「スタイリスト個人別のグラフ」の連続データ作成

賞美期限の告知 →→→→ 当日のヘアースタイルの賞美期限と、その前に来店されれば綺麗な状態が維持できることを伝える。 →→→→ 今回のスタイルは４５日程度です。なのでそのあたりで再来して頂ければベストコンディションですよ。

次回予約の確実獲得 →→→→ 次回予約日を確実に決める。セット面でスタイリスト本人が相談する方が確定率は高い。 →→→→ 「賞美期限内にきて頂ければ、特典があります。次回はこの日にしましょう。」

次回イベント等の告知 →→→→ 数ヶ月先までイベントやキャンペーンの予定を立てておき、マッチするイベントにお誘いする。 →→→→ 「ストレートのお客様には年間４回サービスがありますので、是非この月においで下さい。」

事前案内実行 →→→→ 来店予定日の前になったらこちらからなんらかのアクションを起こして、来店をお誘いする。 →→→→ 電話、またはＤＭで「そろそろお手入れの時期ですので、お待ちしております。」

技術タイムの標準化 →→→→ メニュー単位の施術時間表を作成する。（複数人数での場合も含む）。品質も安定する。 →→→→ メニューごとに施術標準時間を決める。複数人数で施術する時のタイムも設定する。

技術スピードアップ →→→→ 日常のレッスンにおいて、スピードを伴った訓練を行なう。その方が成長も早い。 →→→→ タイムを意識したレッスンをする。強化月間を決めて、時々調査する。

目標時間の設定 →→→→ 今回のメニューに関して完了時間（目標時間）を決めて施術スタートする。 →→→→ 施術において、終了時間を設定して始める。タイマーを使っても良い。

チーム力の発揮 →→→→ ユニットチームの最大の力を発揮できる様に段取りを考える。 →→→→ チームの結束と効率を上げるために、チーム内ミーティングを多用する。

全員参加での施術 →→→→ サロンオーナーが宣言し、チーム長が意識を変えて全員参加型サロンを実現する。 →→→→ スタイリストでも、手の空いているスタッフはお客様に入り、全員で時間短縮に努力する。

従来メニューの改良 →→→→ これから押したいメニューを前面に出し、リニューアルする。全体のバランスも考える。 →→→→ 季節感、トレンドを前面に出したメニューを常に準備する。モデルストック、写真撮影を行なう。

メーカー新商品の研究利用 →→→→ 常にメーカーの動向をうかがい、情報を入手し、これからの展開を調査しておく。いいものがあれば導入を急ぐ。 →→→→ 新メニュープロジェクトを結成し、自店のお客様にマッチするように研究する。

新しい柱メニューの開発 →→→→ 毛量調整、予防育毛など、当店として今までに無かった違う傾向のメニューを導入する。 →→→→ 業界とお客様の動向・ニーズを注意し、メニュー化するアイデアを常に探す。

メニュー名の工夫 →→→→ 魅力的なメニュー名でお客様を引き付ける。 →→→→ メニューに興味を引くタイトル（キャッチコピー）を付けてアピールする。

流行発信のメニュー考案 →→→→ 自店の強味、こだわり、最先端メニューを開発し、地域をリードする。 →→→→ 周囲の店には見当たらないメニュー、店販などを見つけてきて、流行を店舗に反映する。

コンセプトマッチング →→→→ サロンのコンセプトにマッチしたメニュー構成とする。 →→→→ 自店に来て頂きたい中心層のメニューを作り、料金設定も地域性などを加味して決定する。

表示形式決定 →→→→ シャンプーやブロー、ロング料金などが込みなのかそうでないのかを決定する。 →→→→ 「カット4,000円（シャンプー付、ブローなし）」「縮毛矯正15,000円(ＳＭＬ同じ)」

メニュー方式決定 →→→→ ブロックメニューにするかセットメニューにするかを考える。 →→→→ ブックメニューは単体料金、セットメニューは複数メニューが込みになっているもの。

新規への工夫 →→→→ 新規客様が入りやすい価格帯で設定する。 →→→→ （例）カット料金を極端に安くし、プラスメニューをしてもらい易くする。合計は決して安くならないように工夫する。

メニュー戦略 →→→→ 新メニューを登場させて、古いメニューを取り下げていく。 →→→→ メニュー価格を上げたい場合は、高額の新メニューを登場させて、下を切っていく。

カウンセリング力 →→→→ 事前にお客様とメニューの相性を良く研究しておき、提案型のカウンセリングを行なう。 →→→→ 傾聴し、よくお客様の癖、嗜好、ライフスタイルなどを観察して、メニュー提案の選択肢を多く与える。

プラスオーダー →→→→ プラスオーダーをお勧めする場合は、常にスタイリストが主導権を握って、ヘアマネジメントを行なう。 →→→→ 「やはりそうでしたか」「なるほどね」などの言葉で信頼感を高め、自信たっぷりの表情で接客する。

組み合わせメニュー開発 →→→→ クリニック○○コースのように、新しいコースメニューを考案することで、単価アップに繋げる。 →→→→ 新しい前処理剤などを利用し、新コースを考案してセットメニューで売り出す。

回転率向上 →→→→ 技術スピードを向上させないと、後が詰まってしまいプラスオーダーできないので、スピートアップは必須。 →→→→ 各自の基本技術のスピードを短縮する訓練を徹底する。

スタッフの連携プレイ →→→→ スタッフの連携を良くし、スムースに流れを作ることにより、時間に余裕が出来るので単価アップできる。 →→→→ 事前打合せ、前段取り、指示、連携をよくすることにより、施術時間を短縮する。

トライアル提案 →→→→ 今までされていないメニューに挑戦して頂くためにトライアルサービス券をお渡しする。 →→→→ 「今、トライアル券がありますので一度挑戦してみましょう。」

ＯＦＦキャンペーンでの購入増 →→→→ 今まで購入されている方に感謝セールとして行なう。集客にも繋がる。 →→→→ 「今お買い得のキャンペーン中ですので、お友達にもプレゼントして下さい。」

ＯＦＦキャンペーンでの新規開拓 →→→→ 年に２回程度、思い切ったＯＦＦキャンペーンをすることで、新規様に使っていただきリピーター作りを行なう。 →→→→ 「一度使ったら良さは絶対にわかりますよ。私もはまりました。」

予約キャンペーンでのまとめ買い →→→→ ２～３ヶ月前から予約を受付、購入額に応じて技術ＯＦＦ券を発行する。商品を引き取りに来られる最終月は集客になる。 →→→→ 「まとめ買いをすると、大変お得な特典が準備されていますから、チャンスですよ。」

体験トーク →→→→ スタッフの使用感が特に効果的なので、使ってみた感じを伝える。 →→→→ 「使ってみたんですが、指通しも抜群。匂いもいいし、この○○成分が効いているんですよね。」

専門知識による優位性の説明 →→→→ 他のメーカーの類似製品を調べ比較して一覧にしておく、それを見せて説明する。 →→→→ 「他と比較して、この商品はこの部分が特徴なんですね。今までにない商品なんですね。」

仕入価格の低減 →→→→ プライベートブランド（ＰＢ）による自社商品の開発を行い、仕入価格を下げる。 →→→→ 「この製品は、私達が今までの経験を活かし、自分達で作ったこだわりの商品ですから・・・・」

売 上売 上売 上売 上 施術施術施術施術タイムタイムタイムタイム短縮短縮短縮短縮

来店来店来店来店サイクルサイクルサイクルサイクル短縮短縮短縮短縮

メニューメニューメニューメニュー単価単価単価単価

品質を落とさずに施術時間を短縮し、
快適性を増す。

定着率向上定着率向上定着率向上定着率向上

客 数客 数客 数客 数

紹介新規集客紹介新規集客紹介新規集客紹介新規集客

フリーフリーフリーフリー新規集客新規集客新規集客新規集客

集客集客集客集客イベントイベントイベントイベント

お客様が”紹介したい”と思うようなサロ
ン、スタッフの魅力を作り、しっかり紹
介協力をお願いする。

潜在客様を増やし、来店につなげ、新
客様の固定化を行なう

集客機会を多く作ることにより、新規お
よび顧客様の来店を促す。

単 価単 価単 価単 価

店販商品店販商品店販商品店販商品

メニューメニューメニューメニュー比率比率比率比率

流行やバランスを考え、新メニューの
構成～研究等を常に行う。

複数メニューをして頂けるように、無理
のない形で、お客様への提案を強化
する。

購入して頂くことによりサロンの定着化
が図れるので、買って頂ける工夫をす
る。

必ず次回も来て頂けるという約束され
たお客様の数を増やす。

従来の来店パターン（日数）を短くし
て、来店頻度を向上する。

お客様にアピールするメニュー、しても
らいやすいメニューの単価を工夫す
る。

メニューメニューメニューメニュー幅幅幅幅


