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◆ あなたはどのリンゴが食べたいですか？

Ⓐ Ⓑ Ⓒ
一山500円のリンゴ 甘さ日本一のリンゴ 奇跡のリンゴ

あの、木村秋則さんが作った奇跡のリンゴ

絶対不可能と言われた無農薬・無肥料での栽培に

世界で初めて成功！

苦節10年、その間、無収穫・無収入の

極貧生活を家族とともに乗り越えた。

◆ コアコンピタンスとは

コアコンピタンス　　　　＜企業において核となる独自の強み＞

簡単には競合他社が真似できないような独自の技術や商品、システム、ノウハウなど、

他社に圧倒的な優位性を持った有形無形の＜資産＞の融合体

〇競争に巻き込まれない

〇お互いがマーケットシェアーを干渉することなく、住み分けることができる

〇同じ土俵に上がって戦おうとすると、必ずコストがかかり、利益を圧迫する

〇シェアー争いに敗れた時には勝者が敗者の３倍のシェアーを占有する結果になる

※ランチェスターの法則の言い回しですが、美容室では極地戦ですので、一概には言えません。

◆ コアコンピタンスの確立

裕福度

市場を仮に富裕層、中間層、貧困層と分けると・・・

斜めの線➡左側に行くほど美意識の高いお客様（髪にお金を投資する顧客）

右側に行くほど、美意識の低いお客様（髪の毛にお金を投資しない顧客）

美意識度

中 間 層

富裕層

貧 困 層



◆ 売りものを明確にすることは売らないものを明確にすること

コアコンピタンスの第一歩、この決断は経営者にしかできない　

経営者がまずすること・・・

＜誰に売って誰に売らないか、何を売って何を売らないか＞を明確にする

それを従業員に分かりやすく示し、その風土に染め上げること、

そこに意味と価値を感じる顧客がついてくる

＜みんなに売ろう、なんでも売ろう＞

〇誰でもできる安易なことはすぐに真似をされる

〇顧客に対する＜ここじゃないと、あなたじゃないとならない＞理由にかける

〇簡単に売ると顧客は簡単に去ってゆく

◆ 顧客のＮＥＥＤＳと業態の変化

ＮＥＥＤＳを満たすものには、消費者は最低限の投資しかしない時代。

主としてＷＡＮTSを満たす仕事にシフトする。

ＮＥＥＤＳの仕事　　　「伸びたから切る」 ＷＡＮＴＳの仕事　　　「もっときれいになりたい」

今やっている仕事の棚卸　　思い切って捨てること

例）QBハウス　　カット以外の付加価値を徹底的にそぎ落とした　　

価格と時間という新たな付加価値を生み出した

◆ SWOT分析してみよう！

伸びる市場　　伸びない市場 わが社の強み　弱み

例）

攻める ➡市場も伸びる、わが社の強みでもある

守る ➡市場は伸びていないが、わが社の主力でけん引してきた事業である

育てる ➡市場は伸びている、それから力を注いでゆく部門だ

捨てる ➡市場も縮小傾向、わが社も得意ではない事業だ



◆ 「シャンプーを買ってくれないお客様はお断り！」と店の入り口に張り紙をするとどうなるか！？

　想像してみましょう！ 単価上げたいのにそれでいいの？

〇単価　　↗ 〇子供カット

〇再来　　↘　↗ 〇メンズカット

〇売上　　↘　↗　 〇リタッチメニュー

〇店販売り上げ　↗ 〇カラーチケット

〇店販購入客比率　↗　（１００％） 割引が本当に必要？？しなくてもいい方法を考える

〇美意識の高いお客様　↗ 〇福袋に技術割引

〇美意識の低い安売り目当てのお客様　↘ 〇次回予約をしたら割引

〇社員の給料　↘　↗ 〇カットデー

〇ご新規割引の店外POP

◆ 上お得意様を言えますか？

〇自社のスタイリストは答えられるでしょうか？

〇２番目は？３番目は？

〇年間いくら使っていますか？　　

答えられないのは美容業の特徴

◆ CSからCLへ

Ｃustomer 　Ｓatisfaction　（顧客満足）　　　Ｃustomer Ｌoyalty　（顧客忠誠心）　

「　顧客の囲い込み　」をしている業界

電気屋さん、保険屋さん、カード会社、航空会社、ホテル、有名レストラン、ブランドショップ…

プラチナカードやブラックカードの会員のホテル優先予約

航空会社から予約優先の特典

空港ラウンジでビール飲み放題

ホテル専用パジャマや枕

家電先行特割販売

質　問

↑いいことばかりなので早速やってみてください　　（自己責任で）

あなたは年間で一番お金を使うお客様の名前を言えますか？



綿密なデータベースマーケティングにより、顧客満足を追いかけた時代

⇓
顧客に貢献できる本当に良い商品・サービスを提供し、

顧客に忠誠心をも抱いてもらう“カスタマーロイヤルティ”へ

◆ 美容室ではどうでしょう？

美容室では、上お得意様に対しても、年に数回、数千円の顧客に対しても同じ話をする

同じサービスをして、同じ扱いをしているのが実情

これって差別！？　　とよく言われるので・・・・

お得意様だとわかって接客することが大切

購買力の低いお客様だとわかって接客をすることが大切

逆に、お得意様へのセールストークと、購買力の低い実績のお客様と、

同じセールスアプローチでよいのか！？

◆ 値段を売ると・・・安売りのツケ

単価が上がらないと嘆く店ほど、客を選んでいない

安売りとは単に単価のことを指すのではなく、提供する価値を下げてまで販売すること

安売りで集まるのは値段で動く顧客　➡　値段を下げて動員に走れば店は回転重視となる

普段できていたサービスの質が下がれば上顧客は去ってゆく

最近客単価が落ちてきた・・・ リピートが上がらない・・・　

店販売上が落ちてきた・・・ 新規動員が悪い・・・　　

最近売上が落ちてきた・・・ 周期が伸びてきた・・・

サロンが狙う客層と、実際の客層がミスマッチ

価値と価値の交換が等価交換できていない

サロンのウリが損なわれ、顧客に認められていない

↓ 値引きはサービスではない！

コアコンピタンスの逸脱　　となっているかも！？

その逆をすれば業界に逆風吹きすさぶ今だからこそ、効果絶大！

今こそチャンスと捉え、問題解決に真摯に向かえば、

それは　「ブルーオーシャンへの大チャンス！」　となるのです。

鉄　　則

サービスはするが

値引きはしない！

奥さん、キズのあるリンゴだから値引きしとくね！

奥さん、一個多めにサービスしとくね！



◆ 私があなたをキレイにしたい

スタッフに聞いてみましょう

すぐに答えることができますか？何と答えると思いますか？

答えは・・・・・・「　私があなたをキレイにしたいから！　」　　ほんとうに？？

キャンペーンだから？社長がうるさいから？ノルマがあるから・・・？

自分で使ってみましたか？ 商品知識を熟知していますか？

商品に絶対的自信がありますか？

わけのわからないものをただ売れというのは、もはや悪徳商法

◆ ABC分析とは

ABC分析とは、管理しようとする対象をＡ、Ｂ、Ｃの3グループに分け、

それぞれの特性に対応した管理方式（ＡＢＣ管理）を

重点的に実施するための前提となる分析をいいます。

１０万円以上　（例）

　　５万円以上　（例）

（例）

Aランクのお客様　＝　年間総売上が１０万円以上のお客様　　＝　上お得意様

Bランクのお客様　＝　年間総売上が  ５万円以上のお客様　　＝　中間層顧客

Cランクのお客様　＝　年間総売上が  ５万円未満のお客様　　＝　単価が低く、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 来店履歴が少ない顧客

Aランクのお客様と、Cランクのお客様の扱いが同じでいいと思いますか？

同じ話をして同じ販促をしていていいのでしょうか？

質　問 「なぜあなたからシャンプー買わないといけないの？」

C

B

A



◆ ＡＢＣ分析で、どの客層が失客しているか調べる

サロン、スタイリストの客層分布　　 年間売上ランキング　

どの客層をどれくらいもっているのか　 それぞれの客層からどれくらいの顧客が失客しているのか　

もし、Aランクの顧客が多数失客しているとしたら・・・・

サロンに、スタイリストに、たくさんお金を使ってくれている人から失客していれば、死活問題！

◆ＡＢＣ分析で具体的に囲い込む　　　実例

↓９年前の記事・・・・・・・

↓現在は・・・・・・・

行列のできる地元有名焼き肉店とコラボ。

5000円相当の焼肉セットを500名にプレゼント。

◆ パレート分析とＡＢＣ分析

主要顧客の特性を理解できれば、

同じ特性を持つ見込み客を広げることができ、大きな利益が得られる

２０％の主要顧客は誰なのか定義すると、アクションプランが立てやすくなる

主要顧客に対して特典をつけたり、

一般客とは違ったサービスを提供したり、

「差別化」を図る手段を選択する方法も

パレート分析を参考に行う

横軸が個別顧客　　　縦軸が売上

弊社ではクリスマスシーズンに上お得意様にある一定の縛りを設けて抽出し、プレゼントを実施しています。
来店時に差し上げるのではなく、宅配しています。
一人当たりのコストは２０００円前後の品を１００名前後にプレゼントします。　担当者の直筆メッセージを添えて。
去年は幹部で議論を重ねた結果、家族の皆さんで頂けるように地元の有名スイーツをクール宅急便で送りました。
早速いただくお礼のお電話やメール、お手紙の数々。
次回来店された時には早速お礼をおっしゃってくださいます。大変喜んでいただけたようです。
社員のみんなと何にしようかと話し合うのもまた楽しいものです。

Ａ顧客

Ｂ顧客

Ｃ顧客



◆ 店販を買うお客様は！？

店販を買うお客様はどの層に位置している？？ Ａ顧客にアプローチし尽くすと途端に売れにくくなる

同じやり方でＢ顧客やＣ顧客にアプローチしていていいのだろうか？

Ｂ、Ｃ顧客からはあからさまに拒絶を食らい意気消沈するか、押し売りになって失客させる

あるメーカーの店販に対する意識調査結果

⇓
５０％の顧客が何らかの店販を買ってもいいと考えている それでも売れないのはなぜ！？

◆ 創客理念　　＜集客⇒教客⇒継客＞　　

＜集客＞ まずお客様を集めなければ話にならない　

髪を切りたいなと思ったときに、＜思い出してもらえるサロン＞であるかどうか

思い描いたサロン像に自店が含まれていなければ即アウト！

＜教客＞ 自店の強みをわかりやすく伝えているか

事前期待を超え、問題を解決し、魅力を伝えているかどうか

それは他の美容師（室）でもできることなのか

➡コミュニケーションスキルが重要となる

＜継客＞ 次につながる仕事ができているか

他社では真似出来ない、自社固有のコアコンピタンスが伝わったかどうか

顧客満足から、顧客の信者化・ファン客化を目指す

「たくさんの思いやりで　今日も元気に　今日もキレイに」　弊社営業理念（創客理念）

一連の流れの中で、今何をすればいいのかをスタッフ一人一人がわかっている状況を創り出す

◆ ＡＢＣ分析からの、追いかけるという仕事

＜追いかけるという仕事＞

ＡＢＣ分析の概念図

既存のＡ顧客を大切に守りながら、

尚且つ、Ｂ顧客をＡ顧客に、Ｃ顧客をＢ顧客に育ててゆく

それぞれの客層にあったアプローチを工夫し

その進捗状況を追いかけ、ストーリー性を持たせて根気よく

お客様を（言葉は悪いですが）教育してゆかなければならない

今まで美容師がやってなかった新しい仕事

Aクラス Aだけに　 飽きさせない仕事

Bクラス Bだけに　 美意識を高めてゆく仕事

Cクラス Cだけに 自店を私を知ってもらう仕事

C

B

A



◆ 美容師の世間話禁止

美容師は実に忙しい 手だけでなく、口も忙しい

世間話？そんなことをしている暇はない

カウンセリング 紹介客の探索 コンプレックスを探る 店販アプローチ

不満な点を聞き出す 前回の感想 次回のお誘い 好きな雑誌を聞き出す

ご新規なら、当店への来店理由と以前のお店の失客理由を聞き出す

社会的スキルの低い美容師は売上を上げられない

◆ 失客原因を探れ

カレー屋さんなら？

客の半数が食べ残しているのに明日も同じカレーを出すか？　そんな店はつぶれる！

失客ノートを毎日つける

手ごたえあり〇 やっちまった× よくわからない△

➡傾向と対策が見えてくる

◆ 店販を売ると、再来が良くなる、紹介が増える？？

店販を売ろうと思うのなら、再来を上げる取り組みをするとよい　　 逆も真なり

逆説的に　⇒ 再来を上げるなら、店販を売れる人材を作るとよい

再来が良いお店であるなら、店販は売れる 逆も真なり

逆説的に　⇒ 店販が売れるお店なら、再来もよい

紹介が多い店は再来が良い 逆も真なり

逆説的に　⇒ 再来が良いお店なら、紹介も多い

店販が売れるお店は客単が高い 逆も真なり

逆説的に　⇒ 客単が高いお店なら、店販も売れる

再来率はあげたい でも、失客原因がわからない それでも今日も同じ仕事をしている

失客を知るのは半年後　

何が悪かったのか・・・・ その原因はおろか、そのスタイル、顧客の顔さえ思い出せない

半年間一度も来店がない・・・・➡完全失客



◆ （Ｐ＋Ｃ）×８０％＝ＤＳ　、　ＤＳ＝Ｔ 自分の数字を計算してみよう

例）

Ｐ ＝ パーマ比率 パーマ比２０％、カラー比５０％　　➡合計７０％

Ｃ ＝ カラー比率 ７０×８０％＝５６％

ＤＳ ＝ 店販購入客比率 この時、トリートメント比が４０％　だとしたら、

Ｔ ＝ トリートメント比率 ５６－４０＝１６％

１６％のトリートメントを取りこぼしている、ということに

この時、店販購入客比率が３０％だとしたら、

５６－３０＝２６％

２６％の店販購入客を取りこぼしている、ということに

＜パーマ比率とカラー比率の合計の８０％が、店販を買ってくれるお客さまとなる＞

その数字を達成していないとしたら、余力をまだまだ残しているということ

⇓

声をかけさえすれば売れたのに逃している？

⇓

声をかけれない理由があった！？　それはなんですか？？

◆ 天気の話3連発で失客!?

レセプション　　「いい天気ですね」

アシスタント　　「いい天気ですね」

スタイリスト　　　「いい天気ですね」

この店は天気の話しかしないのか?

➡　こんなことを避けるためには仕組みが必要

　（Ｐ＋Ｃ）×８０％＝ＤＳ　、　ＤＳ＝Ｔ　　



MEMO


