
STEP4. カウンセリング術 完全習得講座

成約の８割はカウンセリングによって決まる

POPやツールなどのシステムを使うことで、お客様のリピートや物販・回数券のご購入などを

上げていくことができます。これまでその手法を学んでまいりましたが、実はそれらの手法を

駆使しても、全体の２割ほどしか満たすことはできません。

では、残り８割を担うサロン経営にもっとも大切なものは何か？

それは「カウンセリング」です。なぜならお客様は機械ではなく「人間」だからです。

お客様のお悩みをしっかりと引き出し「また通いたい、ずっと通いたい」と思っていただくこと。

本日の講座では、その「カウンセリング力」を上げるうえで大切なことを、しっかりと学んで

まいりましょう。

カウンセリングとは？

カウンセリング（英: counseling）とは、依頼者の抱える問題・悩みなどに対し、

専門的な知識や行われる相談援助のことです。

そういった考えのもと、カウンセラーに求められるのは、サロンにおとずれるお客様を

依頼者とするなら、ただお客様の疲れを取ったり綺麗にするだけでなく、

お客様がどんな問題や悩みを抱え、なにを解決したいのかをしっかりと聴きだし、

専門的な知識と技術をもって、その悩みを解決に導く能力です。

そこには、冷静な会話術とコミュニケーション能力、会話から原因を追究する分析力、

その分析結果をもとに改善策を導き出す知識力、そしてそれを結果という形にする技術力が

必要となってきます。

お客様の本当の悩みやその原因というのは、お客様自身も把握していないことが多く、

間違った知識によって、長い年月をかけて積み重なってきたものが多くあります。

それをしっかりと、お客様の気持ちを妨げることなく、徐々に正しい道へと導いていかなければ

なりません。その力を問われるのがカウンセラーであり、それは容易なことではありません。

でも、容易でないからこそ、それを成し遂げたときのお客様の感動は最高潮に達することができ

その喜びはそのまま、カウンセラーの喜びとなって返ってきます。

私たちは、なんと素晴らしい職業を選択し、なんと素晴らしい技術を得ようとしているのでしょう。

そのカウンセリング力が一人でも多くのお客様の心を癒し、肌を潤し、一つでも多くの笑顔が

誕生していくことを、私たちは願ってやみません。

本日学ぶカウンセリングスキルが、あなたのこれからのサロン人生やお客様の喜びにおいて

かけがえのないパートナーとなりますように。

あなたとあなたのサロンとあなたのお客様の幸せを、心からお祈りしております。
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基礎的なカウンセリングの流れ

お客様がサロンに来店される時には、必ずその理由（目的）があります。

そして必ず何らかの解消したいこと「不」を持っています。

それを見つけ出し原因を追究し、解決に導くことが大切です。

お客様のお悩み改善例（ニキビ肌編）

お客様から寄せられるお肌の悩みには、様々なものがあります。

私たちエステティシャンに大切なのは、ただ施術をおこなうだけではなく

お客様がどんな問題や悩みを抱え、なにを解決したいのかをしっかりと聴きだし、

専門的な知識と技術をもって、その悩みを解決に導いていくことです。

施術をおこない、その場のお肌をきれいにするだけでは、

お客様は、本当の意味であなたを信頼してくださりません。

的確なアドバイスをおこない、「施術者とお客様」という関係ではなく

「アドバイザーと依頼者」、「先生と患者」のような関係性を築くことで初めて

あなたのことを信頼し、あなたの言葉を受け入れ、あなたの提案に

応えてくださるようになるのです。

お客様のお悩みを把握

（ご来店目的）

理論や皮膚生理に基いた

お身体や肌状態の説明

必要なお手入れの提案

お悩みを引き起こす

原因の追究
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◆なぜ、次回予約や物販につながらないのか？

Lesson１ お客様のお悩みを知る

お客様のお肌悩みにはどのようなものがありますか？

しっかりとしたカウンセリング

アドバイス

ただ施術をするだけ
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Lesson２ お客様のお悩みの状態を把握する

そのお肌悩みとは、どのような状態のことをいいますか？

Lesson３ お客様のお悩みを分析する

そのお肌悩みは、どのようなことが原因で起こりますか？

Lesson４ 改善方法を提案する

そのお肌悩みを改善するには、どのようなことをすれば良いですか？

お客様との信頼関係を築き、その後につなげていこうと思ったら、しっかりとお客様の

お悩みに応えること。そのためには、確かな肌知識と肌分析力と、改善提案力が必要です。

たとえば、どのようにアドバイスをおこなっていくのか、その一例をご紹介しましょう。

肌理論を知り、お客様のお肌悩みのアドバイスをおこなうことで、お客様との信頼関係は

劇的に良くなります。しかし、それだけでは足りないのも事実です。

どんなに肌知識があっても、最初にお客様が心を開いてくださらなければ、本当のお悩み

は引き出せません。完全に心を開いていない状態でアドバイスをおこなっても、無理な勧誘と

とられたり、強引な売り込みととられてしまうこともあります。

また、信頼関係が出来上がっていたとしても、ちょっとした話し方の違いで、結果に大きな

違いが出てくるのも事実です。

よりお客様に喜んでいただくために、お客様とのコミュニケーションの取り方や、トークの

仕方をしっかりと学んでおくことが大切です。

26



肌状態 ～ニキビってどんな状態？～

代表的な要因 ～ニキビの原因って何？

改善方法 ～どんなお手入れが必要か？～

★どんな商品がおすすめ？

ＥＸ）　　　　　外 ： アクネ菌を抑える化粧品・殺菌作用の化粧品

　　　　　　　　内 ： 皮脂分泌を抑える・ホルモンバランスを整えるサプリ

　　　　　　　　　　

★食事提案 ビタミンB群 大豆製品・豚肉・きのこ

ビタミンＣ じゃがいも・ピーマン・いちご・レモン

食物繊維 インゲン豆・おから・ごぼう・ひじき

乳酸菌 ヨーグルト など

　　　　　　　　　　

★生活提案 ターンオーバー マッサージをする。睡眠をとる。適度な運動

ストレス解消法 アロマやハーブティー・好きなことをする。

血行促進 湯船に浸かる・マッサージ・ストレッチ

乾燥 加湿器やタオルをぬらして干しておく

紫外線 日焼け止め・帽子や手袋・窓際を避ける　　　　など

例（ニキビ）
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ニキビ・・・・・全ては過剰皮脂→アクネ菌の増殖によっておこる。

原因

★ホルモンバランス

ロープレ質問① 「女性の場合、ホルモンのバランスが乱れるとニキビ（過剰皮脂）になりやすいんですが、

生理前に特にニキビが気になったり出来やすかったりする事はございますか？

メカニズム・・・・・・生理前などにホルモンバランスが乱れると、黄体ホルモンの関係で皮脂をたくさん分泌

してしまうのでにニキビになりやすいんです。

★ストレス

ロープレ質問② 「ストレスを感じるとホルモンのバランスが乱れてやすくなってニキビが出来やすい

のですが、気になり始めた頃、環境が変わったり普段の生活でもストレスを感じたり

することはございましたか？」

メカニズム・・・・・・ストレスを感じると女性の場合ホルモンバランスが乱れやすくなります。

これは脳がストレスを感じると、脳のすぐ下にある視床下部、その下の

下垂体は自律神経やホルモンを司っていますので、とても影響を

受けやすいです。そのため、ホルモンの関係で皮脂をたくさん分泌してしまうので

ニキビになりやすいんです。また下垂体から副腎皮質ホルモンが分泌され

副腎皮質から男性ホルモンが増えるため皮脂分泌が増えてニキビになります。

★疲労

ロープレ質問③ 「身体が疲れていたり、体調が悪かったりするとニキビが出来やすいのですが、気になり

始めた頃に、疲れが溜まっていたり、体調がいまいちだったりという事はございましたか？」

メカニズム・・・・・・身体が疲れやすかったり体調が良くないと、体調を整える為に食事から摂ったビタミンBが

たくさん使われるんです。それによって油をコントロールする役目をするビタミンBが減って

しまい、皮脂の分泌が多くなってニキビになりやすいんです。

★甘いもの・油っぽいものの摂り過ぎ

ロープレ質問④ 「甘いものや油っぽいものをたくさんお召しになるとニキビになりやすいのですが、

気になり始めた頃、お食事で甘い物や油っぽいもの（例えばお菓子やファーストフード）

を多く食べる事はございましたか？

メカニズム・・・・・・お食事の内容で甘い物や油っぽいものが増えると体内の油の量が多くなってしまいます。

実はそれが肌から出ようとして皮脂の分泌が活発になってニキビになりやすいんです。

★便秘

ロープレ質問⑤ 「便秘が続くとニキビになりやすいのですが、気になり始めた頃、ひどく便秘があったり

する事はございませんでしたか？」

メカニズム・・・・・・・便秘をすると、食べたものが何日も腸の中に入っていて、やがてそれが身体の中の温かさ

で腐敗していくことがあります。そうすると、時間がたつにつれ食べたものが、油も酸化を

していきます。皮脂腺からその油が出るため、酸化した皮脂が大好物の

アクネ菌が一気に増えてニキビになりやすいんです。
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ニキビのお悩み ニキビのお肌ってどうなっているの？

【理想のお肌状態】

【ニキビのお肌】

ニキビのお肌状態を説明　

↓

お悩みを改善するにはどうしたらよいか？
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●新規客との距離を縮め、 コミュニケーションを取りやすくする方法

• 初対面の９０％は見た目で判断される

• 服装  髪型  姿勢  表情  爽やかさ  清潔感 

・「笑顔」が最重要。・・・鏡を見て練習。

でも、表情筋の半分は自分で意識して動かせない「不随意筋」である

⇒　そのお客様を心から好きになることが大切

• 「ほわあん」とした接客

・褒める

褒められて嫌がる人はいない

持ち物や洋服など、相手のこだわっているものを褒める

意識の高さを褒める

相手が謙遜しても褒めきる

客観的に褒める（第三者を通して褒める）

↓

相手の良いところを見つけて褒めることで、自分がますますその人を好きになる

・笑わせる　

大笑いさせる必要はない。（クスッと笑わせる）

ギャップ・大げさ・自虐ネタなど

☆笑いは伝染する

↓

まずは自分が笑顔になる

・安心させる

確かな知識、確かな技術、誠実さ

• 会話の第一段階　「共通の話題」を見つける。  （ラポールを築く）

• 出身地 • 出身校 • 好きなスポーツ • 趣味など、人は親近感が湧いたときに心を開く  

・いきなり共通の話題が見つけられないときは、誰もに共通している話題から入る

⇒「今日は暑いですね。」「良いお天気ですね。」等々

・肯定的な質問　（Yesという答えが返ってくる質問）

⇒数回繰り返すことにより、相手は肯定的な気分になり心を開きやすくなる

（オウム返しの法則も有効）

↓

・徐々に「Yes No」では答えられない質問に移行していく

「今日はどちらから来られたのですか？」

「昔どんなスポーツをやっていたのですか？」など

• 話題の引き出しをしっかり用意する  

• 天候 • 趣味 • ニュース・最近の話題 • 旅行 • 健康、美容 • 食事、ファッションなど

※政治と宗教の話は絶対に避ける

・ラポールをさらに築きやすくするコツ

・会話の頭に感嘆詞・感動詞をつける。（「うわーっ」、「ああーっ」、「すごーい」など）

・相手に共通点を見つけてもらう

⇒ホームページやチラシ、会報誌等で、プロフィールを公開する（自己開示）
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●カウンセリングに入る際のコツ

・お客様をお名前で呼ぶ

・お名前で呼ぶことで、さらなる親近感を持っていただく

※慣れてきたら、下の名前で呼ぶのも効果的

・座る位置に気を配る

・正面を避け、斜め前か横の位置になるようにご案内する

※利き手がわかれば、利き手側から話しかけるようにするとより効果的

・会話のペースやトーンを合わせる

・ゆっくり話す人にはゆっくり、早口の人には早めに • 声の高さも合わせる

※ただし、富裕層の上顧客は、落ち着いてゆっくり話す方が多い

・ポジティブな言葉をつかう

・肯定的な言葉をつかうことで心を開きやすくなる

・富裕層の方はポジティブな方が多いため、より関係性が築きやすい

・お客様の話をよく聴く

・相づち、合いの手、うなずき、大げさぐらいなリアクション

・相手の意見はまず受け入れる（否定や反論をしない）

・お客様が間違ったことを言ったとしても、否定するのではなくまず受け止める

・否定されるとお客様は本音を話さなくなる

・説明は簡潔にし、訊かれたことだけ答える

・お客様は、理論的なことよりも「どうなるのか？」ということに興味がある

・長すぎる説明は、退屈な上に、押しつけに感じられることがある

・雑談もとても重要

・施術のことやカウンセリングばかりではなく、日常的な会話や雑談の中で

ふと見せるあなたの魅力こそが、お客様との信頼関係につながる

・喜び上手になる

・お客様に何かして頂いたときに、大げさなぐらい喜ぶことで、お客様の無意識的な

「見返りを求めたい」という気持ちが満たされ、「またしたい」という気持ちになる

・他店や他人の悪口を絶対に言わない

・お客様が他店の不満を言っていたとしても、軽く受け流す

・他人の悪口でも、訊かされたお客様は自分が言われたことを連想する
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●カウンセリングの役割とは 

• コミュニケーションを図ることで関係性を深くする

• お悩みを聞き、それに答えることで信頼を得る

・お悩みに沿った施術を行うことで、確かな結果につなげる

• ビフォーカウンセリング  

• コミュニケーションを図り、しっかりと信頼関係を築く

• 悩みを聴き、その原因と解決法を伝える

・お客様自身も気づいていない、本当のお悩みや望みを引き出す

しっかりとしたカウンセリング、お客様の気持ちに立ったアドバイスにより

お客様の悩みを深く聴き出しましょう。

どうなっていきたいかを、お客様のほうから口に出して言っていただくことが大事です。

もっと若々しい顔になりたいわ。皆から「若い」って言われたいわ。

輪郭をスッキリさせたいわ。「小顔になったね」って言われたいわ。

⇒自分で口に出すことにより、無意識的に達成しようという責任感が芽生える

★期待値を上げる

結果が出なかったらどうしよう、と考えて謙遜したり控えめに言うのではなく

「必ず、そうしていきますよ！」と自信を持って最大限まで期待値を上げることが大事です。

なぜなら、３段階の３になったお客様よりも、５段階の５になったお客様のほうが

圧倒的なファンになってくださりやすいからです。

★その他 注意点

※デメリットは先に伝えておく

※否定せず、いったん受け止めた上でアドバイスしていく

※いつまでにどうなりたいか？目標はこちらから言うのではなく、お客様に言っていただく

さらに効果を実感していただくために、かならずビフォーアフターの写真は撮る

「より効果を実感していただくために、施術前後のお写真をお撮りしてもよろしいですか？」
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• ミドルカウンセリング（施術中） 

• 施術手順を伝え、体感により施術効果を伝える

• 実際に見た上でお肌の状態を伝え、お客様が気づいていない個所もやんわりと指摘する

• コミュニケーションを深め、アフターカウンセリングに備える

※目で見て手で触れて頂くことで実感が増す

※元々ある傷などは、事前に確認しておく

※定期的に継続することでどうなっていくのか、未来の良いイメージを膨らませる

　　しっかりと良い仕上がりをイメージしていただくことで、効果を実感しやすくなる

未来を見せる

例）「深い筋肉に、施術と化粧品、両方でアプローチしますので

想像以上にリフトアップして小顔になりますよ♪ぜひ期待していてくださいね♪」

※もっとも大事なことは、しっかりと施術で結果を出すこと

その真摯な態度こそが、お客様の心を動かすのです。

• アフターカウンセリング 

鏡を見せ、ビフォーアフターの写真を見比べていただくことで効果を実感していただく。

★施術の良い結果を、お客様以上に、心から喜ぶ

今一度、定期的に通うことや、ホームケアの大事さをお伝えする。

「せっかく理想のお顔になっても、定期的にケアしないと戻ってしまいますよ。」

「肌のターンオーバーが１４日ごとなので、２週間に一回の施術が基本的な頻度ですよ。」

★来店頻度の目安POP を活用する。（言葉だけよりも、ツールを使った方が効果的）

「他のお客様も、皆様これぐらいのペースで通われていますよ。」

• あらためて効果を確認していただき、感動していただく

• 施術した上でのプロのアドバイスとして、今後の方向性や継続の必要性をお伝えする

・もっと良くなっていくイメージを膨らませて、次回の予約やコース契約につなげる 

「これからも、この状態を維持していきたいですね！」→「はい。」の返事

「私も、これからしっかりと〇〇様のケアをしていきたいですので、

ぜひ２週間後にお越しいただけますか？」

「一緒に頑張っていきましょうね！！」

→次回来店をうながす

※自信を持って、本気で良くしていきたいという思いを伝える

※店の売上や自分のノルマのためではなく、お客様のためにご提案する

※押し売りや強引な勧誘ではなく、最終的な判断はお客様にゆだねる
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リピートにつなげるためのカウンセリングのコツ 

☆制約やリピート率を上げるためのコツ

・難しい理論よりも、未来の楽しいイメージ

・多くの方に喜んでいただいているという自信

・「高いわね」は興味のあるしるし

⇒「高い理由」を明確にお伝えすることで、かえって成約につながりやすい

・どんなに喜んでいても、３日で感動は忘れる

⇒その場で次回予約をしてもらうことが大事

・なぜ、今予約を取らなければならないかをしっかりとお伝えする

⇒予約が取りづらい、お得なキャンペーン、この場で予約したほうがお客様がラク

リピートを促すためのカウンセリング方法　まとめ

・共通点によりラポールを築いて心を開いていただく

・明るいトークや最高の笑顔で、お客様との距離を近づける

• 自己紹介をして、経歴、資格、実績を伝えることにより安心感を与える

• お肌の構造、皮膚再生理論、老化の仕組みを伝え信頼感を与える

• お悩みに対する原因とその解決法をしっかりと伝え、信頼関係を深める

・話は簡潔にまとめ、できるかぎり聞き役に徹する

・お客様の心の奥の、本当のお悩みを引き出す

・プラスのトークで、明るい未来をイメージしていただく

・お客様の希望や目標は、口に出して言っていただく

・効果や結果は、目や手で、見て触れて実感していただく

• あなたのサロンに通わなければならない理由を明確にする

・この場で予約を取らなければならない理由を明確にする

• サロンにある化粧品を使う理由を明確にする

・本当に大事なのは、その後のアフターフォロー
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