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ASCH 滝の水店 
店長 水越敦史

VISAGE CREATION 
エリアマネージャー 西山周作

ロレアル プロフェッショナルのブランドの普及のために、アカデミーセミナーやコン
テスト審査員をはじめ、イベントでのプレゼンテーションや全国のサロン様でセミナー活動を
行い、ロレアル プロフェッショナル製品を効果的に活用できるように提案をしています。

＼ロレアル プロフェッショナルを語れるプロ集団／

IDアーティストのご用命は、ロレアル プロフェッショナル担当者にご相談ください。

ASCH教育チームの一人として、新人
研修・キャンペーンなどでリーダーを経験。
メーカー・ディーラー主催の講習会、学校の
講師、ヘアショー、撮影にも多数参加。

日本ヘアデザイン協会モード設定委員。発表
会や講習・ヘアショー・撮影と幅広く活躍。
メイクへの造詣が深く、トータルデザインの
似合わせやパーソナルカラーに定評あり。

IDアーティストという存在を知り、自分も

さらに活躍の場を広げたいと思い試験を

受けました。日頃から、カットとカラーの技

術やトレンドを研究しているので、カットを

活かしたヘアカラーが得意です。たくさん

の方たちと出会う中で、私自身も美容師

としての成長を感じています。全国の皆

さんと情報交換しながら、これからの美容

業界を盛り上げていきたいです。

美容師としての成長のためにもチャレンジ

し続けられるステージだと感じ、IDアーティ

ストを志しました。パーマデザインが好き

なので講習も得意です。実践的なテクニック

を日々研究しています。今後も沢山の事を

吸収し、講師活動、ステージワーク、撮影

などを通じて年代問わず全国の美容師さん

達と触れ合い、刺激し合える活動をして

いきたいです。
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 海外アーティスト ヘアショー

 海外アーティスト ヘアショー ビジネスフォーラムトレンドプレゼン

お客様がまた行きたくなる
ラブサロン提案
イベントレポート

http://www.loreal-professionnel.jp/
http://www.facebook.com/
LorealProfessionnel.jp

@lorealpro
http://www.instagram.com/lorealpro/

オフィシャルホームページ
Facebook Instagram



新客にはプラスαの提案が効果的！
プロファイバーで
お客様リピート率70%を目指す

高付加価値ヘアカラーメニューで
平均客単価＋30%を目指す

消費者ニーズを気づかせる
体験型イベント

「ノーシャンプーナイト」成功の秘訣

6週間に1度のカラーメンテナンスで
サロン訪問頻度8回/年を目指す

ロレアル プロフェッショナル
ビジネスフォーラム 2017

平素よりロレアル プロフェッショナルに多大なご支援を賜り

誠にありがとうございます。

2017年度、ロレアル プロフェッショナルはパートナーサロン様

のビジネス向上のサポートを主たるミッションとし「LOVE 

SALON」化プロジェクトを推進しております。

「LOVE SALON」とは「お客様から愛されるサロン」を

意味し、髪が伸びたから切りに行く、根元が伸びたから染め

に行くようなメンテナンスのために行く場所ではなく、お客様

に最高の笑顔と幸福感を感じていただき、ドキドキ、ワクワクと

期待に胸を膨らませてお越しいただく場所になることが、

これからのサロンビジネスのカギとなると考えています。

そうなることによって我々の目指すリピート率70％・サロン

訪問頻度年8回・平均客単価＋30％が実現できると

信じております。

今号では「LOVE SALON」をテーマに、平均客単価＋30％

を目指すことができる新製品アンプリフィックスを使用した

ハートルックカラーの提案や、サロン訪問頻度年8回を

実現するためのアルーリアを活用したコントゥアリング

ヘアカラーやシーズントレンドでの6週間1サイクル提案、

リピート率70％を実現するためにロイヤルカスタマー化

を狙えるプロファイバーを使用したメニュー提案など、

実際の現場で活用されている情報や、生の声をたくさん

掲載させていただいております。ぜひ皆様のビジネスに

ご活用いただけると幸いです。

2017年も残り少なくなってまいりましたが、ロレアル プロ

フェッショナルはパートナーサロン様の真のビジネスパー

トナーとなるべく社員一丸となって今後も日々邁進して

まいりますので、引き続きご愛顧賜りますよう宜しくお願い

申し上げます。

お客様がまた行きたくなる
ラブサロン提案
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イベントレポート12

日本ロレアル株式会社
プロフェッショナル プロダクツ事業本部
ロレアル プロフェッショナル事業部
事業部長

鬼頭 亜紀子
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“お客様がまた行きたくなるサロンづくり”をサポート

“ラブサロン”

お客様
リピート率

サロン
訪問頻度

平均
客単価70％ 8回/年 ＋30％

お客様の期待を超える提案を行い、お客様自身
が気づいていない新しい魅力を引き出すことで
ファンを作ることができます。お客様が期待に
胸をふくらませ、また行きたくなるようなサロンを
一緒に作っていきませんか？

ぜひロレアル プロフェッショナル担当者にご相談ください。

差別化できる製品

お客様の期待を
超える提案

ファッションである
世界のヘアをリード

アシスタントから
マネジメントまで
レベルに合わせて
しっかり育成

お客様のモチベーションを
上げる環境提案

サロン繁栄に関わる
人材の教育

お客様の夢を
かなえる場所へ

ロレアル プロフェッショナルが目指す「ラブサロン」とは？

ラブサロンのために、ロレアル プロフェッショナルは６つのポイントよりご提案。

技術の
向上

環境
提案

トレンド
発信

高付加
価値

製品と
提案

人材
育成

サロン
分析

ラブサロン
「スタイリスト」を

育てるサポート

ラブサロン
「体験」を

お客様に提供
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を目指す

5月よりロイヤリティプログラムカードを導入して、お客様によりお店

に来ていただけるように取り組みを始めました。次回来店を意識し

ていただくためにお店ではいつもと違う提案や、施術中に次回の提案

を自然に行うようにしています。

田 中さん お客 様とセット面で髪 の 状 況を一 緒に確 認しながら、

メニューを決める際に『いつもの 』ではなく必ずポイントでスタイル

チェンジを提案。カットカラーのお客様には顔の輪郭を綺麗に見せら

れるスタイルにしませんか？とコントゥアリングヘアカラーのイメージを

見せておすすめしています。

工藤さん  カラーの施術中に2週間後や1か月先に髪の状況がどう

なっているのかをきちんとお伝えしたり、お客様の髪の悩みやライフ

スタイルをヒアリングし、どのタイミングで来店が必要か『美』に対する

動機づけを行い次回来店につなげています。

お帰りの際にはもう一度来店を促すためレシートに「賞美期限」を記入、

次回来店を書いたカードもお渡ししています。そこにロイヤリティプロ

グラムカード特典のヘアケアミニセットをお見せするとお客様は興味

深々、特典を購入したいとおっしゃる方がいる程で次回来店する動機を

さらに後押ししてくれて来店周期を6週間に近づけることができました。

今日きれいになるのは当たり前、次回どうきれいにするかを提案するのが大事！

年8回来店していただくために6週間に1度
ヘアカラーのメンテナンスを提案することが重要！

ロイヤリティプログラムカードを
使って6週間で再来店！
ヘアカラーメニューを、スムーズに提案！

OSHARE・DORO LUPIN 
青森県青森市三内稲元104-2 スタッフ数／9名、セット面／8面、シャンプー台／3台

トップスタイリスト 
田中正人さん

店長 工藤美奈さん

ロレアル プロフェッショナルでは「コントゥアリングへアカラー」テクニックと
シーズンごとにヘアカラーレシピをご用意。“6週間＊21サイクル”すなわち年8回来
店していただくために、年間提案をサポートします。

イメキシン
ロレアルのみが 使用 可 能な独 自 染 料
I M E X I N E  OAX＊3配合。6週間＊2色みが
長持ち。新サイクル提案を可能に。

6week 6week 6week 6week 6week

春夏レシピ サマーレシピ 秋冬レシピ

コントゥアリング リタッチ リタッチ リタッチコントゥアリング コントゥアリングコントゥアリング

＊1 ロレアル プロフェッショナルにおいて　＊2 当社調べ。個人差があります。　＊3 塩酸ヒドロキシプロピルビス（N-ヒドロキシエチル-p-フェニレンジアミン）：トゥルー／クール／ウォーム／ウォームトープ／ベージュ／ラベンダーアッシュブラウンに配合

医薬部外品

年間
提案例

来店頻度年8回を目指せるヘアカラーシステム＊1

ロレアル担当者と一緒に、来店促進のためのミー

ティング。ヘアカラーの来店促進のため、コントゥア

リングヘアカラーやロイヤリティプログラムカードの

使用方法などを共有する。

ヘアカラー施術時には2週間後の根元の状況や、1か月後の毛先の状況を

きちんと説明。次回どれくらいのタイミングでヘアカラーが必要かをお伝えし、

次回来店の意識をもっていただく。

再来店の頻度を高めるために店内でミーティング。

お客様へのアプローチ方法や、ロイヤリティプログ

ラムカードの特典や提案方法など意見を出し合う。

お帰りの際に受付で賞美期限をお知らせし、ロイヤリティプログラムカードに

次回来店日を記入してお渡し。特典をディスプレイして再来店の意欲を高める。

サロン
訪問頻度8回/年

メニュー提案の際には、必ず「いつもの」ではなく新

しい提案を！ 顔の大きさや形を気にしているお客様

は多いのでコントゥアリングカラーはオススメ。お客様

にはイメージを見せて、わかりやすい言葉で提案。

次回来店日を記入し、
来店周期をコントロール
できる販促ツール。6週
間1サイクルでヘアカラー
を施術したお客様に2回
に1度スペシャルギフト
をプレゼント！

ロイヤリティプログラムカードとは？



を目指す

新発売

生え際の立ち上がりなど年齢とともに様々

な悩みが増えてくるので、明るくするだけや

グレイをカバーするだけのヘアカラーは最近

していませんでした。ハートルックカラーを

体験してビックリ！ 根元がふわっと立ち上が

り、ブローしなくてもダウンスタイルが決まる

気がします。ヘアカラーをしたのに上質な

トリートメントをした感覚です。私のようなヘア

カラーを最近しなくなった同世代には「大人の

ヘアカラー」としておすすめしたいですね。

ヘアカラーはカットを除き、
サロンのメニュー内で
一番実施頻度の高いメニュー。

多くのフォロワーが絶大な信頼をよせる大日方久美子さんが体験。今まで持っていた
ヘアカラーへのイメージを一新し、このワクワクする体験をもっと多くの人に伝えたいと絶賛！

新たな付加価値を提案できるのはエイジング世代へのヘアカラーメニュー

美しい、品のあるヘアカラー＊1

3週間続く仕上り＊2。根元から自然なボリュームのあるスタイルも美しく。
毛先が広がりにくく、まとまり感も。

今すぐはじめるハートルックカラー。
いつものオキシダンクレームをかえるだけ！

お客様とのタッチポイントが
多いヘアカラー

エイジング世代のマーケットはますます
ポテンシャルを秘めた市場！

ヘアカラー： 5.0回/年
ウェーブパーマ : 2.6回/年
トリートメント : 3.8回/年

満足の仕上がり！
エイジング世代にオススメ
ハートルックカラー

高付加価値ヘアカラーメニューで
平均客単価を“30％UP！”

お客様にもサロンにも嬉しい！ ヘアカラーサービス

HEART LOOK COLOR

# HEART LOOK COLOR_SALON REPORT
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パーソナルスタイリスト 大日方久美子さん

2013年よりパーソナルスタイリストとして独立。
独立後に始めたインスタグラムでは、服の値段に
かかわらずエレガントでスタイリッシュな着こなしを
提案し現在7万人のフォロワーを持つ。

※当社調べ

販売名：Vスタイラー（医薬部外品）
6％ 容量：1,000mL

＊1 弊社ヘアカラー剤による　＊2 当社調べ。個人差があります。

ハートルックカラー

 サロンのヘアカラーの
イメージが変わりました！
ワクワクする久しぶりのヘアカラー！

S A L O N  C O M M E N T

未知なる可能性を秘めている
ニューアイテム！
髪が痩せた、ハリがなくなったことを

ヘアカラーのせいと消極的になられて

いる世代にオススメ。ヘアカラーをする

たびにポジティブになってもらえる

アイテムです。

より詳しくご覧に
なりたい方は
こちらまで！

kakimoto arms
ヘアカラーマネージャー

岩上晴美さん

年齢ごとの女性人口
出典：政府統計の総合窓口

(e-Stat)（http://www.e-stat.go.jp/）
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複数メニューをする必要がないので、コスパよし。

ユニークなメニューで他店との差別化ができる。

新たな付加価値による高単価メニュー提案が可能に。

新しい技術を覚える必要がなく、すぐに導入・メニュー化ができる。

追加の施術時間必要なし！ 
いつもと同じヘアカラーの施術時間で理想的な仕上がりへ。

根元から自然なボリュームのあるスタイルも美しく。
まるでハート型のようなシルエットも自然に。

お客様との
タッチポイント

が多い

エイジング世代へのヘアカラーメニューには、ハートルックカラーを提案します

日本は世界で最も高齢化が進んだ国で
あり、今後もさらに加速することが予想
されます。年齢別にみると、女性の全人口
に占める40歳以上の割合は62％。こう
した時代の流れに応える意味でも、エイジ
ング世代のニーズをとらえたメニュー提案
が欠かせません。

カットを除くと、顧客とのタッチポイ
ントが最も多いメニューであるヘア
カラー。これからは、「グレイヘアを
美しく染める」だけでなく、「ヘア
のお悩み対応」にもつながる新しい
提案が必要です。

平均
客単価＋30%

お客様のメリット

美容師・サロン様のメリット

♯ロレアルプロ ♯ハートルックカラー
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S A L O N  C O M M E N T S A L O N  C O M M E N T

ハンドブローだけでも、自然な立ち

上がりでふわっとする感じですね。

40代以降のボリュームが無くなった

方で、ショートからミディアムくらいの

短めの方、髪が細い方におすすめ。

2剤を変えるだけで、カラー剤を作る

プロセスや塗布作業が変わらないの

で、手間がかからないのもポイント。

カラーするたびに、上質なフォルム

になるのがとてもよいと思います。

今までなかった新しいヘアカラー

メニューが提案でき、ヘアカラーの

価値もUP！ 根元の立ち上がりが気

になる方、エレガントスタイルの方、

根元が立ち上がるべきスタイルの

方におすすめ。

仕上がりの違いを感じてもらいやす

く、カウンセリング時に、頭頂部のボ

リュームを気にされる話が多い方には、

ヘアカラーメニューの付加価値提案に

繋がり、さらなる伸びしろを感じて

もらえる。

AnZie 代表
坂狩トモタカさん

Violet 代表
 前原穂高さん

Granmash代表
小林忠さん

エイジング世代のインフルエンサーが絶賛！ ラブサロンにつながるこれからの大人      のヘアカラーメニュー

インフルエンサーも感激！  わたしたちのハートルックカラー！
# HEART LOOK COLOR_SALON REPORT

を目指す
平均
客単価＋30%
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yuri kobayashiさん

最 初は、ハートルックという名前を聞いて

不思議に思いましたが、根元が立ち上がった

ようなシルエットの形と知って納得！ 年齢

と共にボリュームが出にくくなってきている方

や、出産後の抜け毛で悩んでいる方にもおす

すめ。手ぐしを 通し た とき の サ ラ サ ラ 感

がうれし いですね。

♯ロレアルプロ ♯ハートルックカラー

♯ロレアルプロ ♯ハートルックカラー

♯ロレアルプロ ♯ハートルックカラー ♯ロレアルプロ ♯ハートルックカラー

“

”

yuu sakuraiさん

パ サつきや広がりが気になったり、髪の毛

にハリ・ツヤ、女性らしさが欲しい方におす

すめ。根 元がふわっとして毛 先がまとまる

ハート型のようなイメージがつきやすくかわ

いいネーミングでとてもいいですね。

“

”

hitomiさん

髪 が細くなってボリュームが 減ってきた

ので、スタイリングがしにくい時が出てきま

した。根元からの立ち上がりや、髪のハリ

やコシに悩んでいる方は、日頃の スタイ

リングがしやすくなりそう。しかも追加の

コストをか けなくてもい いので 、お 試し

しやすいですね。

エイジング世代の細毛の方や髪の

トップのボリューム感を気にされて

いる方におすすめ。ハンドブローだけ

で髪の分け目のくせが直せるくらい

の根元の立ち上がり感が良いです

ね。自宅でブローされた際も、根元の

ふんわり感や手触りがUP！ 施術時

間も変わらないので、導入しやすい。
MAGNOLiA 代表

ＭＡＲＢＯＨさん

“

”

nobuko  i s h i j imaさん

ボリューム感が減ってきているのが気になって

いたのですが、根 元 からふ わっとした 立ち上

がりを感じられてうれし いです。毛量が少な

く、髪の毛が細い方には特におすすめ。通常のヘア

カラーの時間で済むのも忙しい私には助かり

ます。いつもと同じようなブローで、もともと

あったスタイルが活かせます！

S A L O N  C O M M E N T S A L O N  C O M M E N T



を目指す

新客の特性を活かしたメニュー提案。さらにキャンペーンを活用！

お客様
リピート率70%

ロレアルの担当者と店内ミーティング。新客は若手が

担当することが多いため、プロファイバーのアプローチ

方法や施術の仕方の確認や、お友達紹介キャンペーン

を全員で理解する。

1

43

2

セットメニューとキャンペーンを活用して
新客のリピートとその友人の来客へつなげる！

お帰りの際にはレセプショニストからお持ち帰りの店販製品の説明と、

お友達紹介キャンペーンのご提案。今日の特典と、次回につながる特典

をお伝えるすることで来店意識をUPさせる。

「カット」や「カット＋カラーメニュー」のお客様にプロファイバーのセットメ

ニューを組み込んでご提案。自宅で使用できるお持ち帰り製品のお話

もしてお得感を伝える。

井 田さん  お店が駅ビルのルミネの中という立地なので、新客の多くは

フロアをご覧になってそのまま飛び込みで入ってこられる方やWEB広告を

見ていらっしゃる方が中心です。

そしてそのお客様は「カット」や「カット＋カラーメニュー」の方が多いので、

カットやカラーの「技術プラスα」で、よりその満足度を高めてリピートに

つなげていこうと考えました。

そのためには補修効果＊1が4週間持続＊2することで満足度がより高め

られるプロファイバーがぴったり。また既存客にはプロファイバーの店販製品

も評判が良いため、お持ち帰り製品をセットにしたメニューにすることで自宅

でのケアも満足度が上がり、次回のリピートにつながっています。

さらにロレアル プロフェッショナルの「お友達紹介キャンペーン」を活用。

お友達がプロファイバーをお店で受けると、紹介した方にも特典があるの

で次回来店の動機につながり、さらに新客を獲得することもできます。

新客にはプラスαの提案が効果的！
プロファイバーキャンペーンを利用してリピート率UP！

Massato Paris EX 大宮店
埼玉県さいたま市大宮区錦町630 LUMINE2/3F スタッフ数／8名、セット面／10面、シャンプー台／4台

ロレアル プロフェッショナルではプロファイバーファンを

増やすため「お友達紹介キャンペーン」を実施しました。

POPや特別優待券、プレゼント用の製品をご用意。

プロファイバーを受けた方からプロファイバーの良さを

お友達に語っていただき、お友達が来店し施術されたら

紹介者に製品をプレゼント。紹介者のリピートや新客の

獲得が可能に！（キャンペーン期間5月17日～8月31日）

今回活用した
キャンペーン

POP 特別優待券

シャンプーの際にプロファイバーの詳しい特長を説明。補修効果＊1が4週間

持続＊2することなど今までのトリートメントとの違いをお伝えし、より

満足度を高めリピートにつなげる。

Store Manager / Senior Stylist
井田実穂子さん

＊1 髪のなめらかさ　＊2 サロンケアとホームケアのトリートメントプログラム



サリー・ブルックスとジェイミー・ブルックスは2001年イギリス、ロンドンにサロン
「BROOKS ＆ BROOKS」をオープン。トレンドを実用的なスタイルに落とし込む
ことに定評があり、数々の受賞歴もあります。そんなふたりがモデル10人を起用した
スペシャルステージに登場。近未来的なファッションにマッチしたデコラティブなスタイ
リングを、ライブで見せてくれました。ロレアル プロフェッショナルIDアーティストたち
もバックステージでサポート、一緒に圧巻のショーを作り上げました！

BROOKS & BROOKS（From UK）
Sally Brooks / Jamie Brooks

GUEST 
SPEAKER

BROOKS & BROOKS
SPECIAL STAGE

L'ORÉAL PROFESSIONNEL
BUSINESS FORUM JAPAN 2017
8月1日（火）グランドプリンスホテル新高輪で開催された「ロレアル プロフェッショナル ビジネスフォーラム ジャパン2017」。

「Unleash the STAR in You～あなたの中にある魅力（スター）を解き放ちましょう！」というテーマで、
各コンテストのファイナリストたちが対決。栄えあるチャンピオンが決定しました。

イベントテーマは「LOVE SALON」
お客様に「行きたい」、
そして「戻りたい」を感じてもらうために

今年はスペイン！
STYLE & COLOUR TROPHY
チャンピオンは世界の舞台へ！

PERM TROPHY

STYLE & COLOUR TROPHY

Champion

Champion

comment
kakimoto arms 堤田大介さん・岩元俊介さん

「日本人のカッコよさ」を表現するため、黒髪を活かしたカラー
リングからスタイリング、メイク、ファッションまで、とことんチーム
で話し合い完成させました。

「BROOKS & BROOKS」によるスペシャルステージと、
今後のサロン作りのヒントにもなる、ゲストスピーカーの
スピーチも行われました。

今回よりオールジャパンファイナルで選ばれたスタイル＆カラー
トロフィーチャンピオンは、世界大会に出場する権利を獲得！ 今年
度の世界大会は、スペインのセビリアで行われます。ぜひ皆さん
もチャンピオンになって、世界の舞台を目指しませんか？ 日本チーム
が世界チャンピオンになることを、ロレアル プロフェッショナル
チーム一同、全力でサポートいたします。

KENJÉ FACE。 大船 
速水麻里奈さん
comment

ただ「キュート」なだけでまとまらないよう、
スタイリングに動きやスピード感を出す、

「攻め」の意識で臨みました。

スタイリスト部門STYL IST

全国にレストラン＆バーを24店舗展開する
経営者視点から、生き残れる店舗作り、
スタッフ育成の秘訣を話していただき
ました。「レストランはお客様を戻すゲー
ム」と考え、顧客目線で考える姿勢から

「LOVE SALON」とリンクするヒントを、
たくさん教えてもらうことができました。

株式会社HUGE（ヒュージ）
代表取締役社長兼CEO 新川義弘氏
comment

バーテンダー、SG Management LLC CEO、
株式会社 fivesenses 代表 後閑信吾氏

comment

KISEI アリオ仙台 泉店 
米内山優さん

ASCH 壇渓通店
山口修弘さん

サムソン＆デリラ調布店
高橋李奈さん

世界各国の人が集まり会場は熱気
に包まれとても刺激的でした。良いも
のを見て、それをスタイルに落とし
込むため努力を惜しまずチャレンジし
継続するという精神を学べたように
思います。このようなステージにぜひ
立ってみたいと思いました！

それぞれの国が誇りと期待感を持ち
ながら応援している姿に「これぞ
世界大会」という雰囲気を感じました。
出場者の情熱と表現したいものを
創り出す探究心に感動しました！
この素晴らしい世界大会に参加で
きたことを誇りに思います。

想像よりもはるかに規模が大きく
「世界のロレアル」を肌で感じました。
世界中のハイレベルな作品を見て、
自分の中にはなかったヘアカラー
の考え方などを学び、価値観を広げ
ることができました。このような舞台
に立てるよう私も頑張ります！

What  STYLE & COLOUR TROPHY ?
1954年イギリスでスタートした世界で最も歴史のあるライブヘアコンテスト。以来、開催

国も世界規模に拡大し、世界中の新たな才能の発掘とサロンの発展に寄与しています。

昨年度インターナショナル グランドファイナル観覧者の声 2016年10月 ポルトガル リスボンにて
バーテンダーとして渡米、その後「バカルディ
世界レガシーカクテルコンペティション」
で総合優勝し「世界一のバーテンダー」
の地位を獲得。その立場から、タイトル獲得
とは一瞬であり、「勝った後に自分が何を
するか」を重視してこそ、「日本一」であり

「世界一」になり得るというお話しをして
いただきました。

GUEST 
SPEAKER

LAWRENCE viv
林中美優さん
comment

昨年入賞を逃し、全国大会再出場を目標
に頑張ってきました。今回はウルフスタイル
に決め、思い切って勝負しました。

JUNIOR STYLIST ジュニア
スタイリスト部門

チャンピオンは世界大会へ！



NO SHAMPOO NIGHT

1980's 

2017

ビタミノカラー A・OX 
クレンジングクリーム
販売名：
Vカラー A・OX
ヘアクレンジングクリーム

リスアンリミテッド
クレンジングクリーム
販売名：
リスアンリミテッド
ヘアクレンジングクリーム

見たこともない製品を好きになってもらうには体験が一番！

お客様を巻き込んだ体験型イベント「ノーシャンプーナイト」の秘訣を教わりました。

“髪を洗う”にもっと自由な選択肢を求めた、クレンジングクリーム。

先進ブームを訴求し、店舗売上UPを目指しましょう！

それまで夜にシャンプーを
するのが当たり前だったのが、
朝シャンプーするという
新しい習慣がブームに

シャンプーとリンスが1本で
と言う時短の製品がブームに

トリートメントで洗うといった今までに体験したことのない＊

新しい提案ができる製品です！！

女性の2人に1人がナチュラルなヘアケアの使用に興味を示
している事がわかっています。また、中でもカラー・パーマの刺
激に敏感な方や頭皮が繊細な方など悩みを持たれている方が
より高い関心度を示している事もわかっています。

2000's 

1

■ ナチュラルなヘアケアへの興味

通常営業後にスタート！ 確実
に実感していただけた証拠
に、参加者数よりもたくさん
の本数を売上！ 友人や家族
の分を購入された方も！

「参加すれば、必ず楽しい
イベント」であることを伝え、
お客様が参加した際のプレ
ゼントも提示。

何度も練習した施術の流れでス
ムーズにシャンプーを行う。良さや
効果の伝え漏れがないようにきちん
とお話も。

ご自宅で正しく使ってもらえるように動
画を見ていただきながら、スタッフのワン
コインブローかセルフブロー。自分でされ
た方はいつもと違う効果をより実感！

今までにない新しい製品をお客様にサロンワーク内ですべてお伝え
するのはなかなか至難の業。だから今回のように店内イベントを企画す
るのはとても効果的です。しかも、いつも以上にお客様とのコミュニ
ケーションをとれるので、より深い関係を築くこともできるようになり
ます。その時に心から満足していただくためには、‘すぐに’、‘真剣に’

‘正直に’取り組むことが大切だと考えています。

ブロー後は特別に取り寄せた日本未
発売のチョコレートドリンクでリラックス
タイム。その時にロレアル担当者がお
客様へ詳しい説明やフォローすること
でお客様の購買意欲もUP。

仕上がりの良さを実感してほと
んどのお客様がその場で購入！ 
お帰りの際にヘアケアのプレゼント
もお渡しし、どのお客様も満足して
お帰りに。

ノーシャンプーナイト
を成功させるコツ

お客様に喜んでいただくからこそ、
購入数もUPする！

お客様に楽しく告知！
POPやSNSを使って

当日はお待たせしないように！
きちんと製品の良さや効果を伝える

使い方のわかる動画を見て
いただきながらブローを行う

体験後はロレアル担当者が
お客様をフォロー

納得してその場で購入！
その後リピーターも続出！

ノーシャンプーナイト　レポート
今のニーズを気づかせるためには、お客様に体験していただく！

ノー
シャンプー

シャンプーの歴史

ナチュラルなヘアケアの
使用に興味がある

※当社調べ

カラー・パーマの刺激に敏感な方 …

頭皮が繊細な方 …………………

頭皮が乾燥している方 ……………

髪のボリュームが足りない方 ……

64%

63%

60%

56%

悩み別関心度

REP O RT

2 事前準備を店内会議で徹底議論！ 当日のシミュレーションを何度も行い、誰が担当しても同
じ内容がお伝えできる台本や、お客様が製品を正しく使うための動画も作成！

イベント準備・流れ
REP O RT

髪ばかりにフォーカスされていた
製品が多い中、頭皮ケアに
フォーカスした製品がブームに

シャンプーの回数を減らして
頭皮や髪に優しさを
という考え方がブームに

頭皮や髪にシリコンが負担を
かけているという
考え方が浸透しブームに

頭皮ケア
シャンプー

ノンシリコン
シャンプー

朝シャン
ブーム

リンスイン
シャンプー

YES
45%

LIDDELL
大阪府藤井寺市北岡1-4-11

代表取締役 彩葉さん

1

2 3 4 5

イベントで大切なのは、３つ。
❶事前の準備
❷お客様に損をさせない
❸自分たちも楽しむ
お客様の気持ちになって真
剣に考えるからこそ、本当に
喜んでいただけるイベントに！

時代によって変化する
今のニーズは『ノーシャンプー』

＊ロレアル プロフェッショナルにおいて


