
新型コロナウイルスによる経営不安。
「客単価を上げて」危機を乗り越えていきましょう！



そもそも売上とは
～売上の三大要素～

客単
価

客数

来店
頻度



新型コロナによる

緊急事態宣言と営業自粛

「三密」を避け、安心して通っていただくために

・貸し切り態勢（入客を減らす）

⇒入客を減らせば、売上が下がる

⇒客単価を上げることが重要



客単価を上げる20の方法（初級編）

★とりあえず高いメニューを作ってみる

１万円

客単価１万円

2万円

10人中1人が受ければ

単価1万1千円

50万

100人中1人が受ければ

単価1万4900円



★とりあえず高いメニューを作ってみる

高額メニューを作るコツ

・他とは比べられないもの（他店にないもの）
・元々の相場の高いもの
・商品やチケットなどと組み合わせる
・限定・希少・付加価値の高いもの
（海外から・・・有名な人に・・・話題の・・・）
・技術力を高める
・カウンセリング力を高める
・満足度を高める（特別サービスなど）



客単価を上げる20の方法（初級編）

★松竹梅の法則

１万円

※ 価格帯が2種類だと安いほうを選びやすいが、
3種類になると真ん中を選びやすくなる。

1.2万 1.5万



★松竹梅の法則

客単価を上げる20の方法（初級編）

１万円

※ 価格帯が3種類でも、一番高いメニューの魅力が
高ければ一番上を選ぶ人が増えやすい。

1.5万 1.6万



客単価を上げる20の方法（初級編）

★オプションメニューの追加

１万円

2000
円

1500
円

1200
円

2000
円

※ オプションメニューを受ける人がいれば
その分 客単価が上がる。



★オプションメニューの追加

オプションをだんだん受けなくなるのを防ぐには

・メインとセットのメニューを作る

・不定期でオプションキャンペーンをおこなう

・毎回かならずお客様に伺う（顧客管理）

・オプションを回数券にする

⇒金額的に買い求めやすい

⇒複数用意すれば「三色ボールペンの法則」



客単価を上げる20の方法（中級編）

★回数券を作ってみる

コロナ自粛、サロンの形態で明暗が分かれた

●リピーターの多いサロン ＞ 新規集客メイン

●回数券のあるサロン ＞ 都度払い

★コストもかからず リスクもないので
作っておいたほうが良い



★回数券を作ってみる

よくありがちな回数券の失敗パターン

〔1種類の回数券で、どのメニューも受けられます〕

⇒切れ時が辞め時（回数券の終了で離反しやすい）

三色ボールペンの法則

各メニューごとに1枚の回数券。

⇒買い足し買い足しで継続しやすい



客単価を上げる20の方法（中級編）

★物販をやってみる

なぜ物販をやらないのか？

●お勧めするのが苦手

●強引に売ったら、お客様が離れていきそう

●在庫を抱えるリスク



★物販をやってみる

●お勧めするのが苦手
⇒POP・会報誌の活用、試飲試食

期間限定、数量限定、物販は安くしても良い

●強引に売ったら、お客様が離れていきそう

⇒物販を買った方ほどリピーターになりやすい
(物販売上の高いサロンほどリピート率が高い)

●在庫を抱えるリスク

数量限定 先行予約キャンペーン（受注発注）
※ただし、自身で使う分やお試し分は必要



客単価を上げる20の方法（中級編）

★安いメニューをなくしてみる

真ん中のメニューを受ける人が増えてきたところで、
さらに高いメニューを作り安いメニューをなくす

１万
円

1.2
万

1.5
万

1.7
万



★安いメニューのお客様が離れたら・・・

1.2
万

1.5
万

1.7
万

１万
円

1.2
万

1.5
万

10名 7０名 20名 ＝124万円

50名 20名 20名 ＝124万円

※ 仮に客数が10名減ったとしても売上は同じ



客単価を上げる20の方法（中級編）

★5万円のメニューが飛ぶように売れた実例

★１０万円のメニューが飛ぶように売れた実例

●ヒント

驚き 笑い 感覚麻痺

思い切った行動 100万円



★実例

※ 100万円という
破格のメニューを
作ったことで、
100万円の商品は
売れなくても、
10万円の商品が
飛ぶように売れた



客単価を上げる20の方法（上級編）

★ネーミングにこだわってみる

●フェイシャル 60分 8000円

●ボディトリートメント 90分 9000円

●小顔筋艶肌フェイシャル 90分18000円

●経絡リンパ深層筋アロマボディ 90分24000円



★ネーミングにこだわってみる

・分かりやすい名前

・他にない名前

・凄そうな名前

・悩みや効果のトレンド

小顔 深層筋 幹細胞 インナーケア

美やせ 目もと くびれ リフトアップ

自粛太り ストレス リンパ 等々



客単価を上げる20の方法（上級編）

★キャンペーンで客単価アップ

●「キャンペーン＝割引」ではない

期間限定、人数限定、
通常より高額なメニューを
少しお得に受けられるようにする
（新しいもの好き、限定もの好き）

⇒「飽き」の防止にもつながる

※全員が受けなかったとしても失敗ではない





客単価を上げる20の方法（上級編）

★機器を導入してみる

●機器のメリット

施術が楽になる
教育が楽になる
施術代 (単価) が上げやすい

●デメリット

導入コストがかかる
技術力を発揮しにくい（何気ない満足度低下）



★機器を導入してみる

●～リスクを最小限に抑える機器代金の最短回収方法～

デモ機でモニターキャンペーン

⇒ モニター向け、先行チケット販売

※先行チケット販売で先に売上を立て、その料金を
導入費用に充てれば、リスクを減らせる。

例）200万円の機器 ⇒ 先行チケット20万円×10名



客単価を上げる20の方法（上級編）

★カウンセリングを極めてみる

●「話す」よりも「聴く」

●「理論」よりも「感情」

●「知識」「権威」「信頼」

●「信頼」とは「未来」

●「御用聞き」よりも「ご提案」



★カウンセリングを極めてみる

●NGワード

「もしよろしければ」「いかがですか？」

「どうされますか？」「でも」「ですよね、、」

●お勧めワード

「ぜひ！」「良いですね」

「こうしましょう」「でしたら」「だからこそ」



客単価を上げる20の方法（上級編）

★高いと思わせない秘儀

●「高いわね」と言われたら・・・

・「高い」＝「買わない」ではない

・「高い」は ホメ言葉

・高いことを喜んで嬉しそうに説明する



客単価を上げる20の方法（上級編）

★合わせ技でメニューや商品の価値を高める

●商品は、ネットを探せば相場が分かってしまう

●オリジナル手技には相場がない

●手技と商品を組み合わせて販売すれば、
価格を下げても単価は上がり、
役務の価値も下がらない。



客単価を上げる20の方法（上級編）

★喜んで買っていただく心理テクニック

●「大人気」「希少」「試食試飲」

●「効能」よりも「結果」

●「あなただけ」

●ミルトンモデル
こちらの

商品いかが
ですか？

どちらに

なさいます
か？



新型コロナウイルスに

打ち勝とう





新型コロナ対策
★役務以外の売上の確保

●物販

⇒商品のみの販売や、通販を行う（Baseなど）

●休業明けのキャンペーン

⇒コロナ太り対策、ストレス解消コースなど

●特別チケット（回数券）

⇒営業再開後に使える回数券を、特別価格で

事前販売する。





新型コロナ対策

★安心・安全のために

●貸し切り態勢にする

⇒その分、客数が減るので売上が下がる

●人数を減らしても、売上の7割をキープする方法

⇒顧客を絞り込む（上位顧客）



★顧客ピラミッド

●上位顧客の方に絞り込めば
入客を3割まで減らしても
75％の売上は維持できる



★でも、上位顧客になるほど社会的地位も高く、

自粛される可能性が高い

「心」のこもった

本音の

熱い手紙を送る



いつもロズまりをご利用いただき 誠にありがとうございます。

5月4日、緊急事態宣言の延長が発表されました。

ロズまりでは、感染リスク回避のため 5月6日までサロンを休業して

まいりましたが、今回の発表を受け、休業の延長をすべきかどうか

近隣の現状なども鑑みた上で

今後の営業について慎重に検討を重ねました。

その結果、

・立川市では4月18日以降、感染者が一人も出ていないこと

・外出自粛により、体調不良や精神的な不調を訴えるお客様が多いこと

・万全の態勢で行なえば極めて感染リスクは低いこと

などを踏まえ、当初の予定通り 5月7日より

・常連のお客様に限り

・貸し切り体制で

一部営業を再開させていただくという決断をするに至りました。

（新規のお客様や遠方のお客様のご来店は、継続して制限させて

いただきます）

立川市自体、ほとんど感染者が出ていない状態ではありますが、

中でも営業再開を決めた理由でもっとも大きかったのが やはり

「お客様のお悩み」です。

自粛によるストレス、先の見えない不安、心配、運動不足など、

全国的にもコロナ鬱などが話題になりつつありますが、当店のお客様

からも休業中、本当に多くのお困りのお声をいただきました

これまで、私たちが皆さまの心やお身体の支えになれて

いたのだということを心から感謝するとともに、 今だからこそ、

私たちにできる最大限のケアを施術や接客を通して、

行わせていただくべきだと 強く痛感いたしました。

すでにご予約を振り替えていただいているお客様は

当初の予定通り営業させていただきますので

安心してお越しいただければ幸いです。

また、貸し切りのため予約枠は大きく制限されますが、

できる限り調整させていただきますので

現段階で予約の入っていない方も お問い合わせ

いただければ幸いです。

最後に、私たちの本音を言わせていただきます。

休業の間、お客様にお会いできないことが

これほど辛いものなのだということを

痛切に感じていました。

誰もいないサロンで、寂しさと お客様への感謝が

同時に湧き出て涙を流したこともありました。

営業を再開して、皆さまにお会いできるのを

もっとも楽しみにしているのは

私たちなのだと思います。

・店内や備品、手指の消毒 ・換気、衛生管理

・人が重ならない配慮 ・マスクの着用

最大のリスク回避をととのえて 皆さまにお会いできるのを

心よりお待ち申し上げております。

まだ先の見えない不安の中、 一日も早い終息を願いつつ

皆さまの心とお身体の健康を心よりお祈り申し上げます。



客単価を上げる20の方法（番外編）

・ピンチはチャンス

進化

進化とは、
優れていくことではなく
環境に合わせて
変化（対応）していくこと

変化できたものが生き残ってきた

環境が変わるときや
ピンチが訪れたときは
変化するチャンス、
大きく飛躍するチャンスである



・最後に ～向井邦雄よりメッセージ～

【価値観が変わる】

エステやリラクゼーションはこれまで
「贅沢産業」と言われてきました。

今回のステイホームや営業自粛により、多くの人が
必要なものと必要でないものが明確になってきています。
「モノ」よりも「ヒト」「ココロ」。

今はとても大変な時期ですが、これからは必ず
私たちの「人」や「心」が求められる時代になります。
「私たちだからこそ」必要とされる時代になります。

絶対に、絶対に今をあきらめない。
明るい未来を信じて、歩んでいきましょう！



あなたとあなたのサロンが
たくさんのお客様に愛され

毎日がキラキラと輝きますように

あなたの成功を
こころよりお祈りいたします

リピートサロンコンサルタント

向井邦雄
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