Vol.4
No.1

Beauty Business Review

March 2016

ビューティビジネス
レビュー
Article
論文

「日本の美容サロン業界における
スタイリストに対する顧客満足度と店舗売上の関係」
永井
永井

猛（早稲田大学）
竜之介（早稲田大学）

「日韓化粧品業界のブランド戦略
―

擦り合わせ型と組み合わせ型によるブランド展開の考察― 」

赤松

Research
Note
研究ノート

Project
Research
プロジェクト成果報告

裕二（大阪市立大学大学院）

「ネイルケアが女性の心理に及ぼす影響」
川久保 惇（立教大学大学院）
林田 明子（立教大学）
小口 孝司（立教大学）

「高齢者向けカラー寝禅ビジネスの事業創造戦略
「精神美効果」「介護予防効果」を指向して 」
―

―

塩瀬

静江

「中国における高齢者介護サービス業の新ビジネスモデルの構築
理美容・介護・医療の三位一体型訪問トータルケアー 」
―

卓

―

蓮

「東急ハンズの新規事業「ハンズネイルサロン」出店プラン」
姜

晨

「まつげエクステのサービス設計と教育プラン
ヘアサロンのトータルビューティ化を目指して 」
―

金

―

婷

刊行によせて
『ビューティビジネスレビュー』Vol.4、No.1 をお届けします。ビューティビジネス学会
が設立されて今年で６年目を迎えることになります。この間、会長の江夏健一先生のご尽力
と会員各位のご協力により、号を重ねるごとに内容もいっそう充実してきました。
今号は大学関係者による２つの論文、１つの研究ノートに加えて、ハリウッド大学院大学
ビューティビジネス研究科の修了生による「プロジェクト成果報告」が４本掲載されていま
す。ビューティビジネスにおける産学共同を目指す学会にとって大変喜ばしいことだと思わ
れます。
今号がこうした形で刊行されるのは、貴重な原稿を寄せていただいた執筆者の方々だけで
なく、編集委員、査読委員その他の方々のご努力によるところが極めて大きいものがありま
す。さらに、毎回の大会で真摯な報告と熱心な討議に参加される会員のみなさまの貢献の賜
物でもあります。ここに改めて関係各位に対して心より感謝申し上げます。
ビューティビジネスは、日本だけでなくアジア、そして世界での大きな発展の機会に直面
し、多くの人々の関心を集めて来ました。経済成長がもたらす豊かさは、日常生活における
単なる物質的な欲求を超えて、人々の精神的・美的なものへの関心を高めます。そこでは、デー
タや数字で表される「機能的な価値」だけでなく、個々人の感性や経験に訴える「意味的な
価値」がいっそう重要になってきます。
今後もビューティビジネス学会が様々な学会活動を通して、真の意味での美しい豊かな社
会の創造に寄与するために本誌が少しでも役に立つよう会員のみなさまと共にいっそうの努
力を重ねていきたいと願っています。

2016 年 3 月吉日

ビューティビジネス学会会長

寺本

義也
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日本の美容サロン業界における
スタイリストに対する顧客満足度と
店舗売上の関係
永井

猛

永井

早稲田大学

竜之介

早稲田大学

要旨
日本の美容サロン業界では、1994 年に James Haskett 等によって提唱された「サー
ビス・プロフィット・チェーン」がうまく機能していない状況が続いている。この論文の
目的は、日本の美容サロンで働いているスタイリストの個人売上と顧客満足の関係を構
造化してとらえることである。顧客満足度がスタイリスト（美容師）個々人の売上を規定
することは明らかであるが、顧客満足度と店舗の売上とは有意な相関関係は見いだせな
かった。本稿では、実際の企業のデータを用いて、その根本原因の考察を試みた。

キーワード
サービス・プロフィット・チェーン

スタイリスト

顧客満足（度） リピート（率）

指名客（数）

Abstract
In Japanese beauty salon industry, the Service-Profit Chain advocated by James L. Hasket, et.
al in 1994 have not worked for a long time. The purpose of this thesis is to structure and catch a
relation between the sales of the hair-stylist working at a Japanese beauty salon and a consumer
satisfaction.
It's clear that customer satisfaction influences the sales of the hair-stylist individual, but
a significant correlation can't be found with the sales of the store. We tried explication of its
fundamental cause using data of an actual enterprise by this thesis.
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Ⅰ はじめに
人が人に対して直接、しかも相当の時間をかけてサービスを提供する美容サロン業界では、一般的には、
「ス
タイリストの顧客満足度が高くなればそれだけ個人の売上も、ひいてはサロンの売上も向上する」
と盲目的に
思われてきている。実際には、顧客満足度はスタイリスト個人の売上とサロンの売上にどれだけ貢献してい
るのであろうか。
これまで性善説に立脚した自己啓発的色彩で語られることがあまりにも多すぎたこの業界も、もはや精神
論や根性論だけでは通用しない新しい競争ステージに入ってしまっている。
筆者らは、これまでに、美容サロン業界で働く人たちのモチベーションサーベイや美容サロンに対する顧
客満足度の構造などの解析を通して、それらをベースに様々な提言を行ってきた（永井（2002）
、永井他
（2004）
、永井（2010）
）
。その過程で明らかになったのは、Heskett, J. L. 等によって提示されたサービス・
プロフィット・チェーン（Heskett, J. L. et al.（1994）
）が巧く連結されていないということであった。つま
り、社内サービスの質改善→従業員満足→従業員の定着率と生産性→顧客サービスの質→顧客満足→顧客
ロイヤルティ→売上と成長および利益率、そしてそれらがまた社内サービスの質改善に結びつくというフィー
ドバックループが、いくつかの隘路によってうまく連結していないということである。
本稿では、
「立地型サービス産業のマーケティング研究部会」（１）が現在手元に保有するデータ（美容サロ
ンＸ社の14店舗のスタイリスト125名の6カ月分の売上合計、
指名客数、
各人の顧客満足度評価）
に基づいて、
美容サロン業界の顧客満足度と売上についての解析を試みた。つまり、顧客満足と売上の間に存在するミッ
シングリンクを解明する試みであり、そこから同業界の戦略課題を抽出しようとするものである。特定企業
の限られた変数のみで一般化するにはあまりにも不十分であるが、その限界を承知の上で解析したものが本
稿である。

Ⅱ 店舗レベルのデータ解析
店舗売上の分析は、立地型サービス産業の経営成果を大きく規定する要因、とりわけ立地特性や店舗特
性――例えば、立地環境（駅前か街中か郊外か、あるいはショッピングセンター内か否か）や店舗規模や商
圏内の競合度、営業年数、価格水準、等々――を詳細に検討しなければ結論は出せない。
多店舗展開を行っている X 社の顧客満足度調査のデータを基に、スタイリストの顧客満足度と売上（半
年分）
の関係を分析してみる。
表１はスタイリスト個々人のデータ（個人売上高、指名客数、顧客満足度評価）
を店舗別に集計したもの
である。店舗レベルでの売上と顧客満足度（各店舗のスタイリストの顧客満足度の平均値）の間には図１を
見れば一目瞭然のように、統計的に有意な相関関係は見出せない（両者の相関係数は R ＝ .207）
。
顧客満足度が低くても店舗売上が大きい店（L 店）がある一方で、顧客満足度が高くても店舗売上が小さ
い店（G 店、K 店）
がある。店舗売上と圧倒的に相関関係が強かった変数はスタイリスト数であり（図表２、
R=.935）
、次にスタイリスト一人当たりの平均売上である（図表３、R=.603）
。
しかし、この事実は、至極当り前な結果とも言える。なぜならば、店舗売上は店舗のスタイリスト一人
当たりの平均売上とスタイリスト数の積で決まるからである。一般的には規模の大きな店は売上も大きくな
り、
それだけ多くのスタイリスト数が配置される。ただし、
どんなに売上が大きくとも店舗規模（セット面数）
に限りがある店舗はスタイリスト数を増やそうとしても限界がある。
より大きな問題は、スタイリスト一人当たりの平均売上である。Ｘ社の場合、店舗により 600 万円～
900 万円弱まで、その差は大きい。
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表１ 店舗別データ
表 1 店舗別データ

店舗名
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N

店舗売上高
（半年分／円）

顧客
満足度

指名客数

34429647
56893815
48399383
76162984
97214189
79445724
52709931
65411237
73468330
116136749
37310906
81577119
48844949
41679424

2881
3617
3641
4438
5581
4858
2739
4642
4011
5649
2567
4299
2495
2858

回収率

124.20
113.63
123.25
140.56
129.79
125.70
136.43
116.70
133.09
136.38
130.33
108.18
126.33
123.29

スタイリスト
一人当り
平均売上
6885929
7111727
6049923
8462554
6943871
7944572
7529990
6541124
6678939
8933596
6218484
7416102
8140825
5954203

スタイ
リスト数

22.40%
23.00%
25.70%
23.70%
27.90%
26.40%
25.70%
29.10%
25.20%
26.40%
25.40%
26.40%
23.60%
27.50%

5
8
8
9
14
10
7
10
11
13
6
11
6
7

No.1
スタイリスト
の売上シェア
0.306
0.171
0.198
0.157
0.144
0.171
0.224
0.205
0.143
0.135
0.241
0.118
0.196
0.183

（注）網掛け部分は各変数の最大値と最小値を表す。また、顧客満足度は、不満足（-2）、やや不満（-1）、
普通（0）、やや満足（+1）、満足（+2）の 5 段階評価の平均値に 100 をかけた数値である。

図１ 店舗の顧客満足度（平均）と店舗売上の関係
図１ 店舗の顧客満足度（平均）と店舗売上の関係

J
E
L
F

D
I

H
B

M

C
N

G
K

A

R=.207

（注）破線は平均値を、R は両変数の相関係数を表わしている。
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図２ 店舗売上とスタイリスト数の関係
図２ 店舗売上とスタイリスト数の関係

R=.935

図３ スタイリストの平均売上と店舗売上の関係
図３ スタイリストの平均売上と店舗売上の関係

R=.603
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Ⅲ スタイリストレベルのデータ解析
Ｘ社の 14 店舗に勤務するスタイリスト計 125 人の半年間の個人売上と指名客数、顧客満足度スコアとい
う3 つのデータ、およびそれを店舗別にまとめた変数（店舗別スタイリスト平均売上と店舗売上）の関係を
分析してみる。それらの変数の記述統計値を表わしたものが表２であり、相関係数をまとめたものが表３で
ある。
表３の相関行列表から、顧客満足度と有意な関係にある変数は、個人売上、個人指名客数、店舗スタ
イリストの平均売上の３変数である。また、個人売上と相関関係が強いのは、個人指名客数、顧客満足度、
店舗売上、店舗スタイリストの平均売上の４変数である。

表２ 個々の変数の記述統計値
表２ 個々の変数の記述統計値

個人売上高
個人指名客数
顧客満足度
店舗スタイリスト平均売上
店舗売上

度数
125
125
125
125
125

最小値
227920
5
67
5954203
34429647

最大値
15652476
1517
172
8933596
116136749

平均値
標準偏差
7277475.1 2907019.74
434.21
349.146
126.46
20.469
7277475.1 901718.172
71219737.8 23613568.7

表３ 主要変数間の相関係数
表３ 主要変数間の相関係数

個人売上

個人指名客数

顧客満足度

店舗売上

スタイリスト数

店舗スタイリスト
平均売上

個人売上

個人指名客数

顧客満足度

店舗売上

スタイリスト数

1

.797**
0.000
125
1

.371**
0.000
125
.490**
0.000
125
1

.194*
0.030
125
-0.031
0.732
125
0.122
0.177
125
1

0.094
0.298
125
-0.051
0.569
125
0.059
0.510
125
.927**
0.000
125
1

125
.797**
0.000
125
.371**
0.000
125
.194*
0.03
125
0.094
0.298
125
.310**
0.000
125

125
.490**
0.000
125
-0.031
0.732
125
-0.051
0.569
125
0.024
0.794
125

125
0.122
0.177
125
0.059
0.510
125
.183*
0.041
125

125
.927**
0.000
125
.626**
0.000
125

125
.303**
0.001
125

店舗スタイリスト
平均売上
.310**
0.000
125
0.024
0.794
125
.183*
0.041
125
.626**
0.000
125
.303**
0.001
125
1
125

（注１）上段はPearsonの相関係数、中段は有意確率（両側）、下段は有効サンプル数を表わしている。
（注２）** 相関係数は 1% 水準で有意 (両側)。* 相関係数は 5% 水準で有意。
(注３）「店舗売上」「スタイリスト数」「店舗スタイリスト平均売上」は、同一店舗に勤務するスタイリストには同一の値が割り振られている。

（１）顧客満足度とスタイリスト売上の関係
図４はスタイリスト 125 人の個人売上と顧客満足度をプロットしたものである。店舗レベル（図１参照）
では有意さが見られなかった（ほとんどランダムであった）両者の間には、有意な相関関係が確認できる
（R=.371）
。つまり、顧客満足度の高いスタイリストほど売上が多い（あるいは、売上の多いスタイリスト
ほど顧客満足度が高い）
ということである。
同図の A グループは、売上も顧客満足度も平均値以上のスタイリストである。D グループは、売上は少
ないが顧客満足度は高いスタイリストである。売上が少なくても顧客満足度評価が高いスタイリストが結
構存在する。その理由は、接客顧客数が少ないが故に、個々の顧客に対して時間をかけて丁寧に施術がで
きるからである。その結果、顧客の満足度は高くなる。
逆に、顧客に対して時間をかけて丁寧に施術ができるにもかかわらず、それでも顧客満足度が低いスタ
イリストも存在している（同図の C グループ）
。技術的にも、接客面でも一定水準に到達できていないス
タイリストである。B グループは、短時間で顧客の要望に応える一定水準のカット技術は保有しているが、
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顧客満足に反映できていないスタイリストである。
そして、売上も顧客満足度もともに突出しているスタイリスト、美容サロン業界でハイパフォーマーと
呼ばれている図４の網掛部分に位置するスタイリストは存在していない。指名客数が突出していて、しか
も売上も突出している、いわゆる「ハイパフォーマー」
は何故輩出されないのであろうか。

図４ 顧客満足と売上の関係
図４ 顧客満足と売上の関係

A グループ

ハイパフォーマーゾーン

B グループ

C グループ

D グループ
R=.371

（２）指名客数と売上の関係
当然のことながら、指名客数と売上の相関関係はきわめて大きい。Ｘ社の場合、半年間（26 週間）の指名
客数の最大のスタイリストで1500 人強である（表２）
。週当たりで 60 人、一日当たりで平均10 人程度とい
うことになる。普通のスタイリストならば、対応できない数値ではない。しかし、それはあくまでも机上の計
算による単なる平均値に過ぎない。もしもその通りに顧客に接していられれば、顧客満足度はもっと高くなっ
ている可能性が大きい。
美容サロンの多くは、
需要の平準化が難しい。曜日の差（土・日曜日と平日）
で来店顧客の数が大きく異なる。
また、同じ曜日でも（立地と顧客特性で時間に違いはでるが）
、時間帯によっても需要が大きく変動する（２）。
閑散期と繁忙期が日々の中で、また週の中で繰り返される。工場ならば季節工、あるいは短期の契約社員
や請負契約、飲食ならばパート・アルバイトの数の調整で需要の波に対応している。あるいは、ゴルフ業界
は料金に大きな差（土・日は平日の倍近い料金）をつけることによって対応している。しかし、ほとんどの美
容サロンの場合には、そのような調整（フレキシブルにスタイリストの料金や人数を変えること）
ができない。
顧客に都合のよい時間帯とサロン側に都合のよい時間帯は、一般的には、異なっている。顧客の都合優先
で予約を取り、また失客のリスクを回避するためには、若干時間帯をずらしての「掛持ち」をこなさなければ
ならなくなる。すると、
インターバルの時間帯が生じ、
顧客が放置される時間が生じざるをえなくなる。そして、
これが顧客満足度の低下につながることになる。2 時間の施術でカットの15 分しかスタイリストと直接接し
ていないというような状況も起こりうる。
カットをしてカラーもする顧客の場合、一般的には、以下の作業手順で行われる。
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〔 カウンセリング → シャンプー → ドライ → カット → カラー準備 → カラー塗布 → 放置→ チェック
→ カラーシャンプー → マッサージ＆ドライ → 仕上げ 〕
網掛表示の作業がスタイリストと顧客が接している時間である。したがって、掛け持ちの場合には、
〔シャン
プー→ドライ〕
・
〔カラー準備→カラー塗布→放置〕
・
〔カラーシャンプー→マッサージ＆ドライ〕といった時間
帯に他の顧客のカットを入れることになる。カットの途中に他の顧客のカウンセリングやカラーのチェックが
入ったりすることもある。同じ時間帯における掛持ちが多くなればなるほど、しわ寄せは顧客に回ってくるこ
とになる。掛持ちが多くなりすぎると、顧客にとってはサービスの終了時間の計算が立たなくなる。さらに指
名顧客が増えると、常に予約が取れない状況が日常化する。結局はスタイリスト離れ（多くの場合は失客）を
招くことになる。米国のサロン業界の場合、特定スタイリストの予約が増えすぎれば、適正数になるまでそ
のスタイリストの料金（指名料）を上げることが当り前のことであるが、日本の美容サロンではフレキシブル
な料金改定はあまり行われない。その結果、掛持ちにより生じる待ち時間をいかに工夫しながら、できる限
り多くの顧客を取るかに苦労するサロンが増えていくことになる。

図５ 指名客数と売上の関係
図５ 指名客数と売上の関係

R=.797

（３）顧客満足度と指名客数の関係
顧客満足度ともっとも相関関係が強い変数は指名客数であり、それをプロットしたものが図６である。
指名客数が増えれば増えるほど顧客満足度も向上する（あるいは、顧客満足度が向上すればするほど指名
客数も増える）関係にはある。しかし、Ｘ社においては、半年間の指名客数が1000 人以上になると上記の関
係は成立しなくなっている。半年間の指名客数が1000 人以上のスタイリストは12 名しかいない（同図の破
線枠参照）
。その12 サンプルのみでの両変数は、統計的な有意さは存在しないが、マイナスの相関関係にあ
る（R=-.226）
。つまり、指名客数が増えすぎると顧客満足度が低下する傾向にある。
また、指名客数の分散はきわめて大きい（最少が 5 人～最大1517 人）
。その理由の一つは、ここではスタ
イリストを十束一絡げで分析しているからであろう。つまり、アシスタントからスタイリストにデビューした
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ての者からデビューして数年経ったスタイリスト、主任（トップスタイリスト）
、さらには店長、エリア長ま
でが混在しているからである。例えばエリア長の場合は、店舗に立つ時間（営業活動時間）
が大きく制約され
る。技術力が高いからこそそのポジションに就いたが、その時間的制約から、顧客満足度は高くても指名客

図表９
指名客数と顧客満足度の関係
数や売上は低くならざるをえない。
図６ 指名客数と顧客満足度の関係

R=.490

Ⅳ データ解析からの美容サロン業界への戦略的インプリケーション
個人売上と指名客数と顧客満足度の３変数の相関関係と分布状況を確認した。しかし、相関係数の値は、
二つの変数間に何らかの関係があるということを意味しているにすぎない。そこには、見せかけの相互関係
（疑似相関）
も含まれる。変数間の関係を構造としてとらえるには、相関関係から因果関係を抽出しなければ
ならない。因果関係としてとらえるためには、フィードバック関係にある変数の処理が難しい。例えば、顧
客満足度は指名客数に影響を与えるが、指名客数の多いスタイリストはその店舗では花形、あるいは売れっ
子という評判が定着し、技術水準は他のスタイリストと大差なくとも、それ（花形、あるいは売れっ子とい
う評判）
が「ハロー効果」（３）を発揮して、顧客満足度にも大きな影響を与えることになる。
今回のデータでパス解析を用いて作成した因果連鎖ダイヤグラムが下記の図７である。スタイリスト個々
人の顧客満足度は指名客数にはきわめて有意なインパクトを与えているが、個人売上にも、店舗売上にも
直接的に有意なインパクトは与えていない。また、店舗内のスタイリストの平均売上が個人売上と店舗売上
の両方にインパクトを与えている。スタイリストの数が店舗売上とスタイリスト平均売上に影響を与えてい
るということは、スタイリスト数が増えれば増えるほどスタイリスト間の競争（ライバル意識）が高まり、そ
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の競争が彼らの質（技術・接客水準）に影響し、結果的に個人売上に影響を与えている関係が存在している
可能性を高める。

図７ X 社のスタイリストの顧客満足度と個人売上の因果連鎖ダイヤグラム
図７ X 社のスタイリストの顧客満足度と個人売上の因果連鎖ダイヤグラム

顧客満足度

.490

.791

指名客数

.812

店舗売上

個人売上
.292

店舗のスタイリスト平均売上
.303

.380

店舗のスタイリスト数
顧客のロイヤリティは担当スタイリストに対するロイヤリティと店舗に対するロイヤリティで規定されて
いる（永井（2002）
）
。そして、それらのロイヤリティは、スタイリストの技術力や接客応対ノウハウ、店
舗の技術・サービス水準、さらには価格水準、等々の変数で顧客満足度が規定される。しかし、今回の分
析では、各ロイヤリティを示す変数は直接的には得られていない。強いて言えば、指名客数と顧客満足度は
それら（スタイリストに対するロイヤリティと店舗に対するロイヤリティ）の合成された代理変数と考えるこ
ともできる。
そして、顧客満足度が向上すればするほど指名客数も増える。その結果、個人の売上も増大し、個人の
売上が増大すればするほど店舗の売上も増大すると考えられる（図８の①）
。あるいは、当然のことながら、
その逆のスパイラルも考えられる。
店舗売上は、店舗レベルの集計値で見た傾向が、個人レベルの分析でも確認される。つまり、スタイリ
スト数とスタイリストの平均売上が店舗売上を規定している。個人売上に対しては、指名客数が圧倒的に
大きな影響を与えている。そして、個人売上と店舗売上、顧客満足度と個人売上の間には有意な因果関係
は見られなかった（図８の②）
。

図８ 顧客満足度と個人・店舗売上の関係
図８ 顧客満足度と個人・店舗売上の関係

①概念的な因果連鎖図

顧客
満足度

指名
客数

（既存顧客の）
リピート率

（推奨による）
新規顧客

個人
売上

店舗
売上

来店
客数

②実際に検証された因果連鎖図
個人
売上
顧客
満足度

指名
客数

店舗
売上

来店
客数

（注）実践は統計的に有意なパス、破線は有意さが確認されなかったパスを表す。
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経営者としては、個々のスタイリストの顧客満足度が高まれば高まるほど、スタイリストの指名客数
が増え、その結果、個人売上と店舗売上も増えると考えたい。しかし、実際には、顧客満足度と個人売上・
店舗売上には有意なパスは抽出されなかった。スタイリストの顧客満足度と個人売上、あるいは店舗売
上が何故リンクしないのであろうか。さらには、スタイリストの個人売上が増えても店舗売上に有意な貢
献がないのは何故なのであろうか。最大の理由は、スタイリストの個人売上の分散（ばらつき）が非常に
大きいことに起因する。
サービス・プロフィット・チェーンで正のスパイラルが機能するためには、既存顧客の満足度が高ま
ることによって既存顧客のリピート率が向上し（失客率が低下し）
、しかも彼女（彼）らの口コミによる推
奨率が拡大して新規顧客数が拡大することが不可欠である。つまり、総来店客数の拡大が前提になけれ
ばならない。本稿での解析には、既存顧客のリピート率と推奨による新規顧客の増加数、さらにはその
新規顧客のリピート率といった細かなデータが欠落している。それらのデータを加味したうえでの新たな
解析が必要である。
また、先に提示した表１のデータで、各店舗で最も売上の多いスタイリストの売上高シェアと店舗売
上の関係をプロットしたものが図９である。各店舗の売上高ナンバーワンのスタイリストの売上高シェア
と店舗売上の関係は明らかに負の相関関係にある（R=-.778）
。つまり、トップスタイリストに売上が集
中する店舗ほど、店舗の売上は低いことになる。店舗の売上はスタイリストの数ときわめて相関が高いこ
とから（図２、R=.935）
、比較的小規模の店舗ほど特定スタイリストへの売上依存度が高いことを意味

図９ 各店舗の売上ナンバーワンのスタイリストの売上シェアと店舗
している。
図９ 各店舗の売上ナンバーワンのスタイリストの売上シェアと店舗売上の関係

R=-.778

ビューティビジネスレビュー

Beauty Business Review Vol.4 No.1 2016/

13

日本の美容サロン業界におけるスタイリストに対する顧客満足度と店舗売上の関係
特定のスタイリストに指名が集中する店舗の場合、顧客満足度を低下させずに、処理するノウハウとは
いかなるものであろうか。最大限掛け持ちを極めるというサロンワークのオペレーションの効率化も、行
き過ぎた場合には、掛け持ちと顧客満足の低下（失客）の負のループに陥るリスクが高まる。
チェーン店で働く普通のスタイリストのほとんどは、
「固定給＋歩合給」で給与が支払われる。役員や店
長といった立場でないかぎり、自分の顧客を他のスタイリストに率先して回すという行動はとらない。何
かの都合で店を休まざるを得なくなり、他のスタイリストが担当してそちらの固定客になる場合もある。
「自
分の客を取った（取られた）」がきっかけで人間関係がこじれることは、風俗系の接客業から勤務医の世界
まで、決して珍しいことではない。
経営者がスタイリストを兼ねていてそこが新店舗を出店した場合、経営者は複数の店舗を（例えば曜日
を変えて）掛持ちをしたと想定してみよう。その場合には、自らのこれまでの顧客を進んで店長や主任に回
していかない限り対応できなくなる。したがって、顧客の好みや性格を理解して店長や他のスタイリスト
に率先して顧客を譲っていくのは当然である。経営者的な立場に立てば、自分の顧客をどれだけ増やすか
ではなく、店舗全体の顧客が増えることこそがより上位の目的である。しかし、経営者的立場で考えられ
ない店長もいる。店長もスタイリストの一人としてノルマを抱えている場合は、それができない。ましてや、
「固定給＋歩合給」で給与が決まる一般のスタイリストの場合はなおさらである。Ｘ社の場合は、チェーン
オペレーションを前提にしている。指名客を多く抱えるスタイリストが、自社の他の店舗に転勤になったり、
競合企業に引き抜かれたり、あるいは、独立したりした場合のその店舗が抱えるリスクは大きい。とりわ
けトップスタイリストに売上が集中している小規模店のリスクはさらに大きくならざるをえない。

Ⅴ 今後の課題
そもそも、顧客満足度を継続的に測定している美容サロンはほとんど存在しない。また、測定したくと
も、それに対する顧客側の協力度はきわめて低い。Ｘ社の場合は、来店顧客に顧客満足度の 5 段階評価に○
をつけてもらうはがきを手渡し、退店後に投函してもらう方式であったが、
「不満足」な顧客はわざわざはが
きをポストに投函することはせず、黙って他店に移っていく。表 1でも分かるように、Ｘ社の場合の回収率は
25% 程度しかなかった。再来店希望者の一部しか回答しないために、顧客満足度が実際よりも押し上げられ
ている可能性が高い。
したがって、現実のサロン現場では、リピート率を顧客満足度の代理変数とせざるをえない。その場合で
も、既存顧客と新規来店顧客のリピート率、さらには新規来店顧客の場合は来店動機別（既存顧客の推奨
による来店か否か）リピート率を分けて解析する必要があるであろう。しかし、リピート率を顧客満足度の代
理変数とすることには、若干の問題もある。
「不満足」の人でも、様々な理由から、継続利用を余儀なくされ
ている人たちが存在しているという現実があるからである（永井（2002）
）
。
顧客満足度とスタイリスト売上の関係を因果連鎖構造として捉えようとした本稿のアプローチで表面化し
た問題が、Ｘ社の店舗固有の問題か、それとも多くの美容サロンに共通する問題なのかで、その持つ意味は
大きく異なることになる
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ネススクール）
に付置されたＷＢＳ研究センター内の部会研究会の一つである。
（２） 正月や成人式、入学・卒業式シーズンといった国民的行事は言うに及ばず、結婚式が集中する週末の大安の日曜日等を想
定すれば容易に想像がつくことである。
（３） 富士経済『医薬部外品マーケティング要覧 2012』
（富士経済 , 2011）
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日韓化粧品業界のブランド戦略
― 擦り合わせ型と組み合わせ型によるブランド展開の考察 ―
赤松

裕二

（大阪市立大学大学院）
Abstract

要旨
本稿では、日本と韓国の化粧品業界のブランド戦略を研究の対

This paper examines brand strategy in the cosmetics industries

象としており、日本の資生堂と韓国最大手のアモーレパシフィックの

of Japan and Korea, looking at the brand deployment of Shiseido in

化粧品ブランドの展開について考察している。また、ブランドの展開

Japan and Amorepacific in Korea. It also compares their corporate

におけるコーポレートブランド戦略、個別の製品ブランドによる戦略

brand strategies in brand deployment and their strategies for individual

を比較し、各々のブランドの創出から展開に至る過程を製品アーキ

product brands, reviewing the process from creation of each brand,

テクチャの概念で検証している。

using the concept of product architecture.

近年、韓国の化粧品業界の躍進は著しく、2000 年代には新興ブ

The Korean cosmetics industry has undergone remarkable progress

ランドが続々と誕生して市場が活性化し、韓国内の化粧品市場は拡

in recent years. The Korean cosmetics market saw of a succession

大し続けている。さらに、アジア周辺国での韓国の化粧品ブランド

of new brands introduced in the 2000s, and it continues to expand.

の評価も高まりを見せ、韓国の新たなグローバル産業として注目され

Furthermore, the reputation of Korean cosmetics brands in Asia is

ている分野である。これらの最近の動きから、アジア市場では日本

strengthening, and cosmetics is attracting attention as a new global

と韓国の化粧品ブランドが今後も競合を続けていくと予想され、日

industry for Korea. From these recent trends, Japanese and Korean

韓の化粧品業界とそのブランドの研究はさらに重要な意味を持つも

cosmetics brands are expected to continue to compete in the Asia

のである。
資生堂をはじめとする日本の化粧品業界は、企業の信頼性と評
価に裏付けされたコーポレートブランドを軸とするブランド戦略であ
るのに対し、韓国の化粧品業界では、個別ブランド戦略が中心である。
コーポレートブランドを軸として各製品ブランドを展開する場合には、
傘下となる各ブランド間での調整が必要となり、擦り合わせの調整
過程を経ることとなる。すなわち、コーポレートブランドは全社にお
けるブランド・システムとして機能しており、コーポレートブランドと傘
下のサブブランドとの間や、各製品ブランド間での擦り合わせが必

market, and the Japanese and Korean cosmetics industries and their
brands will become an important subject for study.
While companies in the Japanese cosmetics industry, including
Shiseido, employ brand strategies based on corporate brands that
are backed by the trust each company has earned and its reputation,
the Korean cosmetics industry mainly employs a house of brands
strategy. When deploying a product brand based on the corporate
brand, adjustment is required to integrate individual product brands.
That is, the corporate brand serves as the brand system for the entire
company. It must be integrated with subbrands and individual product

要である。また、その調整がなければシステムとしての機能が発揮

brands to function as a holistic system. On the other hand, when

されないものである。一方で、個別の製品ブランドによる展開では、

deploying individual product brands each brand is evaluated by itself,

各ブランドがそれぞれに評価を得ることで、ブランド・ポートフォリオ

and this can be said to simplify the combination of brands in the brand

上に単純に組み合わされて機能していくものといえる。

portfolio.

本稿での考察から、コーポレートブランドを軸としたブランドの創

This paper considers a brand created and deployed based on the

出、展開は「擦り合わせ型」のブランドであり、一方で、個別の製

corporate brand to be an "integral architecture" brand, while a strategy

品ブランドを中心とした戦略は「組み合わせ型」のブランドであると

centered on individual product brands is one of "modular architecture."

いう結論を導いている。本研究は、製品アーキテクチャの概念をブ

It examines brand strategy for cosmetics under a new framework

ランドの研究にとり入れており、擦り合わせ型ブランドと組み合わせ

of integral-architecture brands and modular-architecture brands,

型ブランドという新たな枠組みで、化粧品を事例としたブランド戦略

introducing the concept of product architecture theory to the study of

を考察するものである。

brand strategy.

キーワード
ブランド戦略、韓国化粧品業界、製品アーキテクチャ、
擦り合わせ型（インテグラル型）
、組み合わせ型（モジュラー型）
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Ⅰ はじめに
ブランドは企業の経営戦略において重要な意味を持ち、各企業が有する様々なブランドについて、戦略的
に管理し意思決定を行うことが必要とされている。また、ブランドには企業レベルのコーポレートブランド
から、個々の製品を区別する製品ブランドのレベルにまで多岐のブランドが存在する。しかしながら、この
ブランドについての既存研究では、欧米や日本の著名企業に関する研究が主であり、アジア周辺国の企業に
着目した検討が今後の課題であると考える。日本とアジア諸国の企業を比較対象としたブランド戦略の研究
は、新たな意義を持つものであり、まだ十分に検討がなされていない分野である。
本稿ではブランド戦略のうち、コーポレートブランドによる戦略と製品の個別ブランドによる戦略がどの
ような意味を有するのか、その戦略を製品アーキテクチャ論の概念から考察し、新たな視点から検証してい
る。その一つの研究対象としてとり上げたのが化粧品業界であり、日本と韓国の化粧品業界を比較対象とし
ている。本研究は、日本と韓国の化粧品業界を対象に研究を進めることで、
「擦り合わせ型」と「組み合わせ
型」
という新たな概念から、ブランド展開の有効な戦略を明らかにしていく目的である。
なお、本稿では、日本の資生堂と韓国のアモーレパシフィックを比較対象としてとり上げている。その理
由は、両社が日本と韓国を代表する化粧品メーカーであり、両社ともに化粧品から創業した長い業歴と、一
定数以上のブランドを有するという企業背景から、ブランド戦略の比較対象として有意であると判断したた
めである。
韓国の化粧品業界では、アモーレパシフィックと LG 生活健康１の大手 2 社を中心にして長らく韓国内の
市場を支えてきたが、2000 年代からは多くの企業やブランドが創出されて化粧品市場は急成長している。
また、周辺国でのブランドの認知も急速に高まり、アジア市場を中心として韓国の新たなグローバル産業に
なりつつある成長分野である。
日本における資生堂などの制度品２メーカーが、その強力なコーポレートブランドを活かした戦略でマー
ケティングを行ってきたのに対し、アモーレパシフィックや LG 生活健康などの韓国の化粧品メーカーでは、
コーポレートブランドに依拠した展開は行っていない。韓国の化粧品ブランドでは、古くからの大手メーカー
であっても、各製品ブランドを独立した個別ブランドとして育成している事例が多くみられる。
韓国最大手のアモーレパシフィックにおいては、独立した個別の製品ブランドが各々に成長戦略をとり、
メガブランドとして展開する多くのブランドがコーポレートブランドとは独立した個別ブランドとなっている。
各ブランドがそれぞれ個別の価値と評価を高めることで、ブランド全体が有効に機能しているといえる。日
本の資生堂と比較すると企業名の認知度が低いということもいえるが、個別のブランドをそのまま拡張して
いくことで、近年では各ブランドが海外市場へ進出するなど、個別ブランド戦略を軸に展開している。
また、製品アーキテクチャの概念から考察すると、日本の資生堂などの化粧品メーカーは、コーポレート
ブランドを主軸として傘下の各ブランド間の調整を行い、保有ブランド全体をシステム化していく擦り合わ
せ型のブランド展開であると考える。これに対して、アモーレパシフィックなどの韓国の化粧品メーカーは、
個別のブランドを各セグメント上で独立して機能させる組み合わせ型の展開であるといえる。概して韓国の
化粧品業界では、このような組み合わせ型の個別ブランド戦略をとっており、アモーレパシフィックなどの
大手企業以外の新興化粧品ブランドにおいてもその傾向を指摘できる。
本稿では、これらの戦略を「擦り合わせ型」と「組み合わせ型」という概念にあてはめ、その理論から日本
と韓国におけるブランド戦略を比較していくことで、ブランド創出から展開までのプロセスを考察し、新た
なブランド戦略の枠組みを提示していくものである。
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Ⅱ ブランド戦略等に関する先行研究
1 コーポレートブランドと製品ブランド
ブランドは企業における重要な資産であり、化粧品業界のほか多くの企業が市場で様々なブランドを用い
ている。そして、コーポレートブランドと個別ブランドの戦略の優位性について、先行研究で多くの議論が
なされている。
アーカー（2005）は、コーポレートブランドの役割について、その規模と組織能力、伝統、そして長年の
組織としての成功をもとに、製品に信用と信頼をもたらすことであると論じている。また、コーポレートブ
ランドは究極的なマスターブランド戦略であり、さらに、機能的にも情緒的にも作用する確かなエンドーサー
となることができるとする 3。
ライズ（1999）は、消費者はブランドを買うのであり企業を買うわけではないとして、製品ブランド名を
重視することを論じ、ブランドの表示方法として企業名を製品ブランド名に併記する方法を推奨している４。
また、カルキンス（2006）
は、個別ブランド戦略は古典的であるが強力なモデルであるとし、カニバリゼーショ
ンと重複を避けるためにそれぞれ明確なポジショニングが与えられると説明している。個別ブランド戦略の
メリットは、個々のブランドが顧客グループを正確にターゲティングできることであり、個別ブランドに何か
問題が生じた場合にも、リスクを個別ブランドだけにとどめることができるとして、リスクの分散と最小化
を論じている 5。
カプフェレ（2004）は、日本のブランド・マネジメントはロイヤルティモデルであるとし、一つのブラン
ド、一つの名前だけに信頼が築き上げられるものであって、企業名は、力や継続性、地位を具象化する上で
最も適したブランドの名称であるとする 6。小川（2011）は、個別ブランド名のみを使用するのは、消費者
に対して自由な存在としてブランド名をアピールしたいという企業姿勢の表れであるとする。また、企業名
がついたコーポレートブランドは、ブランドの知名度や選好度を高めるために、企業という「傘」を活用した
いという意図があると説明している 7。そして、簗瀬（2007）は、従来は個別ブランド戦略であった欧米企
業においても、コーポレートブランドを使ったエンドースによって、個別ブランドの価値を高める傾向にある
ことを指摘している。また一方で、日本企業においても個別製品ブランドの強化を図っている例をあげており、
グローバル化を進めるうえでは従来の慣習にとらわれることはマイナスであることを示唆している 8。
これらの既存研究からいえることは、コーポレートブランドによる戦略は、マーケティング費用の効率化
や経営資源の集中効果によって優位性が高いが、一方ではレピュテーションリスクを一つのブランドで負う
デメリットもある。概していえることは、コーポレートブランドによる戦略は、企業における技術の信頼性
や財務的信用、組織としての評価が高い場合には有効に作用する。しかしながら、企業としての歴史が浅い
新興企業では、過去の評価も皆無であり、企業名も製品名も新規ブランドである。コーポレートブランドは
長年の実績の積み重ねを示しており、その評価の裏付けなしには企業名は単なる製品ロゴであり、識別手段
としてしか評価を受けないであろう。

2 擦り合わせ型と組み合わせ型
製品設計の基本思想である「製品アーキテクチャ」の概念において、部品設計の相互依存度により、大き
く分けて「擦り合わせ型（インテグラル型）
」と「組み合わせ型（モジュラー型）
」の二つに分類される。擦り
合わせ型では、部品間で相互調整して最適設計をしなければ製品全体の性能が発揮されず、機能と部品が「1
対 1」
の関係でなく「多対多」
の関係にある。一方の組み合わせ型では、
部品（モジュール）
の接合部（インター
フェース）
が標準化されており、これを寄せ集めて組み合わせれば多様な製品ができることから、部品が機能
完結的であり機能と部品の関係が「1 対 1」
に近いものである（Ulrich1995、藤本 2001）
。
藤本（2001）によれば、擦り合わせ型製品では各部品の設計者は互いに設計の微調整を行い、相互に緊
密な連携をとる「擦り合わせの妙」で製品の完成度を競うのに対し、組み合わせ型では、部品間の擦り合わ
せの省略により「組み合わせの妙」
による製品展開を可能とするものである 9。また、
日本企業はインテグレー
ション（統合）
の組織能力に長じており、
自社の組織能力の強みが「擦り合わせ」
の能力であるとする。そして、
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自社の組織能力と市場環境の構造を前提とした「アーキテクチャの位置取り（ポジショニング）
戦略」
と、
「組
み合わせの妙」
に着目した「アーキテクチャのポートフォリオ戦略」
という戦略を論じている 10（藤本 2007）
。
また、藤本（2001、2007）によると、擦り合わせ型は、部品間の調整により製品の機能が向上するもの
であり、日本企業の強みとして、その調整を効果的・効率的に行える能力を有している。擦り合わせ型に強
みを持つ企業は、組織文化、組織構造などの制度がインフラとなって連携活動を推進し、その結果として擦
り合わせの組織能力を蓄積したものとする。一方で組み合わせ型に適した組織の基本は、完全な分業特化に
よって個々の利益で動く組織であるため、組み合わせ型による成功は、組織の制度設計さえ誤らなければ比
較的容易であるとしている。
この「擦り合わせ型」と「組み合わせ型」の概念をブランド展開のプロセスに置き換えて説明すると、コー
ポレートブランドを中心としたブランド展開が擦り合わせ型と考えられ、個別の製品ブランドによる展開が
組み合わせ型に近いものといえる。企業の組織能力に基盤を置いたコーポレートブランド戦略は、長年にわ
たって築かれた企業の名声と信用力といった要素や、枝分かれしたブランド間の微調整を要するものである。
一方で、個別の製品ブランドを各セグメントにポジショニングしていく戦略は、各ブランドをポートフォリオ
上にうまく配置し組み合わせていくことで、自社のブランドを効率的・効果的に展開できるものといえる。
アーカー（2005）らによる既存研究では、コーポレートブランドと個別ブランドの各戦略について、シス
テムとして無形資産であるブランドをとらえた場合には説明ができない面が多い。しかしながら、製品アー
キテクチャの概念からシステムとしてとらえた場合、コーポレートブランド戦略は全社ベースのインテグレー
ションを重視することで「一つのブランド」
をつくり、個別ブランド戦略ではミックス・アンド・マッチ（Mix
& Match）
によって「全体の顔」
をつくるという説明ができるであろう。

Ⅲ 韓国の化粧品業界の概況
1 韓国の主要化粧品メーカーの状況
韓国の化粧品業界における最大手はアモーレパシフィックであり、1945 年に太平洋化学工業社として創
立した化粧品メーカーである。1964 年から「AMORE」ブランドの販売を開始し、1978 年のニューヨーク、
東京への現地法人設立をはじめ、1990 年代にはフランス、中国へ進出している 11。同社は主力の化粧品事
業のほか、シャンプーやボディソープ、オーラルケア製品といった周辺商品においてもブランドが確立され
ている。2006 年には持株会社体制に移行してグループ内での分社化が進んでおり、各製品ブランドは各事
業部門や子会社の下で展開されている。
韓国の化粧品業界で二番手に位置するのが LG 生活健康である。LG 生活健康は、LGグループの総合トイ
レタリーメーカーとして、化粧品のほかにも洗剤類やヘルスケア、オーラルケア製品、飲料製品 12 などの多角
化された事業を有している。2009 年にマスマーケット向けの中堅ブランド「THE FACE SHOP（ザ・フェ
イスショップ）
」
を自社の傘下に置き、
次第に業容を拡大し首位のアモーレパシフィックを追いかける存在である。
その他の化粧品ブランドの多くは、低価格帯のマスマーケットを中心とする中堅・中小ブランドであり、
2000 年代に化粧品市場に参入した新興ブランドが数多く競合している。新興ブランドでは 2000 年創業の
エイブル C&C が注目でき、
「MISHHA（ミシャ）
」ブランドで日本をはじめとする海外に店舗展開している。
そのほか、
「TONYMOLY（トニモリ）
」や「SKINFOOD（スキンフード）
」などの新興ブランドが同時期に
創業しており、韓国内での路面店を中心に業容を拡大している。

2 アモーレパシフィックの概況
アモーレパシフィックの化粧品ブランドは、代表的なプレステージブランドとしてコーポレートブランド
を冠する「アモーレパシフィック」のほか、韓方化粧品 13 ブランドの「雪花秀（ソルファス）
」
、植物成分由
来の化粧品である「ヘラ」などの百貨店向けブランドを展開している 。また、低価格帯のマスマーケット向
けブランドとして展開する「エチュードハウス」は、若年層を中心に販売を拡大しており、2011 年には日本
にも進出しアジア各国で評価を高めているメガブランドである。
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アモーレパシフィックの化粧品ブランドの展開は、製品ブランドの多くが独立したメガブランドとして、
それぞれが販売チャネルとプロモーション手段を有した個別ブランド戦略によるものである。そのブランド
の数々は、価格帯、機能性の顧客ニーズ、使用原料による差別化などでセグメントされた化粧品部門、周
辺のヘアケアやオーラルケアなどの他部門のブランドを加え、多くのブランドを有している。また、展開す
るブランドの多くは、韓国内ではメガブランド化した製品ブランドであり、特徴のある各ブランドは一定の
評価とシェアを有している。
アモーレパシフィックの各ブランドをみると、
「韓方」
、
「自然界の特殊原料」
、
「植物成分由来」などの特
殊性によって分類され、さらに「美白」
、
「加齢防止（しわ改善）
」
、
「保湿力」といった機能性で差別化され
ている。ブランド数はそれなりに多いが、高麗人参や自社栽培の緑茶成分などを原料に使用した特殊性を前
面に出し、各ブランドのコンセプトを明確にすることで、カニバリゼーションを回避する展開となっている。
欧米や日本の海外大手ブランドに比較すると、一つのブランドパワーはまだ小さいが、韓国内では高価格帯
を中心に各ブランドへのロイヤルティは高く、ブランドの認知度も高い状況にある。

Ⅳ 資生堂とアモーレパシフィックのブランド戦略
1 資生堂のブランド戦略
資生堂の近年の動きとして、基幹ブランドへの集中的なマーケティング投資があげられる。資生堂は
2000 年から2004 年までの経営改革により、国内化粧品市場の流通・競争環境の変化への対応としてブラ
ンド・ポートフォリオの改革に着手し、100 以上に増加したブランドを 35 に集約した。櫻木（2011）を引
用すると、資生堂はこの時期の「ブランド数増加による負のスパイラル」に対応すべく、さらに 2005 年から
2008年にかけて育成ブランドを35から27に絞り込み、
メガブランドの6ブランドに特に注力する戦略をとっ
ている。市場を価格帯と用途（スキンケア・メーキャップ）で分割してセグメントし、自社ブランドを「顧
客接点拡大ブランド」と「顧客接点深耕ブランド」の二つに分類している。この時期に国内シェアは著しい回
復をみせており、市場シェアの増加はブランド・マネジメントの優劣によって説明できるとし、ブランドの
統廃合による大型ブランドの投入戦略で成功を果たしたと論じている 14。
図 1は、2005 年当時のメガブランドへのブランド統合と、その派生サブブランドの展開、そしてサブブ
ランドからの新規ブランド創出の推移を図示したものである。これからわかることは、資生堂という強力な
コーポレートブランドの下で製品ブランドが統合され、さらにサブブランドへの拡張や、サブブランドから
の新規ブランド創出が可能であったものといえる。その統合や派生ブランドの立ち上げのプロセスでは、コー
ポレートブランドと各ブランド間での調整という、資生堂全体のブランド・システムを機能させる擦り合わ
せの作業段階が生じたものと考えられる。
図 1 資生堂のブランド統合とサブブランド派生の推移（抜粋）

図 1 資生堂のブランド統合とサブブランド派生の推移（抜粋）
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出所 ：川 島（ 2010）p.63 を 参考 に筆 者作 成。
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資生堂の基本的な各製品展開は、同社が国内で持つ高評価の企業ブランドの価値の上に立脚したものであ
り、実際に資生堂の各製品ブランドには、資生堂のコーポレートブランドが併記されているか、または有効
なエンドーサーとして保証されているものである。
「資生堂」
というコーポレートブランドで購入する消費者が
圧倒的多数であり、2000 年代に至るまでの資生堂の低迷は、消費者のブランド選定においての混乱が要因
であるといえる。アーカー（2005）
らが論じているように、資生堂の高いブランドパワーは、コーポレートブ
ランドとして最適のモデルであり、ライズ（1999）が論じている「企業名をブランド名に併記する方法 15」は、
まさに資生堂のケースにあてはまるものといえる。メガブランドに集約して効率化を進めた現在も、資生堂
のコーポレートブランド戦略、エンドーサー付製品ブランド戦略が有効であることが重要な要素である。資
生堂は一部のブランドを別会社で運営し「ノン資生堂 16」
としているが、これは資生堂のシャドウ・エンドー
サー・ブランドと考えられ、完全に資生堂のブランドパワーから離れているわけではないものと指摘できる。
このような理由から、資生堂における最善のブランド戦略は、過去に築いた信頼性を背景としたコーポレー
トブランドを軸とするブランド展開といえる。

2 アモーレパシフィックのブランド戦略
アモーレパシフィックの製品ブランドは、企業を背景とするコーポレートブランドから離れた個別ブラン
ド戦略に依拠している。韓国における工業製品のブランドの多くは、日本での傾向と同様にコーポレートブ
ランド戦略をとっており、
それはサムスンやLGの電気製品、
現代自動車などに代表される。韓国においてコー
ポレートブランドが有効であることは、実際に財閥系企業がグループ各社に自社のシンボルである企業名を
冠し、その組織を強調していることからわかる。こうしたなかで、化粧品業界ではコーポレートブランド戦
略をとらず、製品ごとの個別のブランド戦略をとっていることが特徴的である。
アモーレパシフィ ックは韓 国では業 歴も古く、 企 業 名を冠した高 級 化 粧 品ブランドである
「AMOREPACIFIC」のブランド認知度は韓国内では高く、コーポレートブランドを各製品ブランドにエン
ドーサーとして併記しても問題は生じないと考えられる。一般的な概念では、市場や消費者の認知度の高い
コーポレートブランドの方が、マーケティング費用も軽減され、市場での認知も早いという結論が導かれる
であろう。既存研究においても、アーカー（2005）
などはコーポレートブランド戦略のメリットを論じており、
すでに化粧品ブランドとして認知度の高いコーポレートブランドは、各製品ブランドのエンドーサーとして
理想的であり、機能的にも情緒的にも確かなエンドーサーとなることができるという例に該当する。
アモーレパシフィックは、
「AMORE（アモーレ）
」ブランドを1964 年から使用しているが、実際の社名
は最近まで太平洋化学であった。韓国語の社名から化粧品のブランドイメージを連想し難く、
ブランドイメー
ジを高めるために、必然的に個別ブランド戦略をとる必要があったことを指摘できる。欧米や日本のブラン
ドとの競合上の理由において、また輸出を見据えた戦略上から、企業名とは離れた製品ブランドを個別のブ
ランドとして育成していったものと考えられる。
個別ブランド戦略のもう一つの理由として指摘できることは、欧米や日本などの化粧品に比較して、原料
の特殊性や効果の主張が顕著であるということである。これは安全性や技術の信頼性を重視する化粧品に
とっては、一見して差別化要因でもあるが、一方では副作用などのリスクも包含している。このようなレピュ
テーションリスクを回避するうえで、機能性を高めた化粧品や特殊原料を使用する製品ラインでは、そのリ
スクを常に考慮しなければならない。このことは、カルキンス（2006）が論じているように、問題が生じた
場合にも、個別ブランド戦略ではリスクをそのブランドだけにとどめることができる。新規性や先進性を標
榜するアモーレパシフィックをはじめとする韓国の化粧品業界にとって、これらの理由による個別ブランド
戦略での効果は大きいものといえる。
このような背景から、アモーレパシフィックの個別ブランド戦略は有効に機能し、先進的な技術や新しい
原材料の採用といった差別化を実現している。そのためにも個別ブランドは有力なブランドの開発手段であ
り、複数ブランドを併行して育成することで、ブランドが評価を得る機会の可能性も高まるものといえる。
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Ⅴ 擦り合わせ型と組み合わせ型のブランド展開
1 資生堂における擦り合わせ型ブランド戦略
資生堂の製品ブランドの多くは、企業を背景としたコーポレートブランドの傘下にあり、
「SHISEIDO」
というブランドが顧客に認知されることが大きな購入動機になると考えられる。そのためには何らかの形で
資生堂ブランドの関与が必要であり、コーポレートブランドを前面に出すか、エンドーサーとして製品ブラ
ンドを保証することが求められるものである。資生堂では、
「in 資生堂」
「by 資生堂」
「out of 資生堂」とし
てコーポレートブランドの関与度を区別しながらも、コーポレートブランドを中心とした戦略から長い間離
れていなかった。2015 年からは、マーケティング改革としてブランドの選択と集中を図っているが、顧客
のブランド認知については、資生堂のコーポレートブランドの基盤に依拠する状況が当面継続されると考え
られる。
図 2 は、資生堂のブランド展開を図示したものである。資生堂はコーポレートブランドのイメージ連想を
重視したうえで、本体のコーポレートブランドの評価を損なわないようにブランド間を調整し枝分かれさせ
ている。ノン資生堂と呼ばれる個別の製品ブランドにおいても、本社の影響下にあって傘下のブランドの調
整が行われていると考えられる。

図 2 資生堂の主要ブランド展開図

図 2 資生堂の主要ブランド展開図

本 社
資生堂 SHISEIDO
ｼｬﾄﾞｳｴﾝﾄﾞｰｻｰ

コーポレートブランド
in 資生堂
SHISEIDO

by 資生堂
ｸﾚ・ド・ﾎﾟｰ
ﾎﾞｰﾃ
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マキアージュ
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インテグ
レート

アクア
レーベル

保証付ブランド （またはコーポレートブランド併記）
プレステージ

ミドル

ディシラ

イプサ

エテュセ

ナーズ

ノン資生堂ブランド

マス

出所 ：資 生堂 のア ニュ ア ル レポ ート （ 2013、 2014） を 参考 に筆 者作 成。

資生堂の過去のブランド創出をみると、価格帯や顧客層、流通チャネル別といった要素を「資生堂」と
いうコーポレートブランドの傘の下で展開してきた経緯がある。制度品のチェーンストア向けブランドから、
コンビニエンスストアやドラッグストアなどの新たなチャネル向けブランドが創出されるにあたり、資生堂
のコーポレートブランドのイメージを損なわないようなブランド間での調整が必要であったと考えられる。
このブランド間の調整においては、価格帯は異なっても資生堂ブランドの最低限の品質保証が求めら
れ、また、チャネル別に派生した同種の同価格帯ブランドでは、視覚的、感覚的な製品差別化が必要である。
資生堂のブランド名が何らかの形で併記またはプロモーションで使用される戦略では、その傘下ブランドに
おいて、安心感や信頼性という資生堂のブランドイメージから逸脱できない一定のルールが存在するものと
考えられる。このブランド間の微調整やイメージの枠組みとのルールづけのプロセスにおいて、個別のブラ
ンド創出に「擦り合わせ」
の作業を要するものといえる。
資生堂のコーポレートブランドを軸とした展開では、同社が保有する多くのブランド間で「1 対 1」の関
係ではない「多対多」の調整が必要であり、単純に新規ブランドを立ち上げて組み合わせるだけでポジショ
ニングするのでは終わらない。資生堂のコーポレートブランドから完全に離れた関係であれば、ポートフォ
リオ上のセグメントごとに部品をはめ込むように組み合わせればブランド・ポートフォリオは完成する。し
かしながら、コーポレートブランドという組織体を象徴する大きな機械装置の完成度を高めるためには、そ
の傘の下にある部品のようなブランドが互いに機能し合わなければならない。すなわち、コーポレートブラ
ンドは、全社におけるブランド・システムとして機能するものであり、まさに製品アーキテクチャの概念で
いう「擦り合わせ型」のブランド戦略といえ、これは他部門との組織間連携を重視した日本企業の得意とす
る分野でもある。
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図 3 は、化粧品を例としたブランド創出のプロセスを図示したものである。マーケットの目標を定め、さ
らに顧客ニーズなどでブランドのポジショニングを決定していく際に、他の自社ブランドとの調整や差別化
が必要となってくる。擦り合わせ型のブランド創出では、コーポレートブランドの軸から各セグメントへの
ターゲットを決定していく流れのなかで、何段階かにわたり他ブランドとの調整過程が生じるものと考える。
これらの調整過程において、機能性や各セグメントでのブランド重複の回避や新たなイメージの差別化が行
われることで、全社ベースでの連携や調整が必要とされるものである。

図3

擦り合わせ型の化粧品ブランド展開図

図 3 擦り合わせ型の化粧品ブランド展開図
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出 所： 筆者 作成 によ る 。

図 4 は、化粧品ブランドの創出過程を複数のプロセスでイメージした図である。この図にあるように、価
格帯のほかブランドのコンセプト、流通チャネル、年齢層や顧客ニーズといった何段階かの調整過程を経て、
全社ベースのブランド間の微調整やイメージ形成、
プロモーション方法の検討が行われると推察される。コー
ポレートブランドのイメージとの擦り合わせ、そして各製品ブランドとの重複やバランスの擦り合わせが行
われることで、コーポレートブランドを傘にしたブランド戦略が可能になるものである。その擦り合わせ過
程においては、重複や他ブランドへの影響が想定される場合には、既存ブランドを拡張したサブブランドで
の展開も検討されることが予想でき、コーポレートブランド重視の戦略では重要なプロセスといえる。

図4

新規化粧品ブランド導入時の擦り合わせ過程（イメージ図）

図 4 新規化粧品ブランド導入時の擦り合わせ過程（イメージ図）
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2 アモーレパシフィックにおける組み合わせ型ブランド戦略
図 5 は、アモーレパシフィックのブランド展開を図示したものである。アモーレパシフィックのコーポレー
トブランド戦略としてのブランドは、自社の会社名を冠するブランドの「AMOREPACIFIC」のみである。
その他のブランドについては、個別の製品ブランドによる戦略である。各製品ブランドは持株会社の下にあ
る別会社で運営される形態や、各部門別に管理されるブランドとなっている。また、大部分のブランドが個
別にメガブランド化されており、韓国内と同じブランドでグローバルにも対応している。

図 5 アモーレパシフィックの主要ブランド展開図

図 5 アモーレパシフィックの主要ブランド展開図
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出所 ：ア モー レパ シフ ィ ッ ク（2013、2014） を参 考 に 筆者 作成 。

個別の製品ブランドによる展開は、企業背景を基盤としたコーポレートブランドから離れた戦略であり、
ポートフォリオ上の各セグメントへ必要に応じて新規ブランドを配置させるものである。コーポレートブラ
ンドは各ブランドから独立した存在であり、他のブランドと相互干渉することがないことから、ブランドを
創出するにあたってのブランド間の調整は不要である。他社ブランドを買収した場合でも、コーポレートブ
ランドのイメージを損ねることや、他の自社ブランドへの影響を最小限にとどめることができる。ブランド
の一つに重大な問題が生じた場合や、ブランドの低迷を理由とした撤退も容易と考えられる。このようにブ
ランド間での擦り合わせ作業が不要であり、さらに、各ブランドが独立したプロモーションと流通機能を有
することが可能なことから、コーポレートブランドと各ブランドのポートフォリオ上での組み合わせが容易
である。すなわち、アモーレパシフィックの個別ブランド戦略は、
「組み合わせ型」のブランド戦略であると
いえる。
組み合わせ型のブランド展開では、機械に部品をはめ込んだり外したり、共通の代替部品で代用するよう
に、ブランドの各セグメントへの配置や廃止、入れ替えが容易である。アーキテクチャの概念にあるモジュー
ル型の部品が、機械装置を機能させていくように、擦り合わせを必要とせずにブランド全体を機能させてい

図6

くものといえる。
組み合わせ型の化粧品ブランド展開図

図 6 は、化 粧 品を例として組み合わせ

図 6 組み合わせ型の化粧品ブランド展開図
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トブランドを傷つけることや、自社ブラン
ド全体でレピュテーションリスクを負う懸
念は少ない。各セグメントにおけるブラン

出 所： 筆者 作成 によ る 。
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ドの入れ替えも容易であるとすれば、製品アーキテクチャの概念である「組み合わせ型」としての説明が可
能であると考える。

Ⅵ 資生堂とアモーレパシフィックの戦略の結論として
資生堂はコーポレートブランド戦略を中心としたブランド展開であり、主力のメガブランドはコーポレー
トブランドの傘の下にある。ノン資生堂と呼ばれる別会社による個別ブランドも展開しているが、代表的な
ブランドの構成は資生堂のブランド名を併記したコーポレートブランド群といえる。そして、各ブランドは
資生堂のコーポレートブランドとの調整を繰り返しながら、
「資生堂のブランド・システム」を常に完成度の
高いものにしていく擦り合わせによるブランド展開である。
一方のアモーレパシフィックでは、個別ブランドをセグメント別に配置し、各ブランドが独立して機能す
る構成といえる。ブランドの創出に擦り合わせの過程が重要視されるものではなく、各ブランドのコンセプ
トとマーケティング戦略を基軸とした製品ブランド群が存在しているといえるであろう。そして、アモーレ
パシフィックでは、本社の傘下にある各製品ブランドが、それぞれ独立した意思をもってブランドイメージ
を育成していると考えられる。これは、コーポレートブランドから離れた個別のブランド展開であり、コー
ポレートブランドのイメージ連想に拘束されずにブランドの追加が可能な形態である。
また、アモーレパシフィックでは持ち株会社下での分社化も進んでおり、委託先 OEM 企業を買収するな
ど、生産面での効率化や OEM 委託にも積極的といえ、個別ブランド戦略に合わせた効率的運営を実現し
ようとしていると考えられる。アモーレパシフィックは、
「エチュードハウス」
「イニスフリー」
「エスプア」
などの主力ブランドを分社化している。特に「エチュードハウス」や「イニスフリー」は、アジア各国で展開
するマスマーケット向けのメガブランドであり、生産は OEM 製造委託を主体として低コスト化を図っており、
2011 年には 2 社の OEM 委託先であったコスビジョン社をアモーレパシフィックの 100％子会社とした。
韓 国においては、 韓 国コルマーやコスマックスなどの大 手 化 粧 品 OEM 企 業をはじめ、 約 200 社の
OEM・ODM 企 業があるとされており、アモーレパシフィックにおいても OEM 企 業への製 造 委 託には
積極的である。これらの OEM 企業は、アモーレパシフィックの中国市場への進出に伴い中国にも生産拠
点を設けており、OEM 協力企業との協調関係は強い。さらに、アモーレパシフィックでは、自社工場に
OEM・ODM 業者を集めてアイデアの募集を実施するなど、協力会社との共生を図りつつ、コーポレート
ブランドのイメージに拘束されない新たな製品開発に積極的である。これは、各 OEM 協力企業からの製品
開発案を採用して自社製品ブランドに取り込むことや、新たな製品コンセプトのサブブランドを組み入れて
いくということから、
「組み合わせ型」
のブランド構成として説明できる。
日本国内においても OEM・ODM 企業は多数あり、自社生産設備を有さない化粧品会社や他業種から
の参入企業を中心にして OEM・ODM 製造は活発といえる。しかしながら、資生堂においては、一部の化
粧用具を除いては OEM 委託を表面化させず、自社による研究開発と製造を強調したプロモーションを行っ
ている。2003 年には、生産子会社の大阪資生堂と資生堂化工を資生堂本体に吸収合併しており、製造元
表示を一元化して資生堂による内製化のイメージを強化している。資生堂のコーポレートブランドのイメー
ジ戦略による「擦り合わせ」を重視したものであり、OEM 委託によるコストダウンや新規性（特殊性）のあ
る製品開発には消極的といえる。
これらのことから、資生堂は日本的なコーポレートブランド重視の戦略に傾注し、その生産スタイルは擦
り合わせ型の垂直統合で行われており、製造面から見た場合にも垂直分業型の「擦り合わせ型」の戦略であ
るといえる。一方で韓国を代表するアモーレパシフィックの生産スタイルは、モジュラー型産業で見られる
ような水平分業が進んでいると考えられ、その結果として分社化や OEM 生産が行われているものといえる。
モジュラー型製品がモジュール単位での外注がしやすく、それを基本として製品設計が行われるように、ア
モーレパシフィックのブランド構成においても「組み合わせ型」
の戦略であるといえる。
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図7

擦り合わせ型と組み合わせ型ブランドの位置づけ

図 7 擦り合わせ型と組み合わせ型ブランドの位置づけ

自社ブランドシステムの完成（ブランド・ポートフォリオの有効化）
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出 所： 筆者 作成 によ る 。
図 7 は、製品アーキテクチャの概念により「擦り合わせ型」と「組み合わせ型」のブランドの位置づけを示
している。ブランド間のインターフェースについては、コーポレートブランドのブランド・アイデンティティー
やブランドイメージを統一する際に、相互調整が必要とされるブランド間での調整の高低として定義する。
コーポレートブランドと各製品ブランド間において、イメージ戦略上のインターフェースの干渉度や複雑性を
基準とし、横軸は多対多の複雑な干渉関係にあるものと1 対 1 の単純な関係を示し、縦軸ではブランド間の
インターフェースの標準化の高低を示している。コーポレートブランドに対してブランド間の干渉が高く、多
対多の複雑な関係を有する関係、そしてブランド間の標準化の傾向が低いとみられるものが擦り合わせ型ブ
ランドである。一方で、コーポレートブランドからの干渉が少なく、ブランド間が標準化されているとみられ
るものが組み合わせ型ブランドといえる。
擦り合わせ型ブランドでは、資生堂でみられるようにコーポレートブランドを軸にブランド全体がシステム
として機能し、調整された各ブランドは統合や分割といった再構築に対応できる可能性が高い。組み合わせ
型ブランドにおいては、各ブランドとコーポレートブランドの関係は希薄であり、各ブランドとの関係は並列
に近い。そのため、各ブランドを分社化して効率化することや、生産コストを抑える目的での OEM 委託、マー
ケティングを見据えたブランド別の代理店や卸ルートの選定も可能である。組み合わせ型ブランド展開では、
アモーレパシフィックのように分社化による自由度の高い運営と効率性、OEM などの積極的利用やプロモー
ションの差別化でブランド全体を活性化できるものである。すなわち、組み合わせ型のブランド・システム
においても、擦り合わせ型ブランドの機能と同様に、全社のシステムが機能することで、最終的に企業全体
の業績への反映という成果が得られるものといえるであろう。
日韓を代表する化粧品メーカーを事例とした本考察により、両社のブランド戦略の基本姿勢の違いは、
「擦
り合わせ型」
と「組み合わせ型」
のブランド展開として説明をすることが可能なものである。
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Ⅶ おわりに
コーポレートブランドを軸とした戦略であるか、個別の製品ブランドを重視した戦略であるかは、企業の
背景や国の文化や地域性も大きく影響するものと考えられる。本稿では日本の代表的な事例として資生堂の
戦略を考察し、そして韓国の代表的な事例としてアモーレパシフィックの戦略を検証したが、この 2 社のみ
で日韓の化粧品業界を説明できるものではない。しかしながら、本稿で検証した日本と韓国の化粧品業界の
ブランド戦略は、様々な国や業界のブランド戦略の一例とはいえ、製品アーキテクチャ論の「擦り合わせ型」
と「組み合わせ型」
という概念をブランド戦略で考察した新たな事実発見といえる。
日韓の化粧品業界を長らくリードしてきた 2 社のブランド戦略を、製品アーキテクチャ論を切り口として、
擦り合わせ型と組み合わせ型という枠組みで説明することは、新たなブランド戦略論の着目点となるものであ
る。他業界においても、ブランドの創出や展開の過程を考察することにより、擦り合わせの微調整が必要な
ものか、組み合わせのみで単独に機能させるものか、という新たな観点をブランドの考察に加えることができ
る。また、
自社のブランド展開で新規ブランドを立ち上げるか、
サブブランドとして拡張するかの判断において、
ブランド間の擦り合わせ過程の要否は重要な判断材料となるであろう。
本研究における「擦り合わせ型」と「組み合わせ型」のブランド展開の概念は、ブランドを考察する新たな
枠組みとして、今後のブランド戦略の研究に貢献するものと考える。また、今後の研究課題として、さらに
研究の対象先を広げるとともに、グローバル展開におけるブランド戦略の有効な手法を検討していきたい。

【注】
1

LG グループの韓国第 2 位の化粧品メーカーであり、
「THE FACE SHOP」
やプレステージブランドの「O
HUI」
、
「后（Whoo）
」
等のブランドを展開している。

2

化粧品メーカーが小売店と直接契約、またはメーカー系列の販売会社を通じて販売する化粧品をいう。

3

アーカー（2005）334 ～ 335、343 ～ 346 ページ。

4 ライズ（1999）167 ～177 ページ。
5

カルキンス（2006）116 ～120 ページ。

6

カプフェレ（2004）16 ～17 ページ。

7

小川（2011）40 ページ。

8

簗瀬（2007）127 ～130 ページ。

9

藤本（2001）4 ～ 5 ページ。

10 藤本（2007）23 ～ 34 ページ。
11 アモーレパシフィック http://www.amorepacific.com/ 2015 年 6 月 7 日参照。
12 LG 生活健康は、韓国のコカコーラやサンキスト・ブランドの飲料を製造販売している。
13 韓方化粧品とは、韓国独自の伝統的な韓方（漢方）薬や植物抽出成分を原料に使用した化粧品である。
アモーレパシフィックでは「雪花秀」
や「韓律」
が該当する。
14 櫻木（2011）37 ～ 45 ページ。
15 ライズ（1999）175 ページ。
16 資生堂アニュアルレポート2013 によると、イプサ、エテュセ等がこれに該当する。
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要旨
本研究の目的は、化粧との比較を通じてネイルケアが女性の心理状態に及ぼす影響を検討す
ることであった。化粧は、最も身近な美容サービスの一つである。これまでの先行研究によって、
化粧には外見のみならず個人の心理状態を変化させる効果があることが確認されている。一方、
近年では自身の爪に化粧や装飾を施すネイルケアが注目されている。若年層の女性を中心にネ
イルサロンが身近なものになりつつある中、このネイルケアの効果に関する研究はほとんど行わ
れていない。そこで、本研究では質問紙調査とインターネット調査を実施し、ネイルケアが女性
の心理状態に及ぼす影響について検討した。調査には、女子学生 68 名と一般女性 84 名、計
152 名が参加した。分析の結果、化粧とネイルケアには非施術者の心理状態に対するポジティ
ブな効果があることが確認された。さらに、分散分析によってネイルケアと化粧の効果を比較し
たところ、ネイルサロンでの施術の効果は通常の化粧よりも有意に高いことが明らかとなった。

キーワード
ネイルケア、化粧、心理状態、ネイルサロン、自己開示

Abstract
The purpose of this study was to examine the psychological effect of nail care on the mental state
of females through a comparison of nail care with makeup. Makeup is one of the most commonly
used beauty services, and previous studies have suggested that it changes a person’s mental state
and outward appearance. On the other hand, nail care, a recent and specific type of makeup applied
to one's nails, has been shown to attract people's attention. With a central focus on young women,
nail salons have become more popular. However, there are very few studies on the psychological
effects of nail care on one’s mental state. Therefore, we conducted a questionnaire survey to address
this question using a sample of 152 participants. Results confirmed that makeup and nail care had a
positive influence on one’s mental state. Furthermore, an analysis of variance revealed that nail care
had a more positive influence on one’s mental state than makeup. Implications for the future of the
beauty industry are discussed.
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Ⅰ 問題と目的
1 化粧の心理学的効果
近年、個人需要に支えられた多くの産業が市場の維持拡大のため、生活のさまざまな場面における「個
性的な美」の表出を消費者に求めている。それゆえ、美容サービスに対する消費者からの需要はますます増
大している（尹、2009）
。そうした美容サービスの中で、化粧はもっとも身近なものとして挙げられる。
現代社会において、女性が化粧をすることは日常的な行動であり、むしろ化粧をすることが社会生活を
営む上でのマナーですらある。これまで、心理学を始め、多くの学問領域がそれぞれの側面から化粧に関す
る研究を行ってきた。化粧は心理的状態、社会的関係や日常的な活動に大きな影響を与えており（Holme,
Beattie, and Fleming, 2002）
、対人的な積極性を促進する自己呈示機能と化粧をすることでリラックス
する、気分が高揚する、もしくは安心するといった自己満足機能があることが示されてきた。
大坊（2004）は，自己呈示機能としての化粧には二つの意図があるとしている。一つは「変身する」こと
であり、そこには素顔に色彩を施し眉を整えることで、構造的には変えられない顔の特徴を操作し、印象を
変えようとする意図が込められる。二つ目は「粧う」
ことであり、口紅を引いたり、肌色を明るくするなどの
作業によって日々の自分の見え方、見られ方を管理しようとするものであるとされている。女性は、自己呈
示の道具として化粧することにより、自分のイメージを作り出している。このときの化粧は、他者からの評
価を期待したものであり、人に見せるための化粧である（天野・齊藤、2015)。
一方の自己満足機能として、化粧後の主観的感情状態の変化を検討した研究では、自己化粧・技術者化
粧に拘わらず、化粧行動そのものが自信や満足感などのポジティブな心理的効果をもつことが確認されてい
る（e.g., 余語・津田・浜・鈴木・互，1990）
。また、宇山・鈴木・互（1990）は化粧の効用として「積
極性の上昇」
、
「リラクゼーション」
、
「気分の高揚（対外）
」
、
「気分の高揚（対自）
」
、
「安心」の 5 つを報告し
ている。
それ以外にも、松井・山本・岩男（1983）は化粧行動の動機として、
「他者への印象管理」と「自分の欠
点の補い」を挙げている。彼らの研究では、使用化粧品の数を個人の化粧への積極性と捉え、評価懸念や自
己顕示性との間に有意な正の相関があることを明らかとしている。また、岩男・松井（1984）
は、化粧を施
す前と施した後のパーソナルスペースの大きさを検討したところ、内向的な人は、化粧の前後でパーソナル
スペースの距離を短くしていたことが確認している。このことから、化粧行動によって内向的な個人の対人
的積極性が強まることが示唆された。さらには、就職活動を控えている学生に面接で好印象を与えることを
意図した化粧を施すことで、精神状態としての不安、抑うつ、怒り、敵意、疲労や緊張などを緩和できる
ことが確認されている（越川・鮫島・かづき・日野・石井、2003）
。
以上のように、化粧は外見的変化だけではなく、化粧を施された者の感情状態を変化させ、対人関係に
おける自信や満足感にポジティブな影響を与えることが指摘されてきた。
一方、日常場面だけではなく実際の医療現場では、化粧を利用した治療的な介入が行われている（e.g.,
Antoniou, and Stefanaki, 2006；黒瀬、倉田、西川、2003；Peuvrel et al., 2012)。これらの研究
において、対象の疾患は異なるにせよ，容貌異常の補完を目的とした化粧には、非施術者の抑うつの低減
や Quality of Life の向上といった効果があり、社会生活の復帰に有効であることが確認されている（加藤、
石原、大木、2010）
。

2 ネイルケアの拡大
ここで本研究は，自身の手足の爪に化粧や装飾を施すネイルケアに注目する。近年，若年層の女性を中
心にネイルサロンを利用する人が増加している。美容，理容やエステティックサロン等の美容産業は総じて
縮小傾向にある中、ネイル業界の市場規模は、2014 年には 2166 億円に達するなど堅調に推移していると
いう（日本ネイリスト協会、2014）
。
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さらに、平成 25 年 10 月には総務省の管轄する日本産業分類の改定が行われ、
「ネイルサービス業」が一
つの産業として認められた。この改訂により、
「ネイルサービス業」
が新たな産業分類項目として追加された。
改訂に付随する諮問文書では、
「手指、足指の爪にマニュキア等を用いて化粧・装飾を施すネイルアート
については、近年、年齢層を問わず普及しつつあるライフスタイルの一つと言える。また、同様の施術によ
り爪の補強を行うことに関する消費者のニーズもあるため、これら爪の化粧・装飾・補強を専門に顧客に
施す事業への参入が拡大している。
（中略）この活動を行う事業所について、いわゆる「ネイル産業」など近
年顕著に増えていると言われ、活動の特徴や他産業との関係についても一個のものとして把握できると考え
られる。政策面での必要性に着目すれば、ヘルスケア産業の振興や業態に着目した消費者保護政策立案等、
今後の政策の展開において一つの産業として把握する必要性が生ずると見込まれる。
」と明示された（総務省、
2013）
。このことから、ネイルケアが化粧と同様、我々の日常生活の一部になりつつある現状が伺える。

3 本研究の目的
ネイルケアの心理的効果として、平松（2009）は女子学生を対象に、マニキュアのもたらす感情調整作
用について検討している。その結果、
マニキュア使用前後の感情の変化をProfile of Mood States
（POMS）
によって測定したところ、マニキュアの使用にともなって、緊張、抑うつ、疲労などが有意に低下し、逆に
活気が有意に上昇することが示された。しかしながら、化粧に比べれば、ネイルケアについての研究は未だ
少ない。そこで本研究はネイルケアにはどのような心理的効果があるのか、通常の化粧との比較を通じて解
明することを目的とする。また、ネイルケアは化粧とは異なり専門の技術者による施術を受ける個人も多い
ことが予測される。そのため、本研究では専門の技術者による施術をサロンネイル、市販のネイルアート用
品を用いて自身で行うものをセルフネイルとして区別するものとする。

Ⅱ 方法
調査時期と手続き 調査時期と手続き 2013 年 12 月から 2014 年 2 月にかけて、関東地方の二つの私立
大学の講義内とインターネット上にて質問紙調査を実施した。インターネット調査には、株式会社マクロミ
ルの Questant を使用した。

調査参加者 調査参加者は、私立大学に通う女子学生 68 名（M = 20.65，SD = 1.06）と一般女性 84
名であった。インターネット調査では、年齢を18 歳から 60 歳までの 5 歳刻みの区分にて回答を求めた。

調査項目

年齢と普段使用している化粧品について尋ねた。化粧・ネイル後の心理状態の項目は、化粧

の心理的効果に関する宇山他（1990）と加藤他（2010）の研究で用いられた項目を参考に、独自の 30 項目
を作成した。それぞれの項目について、化粧，サロンネイル、セルフネイルを行った後の心理状態について、
1（当てはまらない）
から 5（よく当てはまる）
までの 5 件法にて回答を求めた。なお、化粧については調査参
加者全員が回答し、サロンネイル、セルフネイルについては経験者のみが回答した。

Ⅲ 結果
化粧・ネイル後の心理状態の 30 項目について、因子分析を行った（主因子法・プロマックス回転）
。固
有値の減衰状況と因子の解釈可能性から 4 因子解を採用した。その結果、
第 1因子は“何かしたくなる”
“
、人
に会いたくなる”などの行動の積極性を促すような12 項目で構成されていたため、
「積極性」因子と命名した
（α = .93）
。第 2 因子は“リラックスする”
、
“くつろぐ”などの化粧やネイルを行った後の気分の向上を示
す 4 項目で構成されていたため「寛ぎ」
因子と命名した（α = .80）
。次いで、第 3 因子は“他人に見劣りし
なくなる”
、
“引け目を感じなくなる”など 4 項目により構成されていたため、
「安心」因子と命名した（α =
.85）
。最後の第 4 因子は、
“やり方がわからない”
、
“うまくできない”などの技術的な稚拙さを示す項目群で
あったため「稚拙」
因子と命名した（α = .70）
。最終的な因子分析の結果を Table 1に示した。
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Table 1
化粧・ネイル後の心理状態30項目の因子分析結果
因子負荷量
I
II
III
I. 積極性因子（α = .93）
.88 -.22 .05
何かしたくなる
.86 -.27 .10
外に出たくなる
.83 -.18 .12
人に会いたくなる
明るくなる
.78 -.04 .12
うれしい
.72
.23 -.24
やる気が出る
.69
.05 .03
表情が明るくなる
.66 -.06 .19
いきいきする
.63
.16 -.04
出来上がってくるのを見るのが楽しい
.61
.16 .02
.59
.30 -.02
気持ちがよい
.52
.29 .07
晴れ晴れする
.46
.26 .03
さわやかである
II. 寛ぎ因子（α = .80）
-.04 .76
.08
リラックスする
-.22 .74
.07
くつろぐ
.25 .56 -.09
ストレスの解消になる
.07 .52
.21
穏やかになる
III. 安心因子（α = .85）
-.01 .08 .82
他人に見劣りしないようにできる
.11 .03 .66
引け目を感じなくなる
.21 .01 .54
周囲から魅力的な人だと思われる
.28 .13 .46
自分が好きになる
IV. 稚拙因子（α = .70）
.11 .06 -.08
やり方がわからない
.11 .08 -.22
うまくできない
-.15 .18 .06
恥ずかしくなる
I
II
III
因子間相関
I
―
.56 .69
II
―
.43
III
―
IV

IV
.18
.10
.09
.03
-.16
-.00
-.01
-.06
-.12
-.19
-.03
.16
.16
.07
-.07
.26
-.11
.00
-.10
-.11
.81
.61
.48
IV
.09
.17
-.10
―

次いで、化粧、ネイルサロンとセルフネイルの施術後の心理状態の違いを検討するため、上述した 4 因
子の因子得点を従属変数とする一要因の分散分析を実施した。なお、各因子得点は各項目の平均値として
算出した。その結果、全ての下位尺度において有意な差が確認された（積極性因子：F (2, 268) = 10.13,
p < .001；寛ぎ因子：F (2, 268) = 8.39, p < .001；安心因子：F (2, 268) = 10.13, p < .001；稚拙
因子：F (2, 268) = 10.13, p < .001）
。その後、Turkey 法による多重比較を行った。
積極因子においては、サロンネイルとセルフネイル（p < .001）
、サロンネイルと化粧（p < .05）
、セ
ルフネイルと化粧（p < .05）に有意な差が確認された。すなわち、サロンネイル、化粧、セルフネイルの
順に積極性や気分を高める効果が大きいことが示された（Figure 1）
。
寛ぎ因子では、サロンネイルとセルフネイル（p < .01）
、化粧とセルフネイル（p < .05）に有意な差が
確認された。サロンネイルは、他の 2 つよりもリラックス効果が大きいことが示された（Figure 2）
。
安心因子においては、サロンネイルとセルフネイル（p < .05）
、化粧とセルフネイル（p < .01）の間に
有意な差が確認された。サロンネイル・化粧はセルフネイルよりも安心感を上昇させる効果が大きいことが
確認された（Figure 3）
。
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Figure 1. 施術別の積極性因子得点
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Figure 2. 施術別の寛ぎ因子得点
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Figure 3. 施術別の安心因子得点
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ネイルサロンとセルフネイル（p < .001）
、化粧とセルフネイル（p < .05）の間に有意な差が確認された。
セルフネイルはネイルサロン・化粧よりも非施術者にネガティブな印象を与えることが示された（Figure 4）
。

***p < .001, *p < .05
4.0

***

*

3.0

2.0

1.0

0.0
サロン

セルフ

化粧

Figure 4. 施術別の稚拙因子得点

Ⅳ 考察
本研究は、利用者の拡大が著しいネイルケアにどのような心理的効果があるのか、通常の化粧との比較
を通じて検討することを目的として実施した。

1 施術後の心理状態の比較
これまでの先行研究と同様、化粧は非施術者の心理にポジティブな影響を及ぼすことが確認された。さ
らに、そのような効果はサロンネイルとセルフネイルのどちらにおいても認められた。余語他（1990）によ
れば、化粧がもたらす最もはっきりした心理的効果は、満足感と自信の促進であり、化粧は人に自信を与え、
個人の情動状態を快適な方向に導き、さらには、個人の精神的健康に望ましい影響を与えるという。本研
究の結果によって、ネイルケアにも化粧と同様の効果があることが示唆された。
同時に、分散分析において、
「積極性」
、
「寛ぎ」
、
「安心」の下位因子得点は、サロンネイルが化粧よりも
有意に高いことが確認された。すなわち、サロンネイルの被施術者に対するポジティブな効果は、セルフネ
イルや化粧よりも大きいことが示された。この結果には，鏡を用いなければ施術による変化を自覚できない
化粧とは異なり，ネイルには自らの爪の変化を直ぐに確認できるという特徴があることやサロンネイルにお
ける熟達した他者による施術の影響が考えられる。さらには、ネイルサロンの施術者との相互作用が関係し
ている可能性がある。

2 ネイルサロンにおける自己開示
ネイルサロンでは、爪に対する施術をただ受けるだけではない。担当したネイリストと施術に関する説明
や日常会話を行うのが一般的である。そこでの施術者との会話を自己開示と捉えることもできよう。自己開
示は、
「他者に対して，言語を介して伝達される自分自身に関する情報，およびその伝達行為」
と定義されて
いる（小口，
1998）
。これまでの自己開示を取り上げた研究では、
自己開示が良好な精神健康に結びつくこと、
また対人関係における親密さに関係することが明らかにされている（余語，2007）
。実際，他者に対して自
らの情報を開示することにより健康が増進されることは数多くの研究で確認されている（e.g., Pennebaker，
1997）
。それゆえ、自己開示は、心理的健康や社会的適応などの文脈で扱われることが多いとされる（cf.
森脇・坂本・丹野，2002）
。ネイルサロンや出来上がったネイルに対する満足度は、施術を担当したネイ
リストの対応に大きく作用されることが予測される。ネイルの心理的効果を検討するためには、今後、ネイ
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ルサロンでの会話やその満足度に対する調査も必要だろう。同時にそのような調査によって、ネイルサロン
での最適なサービスに関する要因を導き出すことができれば、その結果はネイル業界のみならず、美容業界
全体、さらにはサービス業全体に還元できる可能性がある。

3 本研究の問題点と課題
最後に、本研究の問題を 2 点挙げたい。1 点目は，サンプルの問題である。本研究で分析に使用したデー
タは 140 名と分析による詳細な検討が可能な人数ではなかった。また、ネイルサロンを利用した女性の数を
確保するために、異なる手段によって調査参加者を募集したことが結果に影響を与えた可能性も考えられる。
今後はよりサンプル数を増やして追加調査を行い、年齢や職業などのデモグラフィック要因との関連性を含
めて、より精緻な検討を行うことが求められるだろう。
2 点目が研究デザインの問題である。本研究で扱った全ての変数は、調査参加者本人から収集している
ため、化粧やネイルケアを行った後の主観的な心理状態を測定しているに過ぎない。そのため、今後は施術
直後の心理状態を第三者評定や客観的指標を用いて検討する必要もあるだろう。たとえば、施術後の行動
観察やストレスの緩和に対してストレス時に副腎皮質より分泌されるホルモンであるコルチゾールの測定な
どが考えられる。さらには、施術前後の変化を検討するためには、剰余変数を統制した実験調査が有効だ
ろう。
化粧によるポジティブな効果を医療場面に応用する取り組みは数多い。たとえば、皮膚病を罹患している
患者に対する化粧指導が QOL に有意な影響を与えた研究が挙げられる。一方で、こうした取り組みをネイ
ルケアに広げることも可能である。実際、ネイルケアの技術と手法を地域や女性、さらには高齢者の活性化
につなげようとする活動も既に報告されている（e.g., 三田、2008）
。この活動の目的は、ネイルケアによ
る地域と女性のエンパワーメントであり、プロ仕様のネイルケアを施術する屋台の地域イベントへの出店事
例が紹介されている。こうした活動は、ネイルケアに対する人々の更なる関心の広がりにつながるだろう。
日本の美容サービス産業はアジアで最も優秀な技術を有しているが，国内市場での成長の余地は限られて
おり，
国内企業間の競争は厳しくなりつつあるという（尹、
2009）
。そのため、
国際的な戦略構築が課題となっ
ている。本研究が取り上げたネイルケアが今後、更に消費者の心を掴むためには、その効果を検証し、積極
的にアピールしていくことが必要とされるであろう。それと併行して、基礎研究を進め、各消費者がネイル
ケアに求めているニーズを具体的に把握することも重要である。
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高齢者向け
カラー寝禅ビジネスの事業創造戦略
―「精神美効果」
「介護予防効果」を指向して ―
塩瀬

（ハリウッド大学院大学

靜江

ビューティビジネス研究科）

要旨 1
高齢者が加齢に伴って生じうる未来への不安を解消するとともに、生きがいを持ち、より豊か
で健やかな生活が営めるために、精神面に主軸をおいたケア・エクササイズとしてカラー寝禅と
いうオリジナルなメソッドを開発した。このエクササイズは、筆者がこれまでに経験した様々なケ
アのエッセンスを統合したオリジナルなストレスケア方法である。
これをビジネスとして運用できるよう、様々な角度から分析し、その方向性を見出した。具体
的には高齢化社会に対する政府や民間の取り組み、および他社先行組織として公益社団法人
調和道協会とＮＰＯ法人日本ＹＯＧＡ連盟のビジネスモデルを検証すること、さらに競争戦略や
サービス・マーケティングといったビジネス戦略を考える上では欠かせない分析を検証した。
その結果、高齢者には、アクティブシニアと重度な介護認定者の中間に位置する高齢者への
施策が必要であり、精神面のケアを重視し、総合的な生活支援システムをも付加したビジネス
構築の必要性が導き出された。
さらに先行事例では、２つのビジネスモデルの比較分析を行い、講師育成スクール運営とフラ
ンチャイズ方式を掛けあわせることによる、低予算での短期普及拡大システムを見出すに至った。
マーケティングの観点からは、質の高い人材マネジメントがビジネス成功の重要課題であるこ
とから、人材募集と講師育成及び育成後のフランチャイジーとしてのメリットを重点に構築した。
また差別化としては、他業種との連携によって、高齢者自身の介護予防のみならず、総合的な
生活サポートによる未来への不安予防を志向した方向性で展開することが、高齢者にとってだ
けでなく、当該ビジネスに携わる人々へも恩恵をもたらす、いわば win-win の関係になれること
が見出された。
さらに、組織として運営できる体制を構築するため、まず戦略を構築したが、その際には、
必須の分析手法とされるファイブフォース分析とＶＲＩＯ分析を行い、カラー寝禅ビジネスの優位
性や課題を見出した。
次に、これをより具体的に実践するため、７Ｐ、スクール形式による人材確保と育成方法の具
体案、ＯＪＴ教育、地域へのプロモーションを検討した。
さらにチェーン・オペレーションとして、本部組織の構築と多店舗戦略に必要な本部の４Ｓス
パイラルと１０の機能を明らかにし、さらに本部とフランチャイジーとの繋がりについて検討した。
さらに、実際のオペレーションについても検討し、これらの方策を明確に設定できたことは、ビ
ジネスの実現に向けてより精度の高く、確実性を増したものになった。
以上のことから、高齢者向けカラー寝禅ビジネスの事業創造戦略のセグメントを明らかにし、
より具体的な事業計画を作成でき、今後も増加する高齢者に対して、身体の強壮と安心サポー
トの提供、本事業運営を通じて従業員が自律的に成長できるシステムが構築された。
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Ⅰ カラー寝禅の定義と成立に至る過程－誕生の物語
本節では、新たに提案するビジネスモデルの主要ツールとなるカラー寝禅の定義と成立に至る過程および
その有用性を、カラー寝禅の定義、カラーセラピーとは、寝禅とは、寝禅との出会い及びカラーセラピーと
の融合、カラー寝禅のメリットの順に述べていく。

１ カラー寝禅の定義
カラー寝禅とは、筆者の取り組む「カラーセラピー」と、河野十全（２）が考案した「寝禅」とを融合し、
人生のベースとなる価値観を磨く健康法である。それぞれのもつ特有の恩恵がより高まるとの考えから、こ
れらを融合しメディテーション的なエクササイズを構築し、その概念図を図表１に示した。

図表
図表 1 カラー寝禅概念図

1

カラー寝禅概念図

森林
セラピー

坐禅

ハーブ
セラピー
フラワー
セラピー

イス禅

カラー
セラピー

カラー寝禅

寝禅

アロマ
セラピー

念仏禅

写経（禅）

出所：筆者作成
具体的には、色と香りを用いた寝た状態での深呼吸、瞑想、自然運動によるストレスケア・メソッドである。
仰向けに寝た状態で色を用いた深呼吸と自然運動とを自由に繰り返し、禅的な半意識状態を誘導させ、自然
や宇宙との一体感を味わうことによりリラックスする。身体に力みのない状態で深い呼吸を繰り返すことで、
人間本来の清く力強い生命力を酸素と共に吸収し、個別的問題に対して、より優れた自己鍛錬や問題解決
のインスピレーションを得るなど、気力の回復、身体機能の向上に役立苞の考えで活用提案を目指す。その
恩恵を利用して、日々の生活を自分らしくより幸福に自立して生きることを支える手段とする活動が、カラー
寝禅ビジネスである。
以下にその成立ちまでの経緯を述べる。

２ カラーセラピーとは
『カラーセラピー』とは、色をもちいて心身不調和のバランス回復に役立てる自然療法とされ、方法は光線
療法、絵画療法など多岐にわたっている。
帝京平成大学ヒューマンケア学部＆東洋医学研究所の教授であり医学博士である上馬場和夫氏は、
「補
完・代替医療アーユルヴェーダとヨーガ」という著書のなかで、
「現代医学的研究によっても色が生理作用を
持つことがわかってきました。赤い色は興奮させて血圧を上げますが、青い色は鎮静的に作用して血圧を下
げます。 ～中略～ また、最近カラーセラピーでは、経穴の皮膚に色紙を貼り付けたり、色のスポットラ
イトを当てて治療する方法が行われています。これは皮膚に色の波長を与えることで、全身的な変化が起こ
ることを利用した治療法です。そのように色が全身的な変化をきたすことが最近言われるようになってきま
したが、インドでは、そのことは既に知られていたのです。
」
と述べている（上馬塲、2010）
。
このような、色のもつ特有の作用をエクササイズに応用したものの１つが、カラーブリージング（色彩呼
吸法）
である。色のイメーシを呼吸とともに体内に取り入れ、
心身のコンディションの安定をはかるメディテー
ション・エクササイズである。
リラックス効果が期待でき、病気そのものの治療とはならないものの、不安やイライラを和らげ気分の
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安定を図り、気持ちの前向きさ、安眠など、心身のストレスケアに役立つ健康法である（テオ ギンベル、
1997）
。
その他カラーセラピーは、色に対応した香りや音楽、ポーズなど、五感に働きかける要素が多く存在する。
そのため、個人の抱える心身のストレス状況に合わせて、細かく内容を組立てることが可能である。

３ 寝禅とは
『寝禅』とは、文字通り寝て行う「禅」のことである。
「禅」による恩恵を、誰にでも簡単に得られるように
工夫した心地よいエクササイズが「寝禅」である。そしてその創始者は「真理生活研究所」を設立した「河
野十全」
である。河野十全は、自らの人生の真理探求から得た体験によって「寝禅」
を見出している。
河野十全による「寝禅」とは、
「寝た状態で真理呼吸（深呼吸・全身呼吸・細胞呼吸）と自然運動を繰り
返しながら、半意識状態を誘導させ、肉体の自然機能が自然作用として宇宙に直結し、宇宙の大感覚・大
生命というエネルギーを吸収することによる、気力・体力増強のための人間改造」
である。目的は、
「真、善、美、
楽、建、幸、愛、和的人間本来の清らかでたくましい生命力を宇宙から吸収」し、自己鍛錬や問題解決のイ
ンスピレーションを得るのに役立てるとしている。また、宇宙は絶対真理世界であり、真理の真によってな
りたち、それこそが「気」
であり、すべてのものの根本、始まり、原因であり、その人間学ともいうべき哲学を、
日常の寝禅によって日々すこしずつ自己研鑚できるとしている（河野、1996）
。
禅と寝禅との大きな違いの１つは、実践時の姿勢である。禅の基本的な姿勢は、座ってあぐらをかく坐禅
である。寝禅の基本的な姿勢は、仰向けに寝た状態である。これは身体に負荷のかからない姿勢である。そ
のため身体不具合抱えた方、子供、高齢者など、誰もが簡単に実践可能である。
また、呼吸のテクニックでは、特有の力強い集中が必要な坐禅に対して、寝禅は特別な集中力を必要とし
ない。むしろ、より楽に、自由に、自然的開放感に包まれることを推奨している。
また「禅」と「寝禅」の違いを河野十全は、以下のように述べている。
「宗教面からの呼吸法の探求は、よ
く知られるように、釈迦によってその奥義が語られており、呼吸法を体得すれば天人合一の悟りに到達する
のである。その呼吸法は奥深く、難解で、これまた一般人には容易に習得できることではない。習得には、
何年も何十年もかかるものである。また、呼吸法が基本だからといってそれのみにこだわっていては、専門
研究家になるなら別だが、そうでない人には「日暮れて道遠し」となるのがおちである。その点、私の開発
した方法は、呼吸法をも含めた全体の「全」
、
「自然」
による理屈抜きの実践法で、これによって坐禅の十倍、
二十倍もの効果、利益をあげる方法なのである」
（河野、1996）
。
この内容からは、寝禅は、誰もが簡単に日常行え、健やかな生活や、人生の幸福の役に立つことを物語っ
ていると受け止めることができる。

４ 寝禅との出会いおよびカラーセラピーとの融合
筆者は約 20 年に渡り、リフレクソロジーやカラーセラピーなどを用いて予防健康領域のストレスケアを
行い生業としている。またその間にフラワーエッセンス、インディアンヘッドトリートメント、ストーンセラ
ピー、Ｏリングテストなどにも取り組み、現場実践を重ねてきている。また自らが体調を崩し入院した経験
から、自らのコンディション管理のため、様々なエクササイズとしてヨガ、気功、太極拳、操体法、丹田呼
吸法、チベットエクササイズ、色彩瞑想、寝禅などを試してきた。これらは、それぞれ異なる特性を所持し
つつも根底ではつながり、ある1 つに導かれるための手段と感じ、今まで根拠を探しつつ顧客ケアに応用す
る方法を模索していた。
その一環として、筆者は、河野十全の御子息の河野哲丸先生の主催する講座にて寝禅を体験した。寝禅
では、無心、不安からの開放、身体の真からみなぎる活力、充足感、生かされている感覚、感謝や喜びの
感情が湧きだし、その後の意識変化により生活が好転する体験などを経た。そのことから寝禅に興味を深め、
そして、筆者のこれまでの様々な経験と融合したカラー寝禅を開発するに至った。
大きなきっかけは、睡眠障害に苦しむ顧客を施術した時である。筆者のサロンへケアを受けに行きたいが、
到着までの体力がないとのことで、自宅での睡眠障害緩和方法に寝禅を紹介した。
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寝禅資料をファックスで送った後の電話による説明時に、自然に口からでたアドバイスがカラーセラピー
理論であった。睡眠障害には、松果体に関連する紫色（イレーネ デリコフ＆マイク ブース、1996）が、ス
トレス緩和に有効と考え、実践時に紫色のタオル敷きをお奨めした。また、紫に関連したラベンダーの精油
の芳香浴も奨めた。
数週間後にその顧客が筆者のサロンを訪れ、様々なカラー寝禅誕生のためのヒントを与えてくれた。顧客
の表情は、以前と異なりハツラツとしていた。寝禅を知って以来、眠ることが自然になってきたと報告して
くれた。便の通じも改善され、身体が軽くなり、気持ちも明るくなったと嬉しそうに語るその顔は、笑顔も
美しく輝いて見えた。
またその顧客は、１ヶ月前にご主人を亡くして塞いでいる友人にも、同様のメソッドを教えたいと相談を
持ちかけてきた。そこでご友人のストレスには、自立と愛情の波動を合わせ持つとされる赤紫色のタオルが
お奨めであり、精油はローズまたはローズウッドの香りをお奨めした。これらの経験を通じてカラーセラピー
と寝禅を融合しカラー寝禅を開発するに至った。
この融合は、筆者の取り組むリフレクソロジーやカラーセラピーなどの根底理論が、インドの伝統医学アー
ユルヴェーダの理論と共通項が多いがために実現したものと考える。またこれは、禅の発祥がインドである
ことも関与しているのかもしれない。
カラーセラピーは、個人の抱える心身のストレス状況に合わせて、細かく内容を組立てることが可能であ
る。その組み合わせを、筆者の経験を基に個々のリラックス効果をより高める工夫をして、寝禅と融合した
ものがカラー寝禅である。

５ カラー寝禅のメリット
カラー寝禅の主なメリットは、自由な姿勢と深いリラックス効果である。寝た状態で行うため、重力のス
トレスから解放されやすく、車椅子生活、認知状態でも試みることができる。導入では、精神面のケアに色
や精油の香りを用いたカウンセリングを行うが、これにより自己を振り返り自己研鑚の機会を得ることもで
きる。
実践では、カウンセリング結果に対応した色と香りの中で特有の深呼吸を行い、瞑想状態及び自律神経の
副交感神経を優位に誘導していく。そのため、身体的には脈拍安定、血圧降下、筋肉や神経の弛緩に繋がる。
また体内に酸素を満たすため、細胞活性、免疫力向上にも繋がる。
これら安全性の高さ、自己研鑚の機会、リラックス効果、免疫力向上などの有益性は、現在、政府が推
奨している高齢化問題の解決策とする介護予防や自立支援などに非常に適していると考える。

Ⅱ カラー寝禅ビジネス
前節では、カラー寝禅の誕生経緯と特性を整理し、そのエクササイズ効果や個別性が当該ビジネスに非常
に有益なツールとなることを確認した。
本節では、それを用いた具体的なビジネスの骨子を検討していく。具体的には、２章、３章、４章の分析
結果のメリットを生かし、デメリットを最小限に抑えることで見出されたフランチャイズ方式の新しいビジネ
スモデルの提案を行う。このビジネスモデルを「習い事型フランチャイズモデル」と命名し、その骨子を明確
にするとともに、ポーターのファイブフォース分析とバーニーのＶＲＩＯ分析を行い、実現可能性を検証する。

１ ビジネスの骨子
ポーターは、顧客ニーズに応えながら経済価値の創造実現戦略をＣＳＶとし、今後のビジネスでは欠かせ
ない要素であると述べている（Harvard Business Review、2011）
。本ビジネスはこれに習うべく、健
康価値・美容価値の視点から顧客ニーズに応え、さらに顧客発展の道を用意し、その連鎖による拡大・継
続の可能性を探り、ＣＳＶを達成するビジネスモデルとなる戦略を検討した。以下にその概要を述べる。
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① ミッション・理念
ミッション・理念は、
「精神美の追求と介護予防」である。将来への不安要素に、可能な限りの予防や緩
和の活動を行い、今この瞬間を心豊かに満喫できるよう支援することで、精神的充足感と身体能力の衰えを
改善、留めることができ、本目的を達成できると考える。
② カラー寝禅ビジネスの目的
目的は、
「カラー寝禅の提供と講師育成の循環により、地域密着型の助け合いコミュニティを形成し、関
わる全ての人々が健やかに生活できるためのサポートを試みる」
ことである。
③ 事業ドメインと展開事業
当該ビジネスは、
「健康美容快適支援事業」
となる。主に、
ノウハウ提供のビジネス展開である。その提供は、
カラー寝禅提供と、提供指導者育成および彼らへのフランチャイズシステム提供の２方向から展開する。つ
まり具体的な展開事業は「健康と美容のためのストレスケア・エクササイズの提供事業」
と「講師育成事業」
「育成講師を対象としたフランチャイズ事業」
になる。
顧客には、カラー寝禅を提供し、心身のストレス緩和を促すことで、己の人生に責任感を持ちつつ心豊か
に日々の生活を送れるためのサポートを試みる。そして提供指導者育成では認定講師としての自己ビジョン
を明確にさせ、仕事を通して自己実現に向けた能力を養うための支援を目的とする。また認定講師が事業を
行う側面をフランチャイズ方式により支援する。
事業ドメインは、高齢者の介護予防・健康と美容に関連するニッチ分野である。大手に困難な気遣い

図表 2 カラー寝禅のポジショニング
や付加サービス提供などにより優位性を保つ。標準市場では、自社が競合より魅力的と認知される位置
付（ポジショニング）
を模式的に図表２に示した。
図表 2 カラー寝禅のポジショニング

社会保険負担
軽（予防的）
・高齢者レクリエーション施設
・フィットネスクラブ
・カルチャースクール

・カラー寝禅ビジネス

多

少
・医療施設
・介護療養型医療施設
・介護老人福祉施設

・デイケアサービス施設
・リハビリ施設

重（治療的）

出所：筆者作成
④ 事業コンセプトとターゲット
事業コンセプトは 2 方向性からなる。１つめの、カラー寝禅提供ビジネスでは、
「癒して輝くカラー寝禅」
をコンセプトとする。メインターゲットは、
「病気ではないが気力または体力に限界があり頻繁な外出が難し
い不定愁訴をかかえた高齢者」
である。具体的には、病気ではなく、四肢も動くため、病院に行く必要もなく、
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高齢者向けカラー寝禅ビジネスの事業創造戦略 ―「精神美効果」
「介護予防効果」を指向して ―
介護認定もされないが、電車にのるほどの体力はない。そのため、万一のケガや病気、孤立など、日々の生
活に漠然とした不安を抱えた高齢者である。
２つめの、講師育成スクールでのノウハウ提供ビジネスでは、
「癒しを仕事に・快適を世界に」をコンセプ
トとし、育成した認定講師のフランチャイズ事業コンセプトは、
「自立と助け合いのファミリーネットワーク」
とする。ここでのターゲットは、
「人とのふれ合いで生きがいや収入を求める高齢者」
、
「好きなことへの副業
や転職を希望するＯＬ」
、
「社会的不利を抱えた自立志向の強い人」
「失業して困っている人」
などである。
⑤ カラー寝禅ビジネスの提供価値
カラー寝禅提供ビジネスでは、
顧客に「身体強壮（美容健康補助）
」
「心の癒やし」
「生きがい（自立意欲）
」
の３価値を提供する。
「身体強壮（美容健康補助）
」
は、エクササイズ実践での運動効果を試みる。
「心の癒やし」は、実践前の色や香りの自己カウンセリング、従業員とのコミュニケーションなどで心理的
ストレス発散効果を提供する。
「生きがい（自立意欲）
」は、お困り解決のためのコニュニティ・ネットワークを形成することで孤立予防
や自立意欲を支援する。
講師育成スクールでのノウハウ提供ビジネスでは、
「高齢者や若年者の生きがい創出」
「新たな雇用創出」
という価値を提供する。

２ ビジネスモデル
１項の実現には、カラー寝禅提供道場と講師育成スクールの教育循環システムが必要となる。そのため、
カラー寝禅提供を初級とし、講師育成をスクールで中級と上級を設定し、計３コースを軸とした戦略を試み
る。図表３にそのビジネスモデルを模式的に示し、図表４にカラー寝禅ビジネスの習い事型フランチャイズ
モデルの教育循環システムを示した。

図表 3

カラー寝禅ビジネスモデル

図表 3 カラー寝禅ビジネスモデル

Ｘ提供 （解決）

ＦＣ

Ｘ提供
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受講料
受講料

教育

巡回講師

教育
年会費

スクール

雇用

訪問臨床
美術

訪問美容
訪問セラピ

年会費

Ｘ提供
（解決）

Ｘ対価
（お困り）

本部

直営道場
（訪問・ウェブカメラ）

顧客情報 （提携先顧客のお困り相談）

福祉用具
開発販売

※ 解決＝解決情報

住宅改修
住宅清掃

Ｘ＝エクササイズ

出所：筆者作成
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図表
4 4カラー寝禅ビジネスの習い事型フランチャイズモデルの教育循環システム
図表
カラー寝禅ビジネスの習い事型フランチャイズモデルの教育循環システム
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出
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認定講師資格保持者

し
時間数

心の癒や

生きがい

12 レッスン時間

受講資格

希望者

出所：筆者作成
① 収益構造
このビジネスモデルの収益構造は、道場でのカラー寝禅提供収入、講師育成スクール収入、試験・会員
維持管理（フランチャイズ方式）
収入の３つから成り立つ。その内容は下記に示すとおりである（図表５）
。
図表 5 カラー寝禅ビジネスの収益構造
図表 5

収

カラー寝禅ビジネスの収益構造

道場

講師育成スクール

講師育成スクール

試験・会員維持管理

（初級コース）

（中級コース）

（上級コース）
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■試験料
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中級：5,000 円

※12 回参加により

■教材費

■教材費

上級：10,000 円

80,000 円

20,000 円

■認定・認定証発行

初級認定

入

（計：36,000 円）

■修了証料

■修了証料

料

内

■修了証料

3,000 円

3,000 円

中級：5,000 円

訳

3,000 円
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関連サービスのお
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困り解決情報の受
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注提供（任意）は

■研修（毎年）

無料

中級：5,000 円
上級：30,000 円

出所：筆者作成
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高齢者向けカラー寝禅ビジネスの事業創造戦略 ―「精神美効果」
「介護予防効果」を指向して ―
② カラー寝禅提供収入と費用
カラー寝禅提供収入は、直営道場、巡回道場が主となる。提供で共通した収益は、実技用クッションや
健康チェック用カラーカウンセリングシート、ヒーリングフレグランスなどの実践用具販売収入である。費
用はそれらの仕入れ費である。その他の収入と費用は３方向から検討する。
直営モデル道場では、顧客との直接的な取引により収入を得る。提供には３つの方法がある。本部直営
道場での対面提供、顧客宅への訪問提供、顧客と本部とのウェブカメラ利用による提供である。それらの
主費用は、会場費、通信関連費、実施に必要な備品等調達費、認定講師への給料、交通費などが挙げられる。
巡回道場は、本部契約の高齢者関連施設や、カルチャー施設、フィットネス施設、イベント運営会社な
どを経由した道場への巡回提供で収入を得る。それに対する主な費用は、取引先開拓・交渉などの営業費、
認定講師への給与、交通費などである。
③ 講師育成スクール収入と費用
講師育成収入は、講師育成スクール運営での収入を得る。その主収入は、受講料、教材販売収入である。
ビジネスモデルでは、初級、中級、上級の３コースを設定しており、初級はカラー寝禅 12 回以上の受講で
認定される。これをビジター計算すると、1 回の受講料を 3,000 円とした場合に、36,000 円で初級コース
の修了資格が得られ、中級コースへの参加条件を満たすことになる。
中級は、受講料 120,000 万円と教材費 80,000 万円の講座である。約 60 時間のトレーニング講座（内
24 時間講師アシスタント）＋救命救急講習会の受講を要する。それによりカラー寝禅の講師認定試験を受
ける資格を得る。合格後は、本部（ビジネスモデル提供者）に認定講師としての登録が認められ、本部紹介
での講師活動や独立開業資格を得る。
上級は、受講料 200,000 円と教材費 20,000 円の講座である。約 84 時間＋レポート提出＋介護職初任
者研修修了資格（又はそれと同等能力を示すもの）を全て満たすことで、受験資格が得られる。この試験の
合格後は、中級コース開催資格を得ることができる。具体的には、既存のカラー寝禅提供活動資格に加え、
講師育成スクールの開業資格も得る。
このように、ニーズ別にコースを設定し、それぞれの段階でビジネスとなる仕組みを構築する。講師育成
スクールでは、知識や技術提供のほか、それに伴う教材提供の収入を得る。その際の主費用は、受講生募
集広告・宣伝費、教室会場費、備品設備費、教材費、各講師への給料、交通費などである。その他、本
部直営の講師育成スクールへの受講生紹介制度として、中級受講費の 10％である12,000 円、上級受講費
の 10％である 20,000 円を紹介料としてフランチャイジーに支払う。
④ 試験・会員維持管理（フランチャイズ方式）
収入と費用
試験・会員維持管理（フランチャイズ方式）収入は、試験料、講師認定登録および認定証発行料、年会
費となる。試験収入は、中級と上級受講生それぞれに認定試験を実施する。さらに合格後、講師認定登録
および認定証発行料での収入を得る。最後に、フランチャイジー資格保持のための年会費を徴収し収入を
得る。また別途、イベント、研修、勉強会なども設定し、更なる収入を得ると同時に、フランチャイジー能
力を高めていく。それに対する主な費用は、各試験のための会場費や試験審査員給与、研修実施のための
調査・研究開発費および実施に伴う費用全般、フランチャイジーのモチベーション向上・継続のための管理
システム開発費用などである。
フランチャイジー道場では、カラー寝禅提供および中級コース提供の収益は、全てフランチャイジーのも
のとなる。そのため本部（フランチャイザー）
では、フランチャイジー活動サポートでの会員維持収入を得る。
そのための主費用は、
フォロー営業やマネジメント（スーパーバイザーによるフランチャイジー店舗巡回など）
などに関わる費用である。
⑤ その他の費用や収入
その他の費用に、これら全てを統括運営する本部の維持・管理費と、カラー寝禅提供の新たな教材開発
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費や提供システム開発費、講師育成のための教育システム開発費、なども必要となる。
運営本部の維持・管理費は、家賃や水道・電気などの維持・管理費、通信費、雇用者給料、交通費、
保険費などである。教材開発費では、提携組織や専門家などからの（カラー寝禅現場で使用する姿勢維持
用変形クッションやフレグランスなどの補助製品開発に伴う）アドバイス費用や、サンプル作成費等が挙げ
られる。提供システム開発費では、安全のための調査準備費用、情報誌やＳＮＳ利用の宣伝に関わる費用、
本部のサイト運営費、美容・健康・福祉関連組織への営業費用などが考えられる。講師育成のための教育
システム開発費では、医療や福祉、美容、健康関連の各専門家による裏付け費用、段階別・目的別・役割
別教材の作成及びマスター講師育成費用などが考えられる。
また、カラー寝禅ビジネスに関わる全ての人間を対象に、悩みや困り事の相談がいつでも可能となるよう
窓口に安心ホットラインを本部に設置するため、その費用も必要となる。
安心ホットラインは、顧客のお困りや悩みの相談窓口としても機能する。内容に応じた解決情報を、有料・
無料に関係なく提供する。役所の窓口、最新の介護保険制度、ＮＰＯ法人、弁護士、ハウスクリーニング業者、
美容師、エステティシャンなどの紹介は、安心提供のための無料サービスだが、顧客からの信頼を得るため
の必要な費用である。

Ⅲ ビジネスモデルの評価
前節では、カラー寝禅ビジネスの骨子と、習い事型フランチャイズ方式による収益の仕組みを提案した。
本節では、それらの提案内容を、外部環境（ファイブフォース）と内部環境（ＶＲＩＯ）から分析し、その
ビジネスモデルの評価を試みる。

１ 既存ビジネスモデルへのフィット
当該ビジネスに適するビジネスモデルの抽出とフィットを考慮すると、オープンビジネスモデル、マルチ
サイドプラットフォームビジネスモデルの２つが、対象要素を持っていると考える。
オープンビジネスモデルとは、他のパートナーと組織的にコラボレーションして新たな価値を創出するモ
デルである（ヘンリー チェスブロウ、2007）
。つまり福祉用具制作販売会社や、ソーシャルワーカーなど、
各専門家との連携によるオリジナル教材の開発や、悩みやお困りの相談窓口の設置という新サービス提供を
も用意する当該ビジネスの戦略は、これに当てはまるとも考えられる。
マルチサイドプラットフォームビジネスモデルは、複数の顧客グループをつなぎ合わせ、グループ同士の
交流を促進することで価値が生み出されるモデルである（Harvard Business Review、2007）
。
これは「エクササイズを提供される顧客」と「エクササイズを提供する講師」の２つの顧客グループをつな
ぎあわせ、その交流での価値創出・利益創出を検討している当該ビジネスのモデルには、前出のモデル以
上にフィットすると考える。顧客が講師との交流で講師を目指した場合には、顧客自身のさらなるＱＯＬ向
上に役立つと共に、顧客、講師、本部の利益にも繋がる。
また、ユーザーを獲得するほど価値が高まるネットワーク効果は、高齢者の精神美や健康美への支援と
なり、新たな雇用拡張にも繋がっている。
この戦略をアナロジー思考で捉えた場合、茶道や華道の普及形態に見られる家元制度にフィットする部
分もあるかもしれない。また前述のＮＰＯ法人日本ＹＯＧＡ連盟のモデルの応用版と言えるかもしれない。
これらをまとめると、この戦略はマルチサイドプラットフォーム戦略の「習い事型フランチャイズ方式」と捉
えることができるかもしれない。
これは、特有顧客に特有ノウハウを提供し、顧客自身の活動で収益を得ることが可能となり、それによ
り組織が自動増殖する仕組みである。表現を変えれば人と人との関わりで生み出される習い事型の価値連鎖
である。当該ビジネスは、これを念頭に置いたマルチサイドプラットフォームのフランチャイズ方式がパター
ンとなっている。
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２ 競争力の源泉を見出すための外部分析（ファイブフォース分析）
戦略構築では、競争上の優位性の分析方法としてポーターは、本質的競争の方向性をコストと差別化と
集中の３つで表現している。その中で当該ビジネスは、これまで述べてきた各分析から「差別化集中戦略」
が導き出され、ブルーオーシャン領域にスポットを当てている。それらについて本項では、マイケル・ポーター
が提唱するファイブフォースによる外部分析をおこない優位性を検討する。
① 新規参入業者・新規参入者の脅威
カラー寝禅は、ヨガや呼吸法と同類のエクササイズである。これらの多くはオリジナルメソッドのため、
仕入れや巨額投資も求められない。すなわち新規参入は比較的容易であり、参入障壁も撤退障壁もともに
小さいと言える。ただし、提供サービスが無価値と顧客判断された場合には、成長や存続は難しい。つまり
顧客ニーズを的確に汲み、十分な満足を提供できるかが勝敗を決める鍵となる。この点では、提供内容、提
供プロセス、ともに柔軟性が高い当該ビジネスは、有利と捉えることができる。
② 競争業者・業者間の敵対関係
競争業者・業者間の敵対関係を分析するにあたり、日本の類似組織関連の民間フィットネスクラブ市場
規模をみていくと、1998 年の時点では、クラブ数 1,548 軒、会員数 2.9 百万人、市場規模 2,945 億円だが、
2010 年にはクラブ数 3574 軒、会員数 3.99 百万人、市場規模 4,142 億円となっている（株式会社クラブ
ビジネスジャパンＨＰ）
。
またヨガ市場では、第一生命経済研究所の経済調査部によると、2010 年のヨガ人口は 102.2 万人（人
口比では 0.8％程度）
、市場規模は 613.4 億円、2015 年には、ヨガ人口が 351.3 万人（人口比では 2.7％）
、
市場規模は 2107.6 億円となる見込みとしている（第一生命経済研究所ＨＰ）
。
以上から、参入予定の市場規模は今後も拡大傾向にあることが伺えるが、既存業者の敵対関係は、対象
組織をスポーツクラブやカルチャースクールと捉えるか、ヨガや呼吸法など技芸指導そのものを提供する事
業者とするかで対応は異なる。
前者は、十分な設備も付加価値としているため、大資本組織が優位性をもち、ベンチャーでは太刀打ち
できない。しかし、オリジナル性を売り込むことで提携型発展の可能性もある。後者は、独自性や親和性を
形成し優位性を保ちやすいため、当該ビジネスとの競合性は極めて高い。これらの競争をさけるには、提供
サービスをエクササイズに限定せず、指導中のカウンセリング的コミュニケーションによる精神ストレスの
緩和、身体機能チェック、生活のお困り解消情報提供などの付加価値の充実で、優位性を確保できると考
える。
③ 代替品・代替製品・サービスの脅威
ポーターは、代替品を見つけ出す行為を「現在の製品と同じ機能を果たしうる他の製品を探す」ことと定
義している。それによる当該ビジネスの代替可能サービスは、ヨガ・呼吸法・瞑想・ピラティス・座禅・寝禅・
気功・体操・太極拳など、健康に寄与するエクササイズや、それを提供するフィットネスクラブや高齢者対
象の各施設、カルチャースクールなどが一般的に挙げられる。ただし、カラー寝禅提供を「コミュニティツー
ル」
と捉えた場合には、ファミリーレストランやカラオケ店などが相互代替可能なサービス製品として競合す
ることも考えられる。またカラー寝禅提供を「精神安定ツール」
と捉えた場合には占いや心理カウンセリング、
メンタルクリニックなどが競合となるかもしれない。
当該ビジネスではこれらも視野にいれ、類似サービスより価格性能比が良いサービスを予定している。そ
れは、本部に無料相談窓口として設置する安心ホットラインである。これを、中立的立場として存在させ、
しがらみのない顧客本位のお困りや悩みの不安解消に役立つ情報の提供を実現する。
④ 供給業者・売り手の交渉力
サービス業の多くは特別仕入れがない。その分、従業員の質の高さが求められる。これには、従業員自
らが質の高いサービス提供を目指すための制度構築が必要となる。そのための対策の１つがカラー寝禅の指
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導者を有料で育成するスクールのフランチャイズシステムである。このシステム構築により有利な供給を実
現している。
また教材開発には、専門家や組織協力のもと、オリジナルで高品質ものを開発予定である。そのため初
期投資は必要だが、普及拡大が見込めるほど強みとすることができる。
⑤ 買い手・買い手の交渉力
カラー寝禅提供には、フィットネス施設のような間接的流通経路の場合にも、直接提供の場合にも、競
合他社は多数存在するため、買い手の顧客は強い力を行使できる。そのため業界の競争は高まると考える。
ただし提供を精神ケアのためのコミュニケーション・ツールと捉えたり、健康チェック・ツールと捉えた
場合には、対象顧客が拡張され、競争を緩めることができる。
また買い手を個人ではなく、各高齢者施設、メンタル系クリニック、カルチャースクール等、組織とした
場合には、それぞれがどのような背景や目的を伴うかでも、顧客交渉力の強弱は異なるであろう。
買い手を個人とした場合では、ヨガ、呼吸法、瞑想法などの経験や知識が豊富な顧客ほど、その効果を
厳しく判断するため、強い交渉力を有する。このような顧客へは、カラー寝禅提供のみならず、講師の道を
促すことで、組織の優位性を確保する。

3 競争力の源泉を見出すための内部分析（ＶＲＩＯ分析）
企業の競争優位性の保持には、保有する経営資源と、その活用能力にかかっており、ジェイＢ．バーニー
はリソース・ベースド・ビューという考え方によるフレームワークのＶＲＩＯ分析の重要性を説いている（ジェ
イ B バーニー、2014）
。本項では、この４つを分析し経済価値（Value）
、希少性（Rarity）
、模倣困難性
（Inimitability）
、組織（Organi-zation）
の保有する経営資源とその活用能力を検討する。
① 経済価値（Value）
経済価値（Value）とは、自社所有の技術力で機会を捉えたり、脅威を打ち消すことができるかを分析す
るものである。これを当該ビジネスで分析すると、主に３つの価値を挙げることができる。
１つめは、カラー寝禅のオリジナル性のみならず、本部はカラーセラピーやリフレクソロジーなど自然療
法を主とした各コンテンツをも、多数所有していることである。多数のコンテンツは、目的に合わせた新た
な価値創出も無限的に可能であるため、顧客の変化するニーズに対応していくことが可能である。
２つめは、筆者のこれまでの経験が挙げられる。この経験は教室運営、講師育成、講師派遣などの各シ
ステムのノウハウ所有であり、強みとなる部分である。
３つめは、関連する多数の支援者や協力者との信頼関係の所有である。個人情報を開示せず、お困り問
題のみを取り上げ、内容に応じた個別的なサービスの提供能力は、表面的な人間同士の繋がりでは実現し得
ないであろう。顧客への多様な情報無料提供サービス力、顧客と認定講師と本部とのリレーション ( 連携 )
において、福祉用具製作販売会社、住宅改修害者、ハウスクリーニング業者、訪問美容師、訪問エステティ
シャン、訪問臨床美術士、医師、臨床心理士、ソーシャルワーカー、結婚相手紹介業者など、共通する価
値観や信頼関係による繋がりは、十分な効力発揮土台を所有していると考える。
② 希少性（Rarity）
希少性（Rarity）は、その技術を保有する企業割合を分析するものである。カラー寝禅はオリジナルであ
り、これから普及拡大を目指すものであるため、希少性は極めて高い。また、禅は世界的認知度だが、カラー
寝禅の基となる河野十全式の寝禅は、認知度は低く希少性は高い。希少性が高い寝禅に、カラーセラピー
の理論も付加したことで、希少性はさらに高まっている。
ただし、希少性の高さは変換すれば認知度の低さである。そのためプロモーション、内容の信憑性などが、
希少性価値を決定する重要な鍵となると考える。その点では、河野十全先生の著書は、人間としての真の
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生き方を非常にわかりやすく説いているが、聖書ほどのベストセラーではない。これも希少性の高さをプラ
スで支える一因となると考える。そしてカラー寝禅提供に伴う付加価値提供でも、各分野に精通した組織や
専門家との協力関係が予定されており、優位な立場を保つことができると考える。
③ 模倣困難性（Inimitability）
模倣困難性（Inimitability）は、カラー寝禅を保有しない組織が、その獲得にコスト負担や不利が生じる
かどうかの分析である。カラー寝禅は名称商標権も獲得済のため、他社が無断で模倣することは難しい。し
かし類似メソッドや名称乱用の制止も難しい。しかも、保有しない企業が本メソッド獲得を思考した場合、
一見内容が簡単であるため、模倣が容易と判断されがちである。
しかしカラー寝禅提供は、安心や自立意識を促す精神面のケアという真の目的のツールの１つであり、提
供サービスの一部にすぎない。それゆえ、目に見えないカウンセリング的なアプローチの特殊性や、付随す
る無料相談窓口の模倣は難しいであろう。
さらにカラー寝禅の普及システムは縛りが軽く、安価提供が可能なため、企業には模倣より提携導入が
有益と判断しやすい状況にある。また講師育成スクールでは、筆者がこれまで複数のセラピースクール設立
に関わった経験や、約 20 年のセラピー講師育成経験のスキルは非常に特殊性が高いため模倣困難性は高い
と考える。
これらの分析から、カラー寝禅提供、講師育成、ともに競争優位性は高いと判断することができる。
④ 組織（Organi-zation）
組織（Organi-zation）は、技術力活用のための組織体制や、仕組みが整っていることを分析することで
ある。当該ビジネスは、新規事業のため組織体制や仕組みは現時点では不十分である。しかし過去の筆者
の経験には、類似コンテンツでの人材確保、教育、組織体制などの仕組み構築において成果を収めてきた
実績がある。その経験も強みの１つになると考える。
また成功には、本部、他組織とのネットワーク、講師およびフランチャイジーネットワークの 3 つの存在
が肝になるが、これには筆者のこれまでの生業や活動が強みとなる。これまで培ったネットワークには、美容、
健康、医療、福祉、ボランティアに関連する組織や専門家が多く存在する。これらは道場運営、スクール運営、
顧客へのお困り解決情報提供においても協力関係を約束してくれているため、非常に大きな強みとなると捉
えることができる。

4 各分析のまとめと評価
これまでの分析から、当該ビジネスの強みは、カラー寝禅のオリジナル性、筆者自身の経験、他組織と
の信頼による協力関係の３つが柱であることが明らかとなった。この強みを、慎重に顧客ニーズへ繋げてい
く戦術構築が今後の需要課題である。
弱みは、組織規模の小ささ、資金力の弱さ、知名度の低さとみることができる。これらの問題には、弱
みを自由度の高さ柔軟性の高さと捉え、顧客への親身で迅速な対応の強化とすることで、逆に強みとするこ
とができ、改善できると考える。
以上のことから、カラー寝禅のビジネスモデルは、競争の優位性を保つ可能性を十分に秘めた戦略と捉
えることができ、実践成功の可能性が備わっていることが明らかとなったと考えることができる。

【注】
1
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中国における高齢者介護サービス業の
新ビジネスモデルの構築
― 理美容 ･ 介護 ･ 医療の三位一体型訪問トータルケア ―
卓

（ハリウッド大学院大学

蓮

ビューティビジネス研究科）

まえがき 1
筆者は､ かつて中国において数年間､ 美容業を経営した経験から､ 高齢者をターゲッ
トに美容だけでなく介護や医療を含めた総合的なサービスを提供したいという願望を抱
き､ その実現可能性を追求するため､ ｢中国における高齢者介護サービス業の新ビジネ
スモデルの構築～理美容 ･ 介護 ･ 医療の三位一体型訪問トータルケア～｣ を研究テーマ
に選んだ｡
まず中国における高齢者介護 ･ 医療ビジネス環境について､ 政治的要素、経済的要素、
社会的要素、
法律的要素などを多角的に調査･分析するとともに、
中国の高齢者介護サー
ビスの現状について分析した結果､ 高齢者福祉サービスのニーズがきわめて高いことが
判明した｡
次に､ 日中の両国で高齢者福祉サービスを提供している代表的な企業３社､ 日本国
内でユニークな介護サービスを行っている２社､ 中国で活躍している介護サービス会社
２社の合計７社を選びケーススタディを行った｡ 事例研究では､ 主としてどのような経営
課題を抱え､ それに対してどのような対応策を採ったかを分析した｡ その結果､ 経営者
の能力 ･ 資質､ サービスのあり方､ 組織 ･ 従業員管理､ 外部機能の活用､ ＩＴの活用な
どの面で成功要因を導出することができた｡
それを踏まえて ｢理美容 ･ 介護 ･ 医療の三位一体型訪問トータルケア｣ サービスとい
う新ビジネスモデルの仮説を打ち立て､ その構築をどうすべきかについて､ ｢基本設計｣
と ｢組織およびマネジメント｣ に分けて検討を加えた｡
本来なら、分析の内容、とりわけケーススタディについて詳述すべきであるが、紙幅
の制限もあり、本論では、｢理美容 ･ 介護 ･ 医療の三位一体型訪問トータルケア｣ サー
ビスの「基本設計」と ｢組織およびマネジメント｣ についてのみ、取り上げて論ずること
にした。
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Ⅰ 高齢者介護サービス業の新ビジネスモデルの構築： １）基本設計
1 新ビジネスモデル概観
中国の高齢者介護サービス市場に新規参入するための新ビジネスモデルの概観を示してみよう｡

1-1 新ビジネスモデルの顧客について
新ビジネスモデルの主要な顧客は､ 軽度の生活支援を必要とする高齢者とする｡ 本来なら､ 重介護を要
する高齢者を対象にすべきかもしれないが､ 現在の中国において､ ごく限られた富裕層を除けば､ 日本の介
護保険に相当する制度のない現状では､ 重介護を提供するビジネスモデルは､ 非常に困難であり､ リスクが
大きい｡ 新ビジネスモデルにおける介護の中心となるのは､ 主に生活支援サービスである｡
現在の中国では､ まだ受け入れが難しいと思われる欧米的な ｢食べられなくなったら諦め､ 重介護が必要
な期間を出来る限り短期間にする｣という考え方がこの新ビジネスモデル構築の背景にある｡ また､ 病院と協
力した自然な形での死を援助するような支援サービスも視野に入れている｡

1-2 高齢者介護サービス市場への新規参入条件
まず､ 当該市場へ新規参入するに当たり､ 何を競争優位とすべきかについて､ 列挙してみたい｡ これらの
要素を用いて､ ビジネスモデルの基本設計を行う｡

1．日本の先進技術の中国の事情への適応
企業間競争においては先進の介護技術を持つ日本企業に強みがあるが､ これらの技術も中国の事情に合
致するものでなければ､ 中国市場への適応や中国の高齢者の需要を満たすことはできない｡ 例えば株式会社
リエイ･ 理愛 ( 北京 ) 企業管理諮詢有限会社は､ 日本で積み上げた高齢者介護や介助の実績と技術を中心に､
中国の事情や生活習慣に合致する高齢者の気持ちを大切にしたサービスを重視している｡

2．モデル顧客によるマーケティング推進
中国消費市場では口コミが重視され､ 広告手段を使った宣伝も消費者自身の評価の影響には及ばない｡
最初の顧客に十分なサービスを提供しサービスモデルとすれば､ 第二､ 第三の顧客開拓の際の大きな説得力
となる｡
例えば株式会社リエイ･ 理愛 ( 北京 ) 企業管理諮詢有限会社傘下の礼愛老年看護サービスセンターの在宅
高齢者介護における最初の顧客は､ 中国国家特別手当( 職業道徳や専門技術を高く評価されて与えられるも
の ) の獲得者にして国家クラスの教学成果賞の受賞者､ 博士課程を修めて学生の指導に当たってきた中国人
民大学の名誉教授であった｡ 礼愛老年看護サービスセンターは教授の健康状態に基づいて詳細なケア計画を
設定し､ 心身のケアやリハビリを初めとする在宅でのケアサービスを提供した｡ 礼愛老年看護サービスセン
ターは業務展開上における高いスタート地点を選択し､ この教授の介護プロセスをモデル事例とすることで､
同センターに対する ｢高品質の在宅高齢者サービスを提供し､ 高齢者の多様な需要を満足させてくれるだろ
う｣という後に続こうとする顧客の信頼を獲得することができた｡

3．全面的需要に応えるワンストップサービス
株式会社ウイズネット･ 大連維斯福祉商務諮詢有限会社の経営スローガンが ｢在宅での介護サービスか
ら施設に入居してのサービスまで､ ワンストップの介護サービスを提供する｣であるように､ 同社の在宅サー
ビスには､ 訪問サービスから施設でのサービスも含まれている｡
施設に短期滞在しての生活ケア､ 訪問看護､ 在宅ケア支援､ ケアタクシー事業､ 住宅リフォーム､ ケア
用品レンタルと販売､ 行政委託事業､ 施設サービスとその他健康 ･ 保育事業まで､ これらワンストップサー
ビスは 1 つの会社であらゆる需要を満たすことができ､ 顧客の時間､ 労力､ エネルギーの節約になるため､
顧客にとっては大きな魅力がある｡ 指摘しておくべきは､ このような全面的な業務システムには巨額な資金
と人間関系 ( 人脈 )の後ろ盾を必要とする点である｡ このような富裕層のみを対象とする分野に最初に取り組
むのは困難であり､ リスクも大きい｡
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4．政府との良好な関係を通じた市場展開
中国市場での業務展開は､ 政府との良好な関係を持つことで大きな成果を上げることができる｡ 青松老
年看護服務 ( 北京 ) 有限会社は中国老年学学会の会員機構であると同時に､ 国際的な老年学の専門領域での
協力団体でもあり､ 国家老齢委員会 ･ 民政部 ･中国老年人学会を初め､ 高齢者科学と介護研究者の強力な
支持を獲得してきた｡ 創立者の王燕妮氏は民政部全国社会福利服務標準化技術委員会の専門家委員に選ば
れ､ また長期にわたり全国連盟主席団のメンバーや中国清明関懐教会の常務理事も務めてきた｡ そのため高
齢者介護サービス業で新規に中国市場に参入するならば､ 中国政府の高齢者機構の名義を借用することでお
墨付きを得てネームバリューの確立と業務展開が有利に運ぶことも考慮すべきである｡

5．コミュニティに根差した業務推進
コミュニティでの在宅高齢者介護は､ 現在中国の主要な高齢者介護モデルであるため､ コミュニティを市
場展開の糸口とするのは適切な戦略である｡
上海海陽老年事業発展サービスセンターでは､ 前述の ｢6 進モデル｣と呼ばれる 6 つのランクに分けたサー
ビスネットワークを形成している｡ しかし､ このようなコミュニティを中心とした業務展開には大量の人的
労力と物資が必要となり､ 短期間に大きな成果を上げることは難しい｡ 上海海陽老年事業発展サービスセン
ターの主要な業務範囲は､ 上海市の楊浦区に限定され､ 市内全域での全面的な業務展開はまだ実現してい
ない｡ 新規企業による業務展開をする際にはコミュニティという小さな市場を深く掘り下げることが､ 実行
可能な最善の路だといえよう｡
以上のような新規参入のための条件に基づき策定した新ビジネスモデルが次の図1である｡
図１ 高齢者介護サービス業の新ビジネスモデル

出典 : 筆者作成

1-3 経営理念
次に､ 新ビジネスモデルが掲げる経営理念 ( マネジメント･フィロソフィー )に関しては､ 以下のとおりで
ある( 図 2)｡

1．高齢者の長寿健康
新ビジネスモデルの最大の狙い､ 目的は､ 高齢者の長寿健康である｡ 単に ｢平均寿命｣ を延ばすための高
齢者福祉サービスの提供ではなく､ 高齢者が元気で外で十分に活動できる ｢健康寿命｣ を延ばすための高齢
者福祉サービスの提供を行って､ 社会に貢献する｡
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2．人間 ( 知･ 情 ･ 意 ) 形成と人間性尊重
人間の精神 ( 人格 )について､ 知 ･ 情 ･ 意の 3 つに分けたのは､ 2000 年以上前の儒家 ･ 荀子であるが､ こ
の中国における伝統的な人間形成と､ グローバル化を考慮して西洋における人間性 ( ヒューマニティ) 尊重に
立脚し､ 事業を推進するものとする｡
これらに立脚し､ 三位一体の事業 ( 第四章第三項参照 )を行うことで､ 高齢者を ｢幸｣ 齢者にしていきた
いと考える｡ ｢幸｣齢者づくりは､ 次項に記載したミッションの一つとしても挙げている｡
図２ 人間 ( 知 ･ 情 ･ 意 ) 形成と人間性尊重

出典 : 筆者作成

1-4 ミッション
上記の経営理念に基づいて､ 新ビジネスモデルを実行する場合のミッション ( 基本的役割 ･ 使命 )として
は､ 以下のものが掲げられる｡

1．｢高齢者｣を ｢幸齢者｣に変える
新ビジネスモデルのミッションとして､ まず挙げられるのが､ “
｢ 高齢者”を“幸齢者”に変える｣ というこ
とである｡ すなわち､ 高齢者が幸福な生活を送ることができる環境を新ビジネスモデルが提供するサービス
によって､ つくり出していくということである｡

2．高齢者に快適､ 安全 ･ 安心な生活を贈る
新ビジネスモデルは､ “
｢ 理美容”
“介護”
“医療”の三位一体型の訪問トータルケア｣ を実現し､ 高齢者が
健康に過ごせる期間を長期することを目指す｡ これは､ 換言すれば ｢高齢者に快適､ 安全 ･ 安心な生活をプ
レゼントする｣ことである｡

3．高齢者が経済的で､ 手軽に得られるサービスを提供する
新ビジネスモデルのミッションとして､ 次に挙げられるのが､ 高齢者に対して安価で､ 手軽に必要なサー
ビスを提供することである｡ 金銭的に裕福な高齢者だけではなく､ 経済的にあまり恵まれてない高齢者が享
受できるサービスを提供するのは､ 新ビジネスモデルの重要な使命である｡

4．高齢者を敬愛する社会づくりを目指す
中国は､ 伝統的に ｢孝｣ の考えがあり､ 高齢者を敬する傾向が強かったのであるが､ 近年､ この敬老精神
が希薄になりつつある｡ 新ビジネスモデルでは､ 敬老精神に基づいてサービスの開発を行い､ 提供すること
に徹していきたい｡
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5．高齢者が住む地域社会の活性化を図る
新ビジネスモデルは､ 高齢者個人に対して高齢者が必要とするサービスを提供するわけであるが､ 個人に
対するサービスの提供でよしとするのではなく､ 高齢者が住むコミュニティつまり地域社会の活性化を図る
ことも､ 重要なミッションであると考えている｡

1-5 主要事業
新ビジネスモデルが提供するサービス事業は､ 大別すると三種類である｡ 一つ目は､ メイン ( コア ) サー
ビスである ｢三位一体型訪問トータルケア事業｣ で､ その内容は､ 登録顧客に対して､ 理美容 ･ 介護 ･医療
の高度な技術を駆使して行う総合的なサービスの事業である｡ 二つ目は､ ｢三位一体型訪問トータルケア事
業｣ に関連するもので､ 理美容 ･ 介護 ･医療に関わる用具 ･ 用品を通信販売するネット通販事業である｡ 三つ
目は､ 登録顧客と登録専門家 ( パートナー )に対する支援事業で､ 教育 ･ 指導などのマネジメントに必要なコ
ンサルティング事業である｡
これらのサービスを提供することで､ 高齢者トータルケアサービスに必要な要素を包括的にカバーするこ
とができると考えている｡

1．｢理美容｣ ｢介護｣ ｢医療｣の三位一体型訪問トータルケア事業

｢理美容｣ ｢介護｣ ｢医療｣の三位一体型訪問トータルケア事業は､ 以下のように大きく3 分類して提供する｡
Ａ．訪問理美容としては､ (ａ) 理容 (カッティング､ 洗髪､ シェービング､ 整髪など)と(ｂ) 美容 ( ヘアカット､ パー
マ､ メイク､ マニキュア､ ネイルなど)の2つが主な事業である｡
Ｂ．訪問介護としては､ (ａ)身体介護 ( 食事介助､ 排泄介助､ 衣類の着脱介助､ 入浴介助など)､ (ｂ) 生活
援助 ( 掃除､ 洗濯､ 買物､ 通院などの乗降援助など)､ (ｃ) 助言指導､ (ｄ) 見守り､ などが挙げられる｡
Ｃ．訪問医療は､ 歯科医療､ 看護､ リハビリ､ 鍼 ･ 灸 ･マッサージ( 東洋医療 )などに限定して提供する｡

2．コンサルティング事業
競合他社との差別化をするために､ 以下に示すようなコンサルティング事業を展開する｡
Ａ．パートナー( 専門職契約者､ ビジネス連携契約者､ 福祉施設など)に対するコンサルティング事業 ((ａ) 技
術に関するコンサルティング､ (ｂ)マネジメントに関わるコンサルティング､ (ｃ) 起業に関するコンサルティン
グ､ (ｄ) 事業承継に関するコンサルティング､ (ｅ)その他のコンサルティング )
Ｂ．顧客に対するコンサルティング事業 ((ａ) 理美容に関するコンサルティング､ (ｂ) 介護に関するコンサルティン
グ､ (ｃ)医療に関するコンサルティング､ (ｄ) 生活に関するコンサルティング､ (ｄ)その他のコンサルティング )
Ｃ．教育 ･ 指導事業 (ａ) 提供するサービスに関する公開セミナーの開催､ (ｂ) 提供するサービスに関するマニュ
アル類の作成､ (ｃ)パートナーに対する技術指導､ (ｄ)パートナーからの教育受託､ (ｅ)パートナーに対す
る講師 ･ 専門家の派遣､ (ｄ)ネット講座 ( 中国人向け介護塾を建設 )

3．ネット通販事業
｢理美容｣ ｢介護｣ ｢医療｣ の三位一体型訪問トータルケア･サービスと関連させて､ 顧客の利便性を考慮
して､ 以下のようなネット通販事業を行う｡
Ａ．リンス､ シャンプー､ スキンケア用品などの理美容関連用品
( ｢ガモウ･日本最大の理美容用品販売業者｣との提携など)
Ｂ．老人用オムツなどの介護関係用品
Ｃ．老人用サプリメントなどの健康用品
Ｄ．血圧計､ 万歩計などの健康度チェック用品
Ｅ．その他生活支援用品

４．本 ( コア ) 事業と関連事業との関係図
コアである三位一体型事業とそれを支援するコンサルティング事業とネット通販事業との関連を示すと次
の図 3 のとおりである｡
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図３ 提供するサービス全体像

出典 : 筆者作成

1-6 ｢理美容｣ ｢介護｣ ｢医療｣の三位一体型訪問トータルケア・サービスの設計
まず､ ｢理美容｣ ｢介護｣ ｢医療｣ の三位一体型訪問トータルケア･サービスの基本的条件は以下のとおり
である｡
･ 顧客の目線で対応するサービスにする
･ 顧客の満足度を最重要視するサービスにする
･ 親切丁寧に接客するサービスにする
･ 顧客とのコミュニケーションを積極的に行うサービスにする
･ 常に技術と人間性を向上させ､ それらを活かしたサービスにする

1．訪問理美容サービスの設計
訪問理美容サービスは､ 大きく ｢理容サービス｣ と ｢美容サービス｣ に分けられるが､ それぞれについて､
そのサービスの具体的なものを示してみよう( 表 1)｡
表１ 訪問理美容サービスの設計

(a)顧客の希望､要望を正確に聴く､(b)顧客の反応を見ながら､カットする､(c)切った髪などは､綺麗に清掃
する､(d)終わったら､顧客の満足度をチェックする､などの点に留意して提供する
(ａ)洗髪するのかどうかを確認する､(ｂ)顧客に対して洗髪中に注意することを告げる､(ｃ)湯の温度は適
温かをよく確認する､(ｄ)湯水が口､鼻､耳などに入らないよう慎重に洗う､(ｅ)終わったら､顧客の満足度を
･洗髪
チェックする､などの点に注意して提供する
(a)電気剃刀か普通の剃刀かを確認して使用する､(b)皮膚を傷つけないよう慎重に剃る､(c)万一傷つけた場
･シェービング
合には､謝ったあと適切な処置を行う､(d)終わったら､顧客の満足度をチェックする
･カッティング

･ヘアカット

(a)顧客に取りやすい姿勢をとってもらう､(b)顧客の様子を観察しながらカットしていく､(c)なるべく短時
間ですませる､(d)終わったら､顧客の満足度をチェックする､などの点に注意して提供する

･ヘアカラー

(a)顧客が希望するカラーを選ぶ､(b)ヘアカラーをする場合の注意点を告げる､(c)アレルギーなどの有無を
確認する､(d)終わったら､顧客の満足度をチェックする､などの点に留意してサービスを提供する

(a)顧客の症状に応じて取りやすい体位を取ってもらう､(b)薬液がたれないよう十分注意する､(c)顧客の負
担を考え短時間で終えるようにする､(d)終わったら､顧客の満足度をチェックする､などの点に留意して提
供する
(a)顔のどこにポイントを置くかを確認する､(b)メイクの手順を説明する､(c)顧客の反応を見ながらメイク
･メイク
していく､(d)終了したら､顧客の満足度をチェックする､などの点に注意してサービスを行う
(a)顧客に好みの色を選んでもらう､(b)爪に付着している汚れや油分を綺麗に拭き取る､(c)慎重にカラーリ
･マニキュア
ングをしていく､(d)終わったら､顧客の満足度をチェックする､などの点に留意してサービスを提供する
(a)デザイン･サンプルから好みのものを選んでもらう､(b)手順を間違えずにネイルをする､(c)顧客の反応
･ネイルアート
を見ながら進める､(d)終了したら､顧客の満足度をチェックする､などの点に注意してサービスを提供する
･パーマ

出典 : 筆者作成

54

/ ビューティビジネスレビュー

Beauty Business Review Vol.4 No.1 2016

Project Research プロジェクト成果報告
2．訪問介護サービスの設計
訪問介護サービスは､ 大きく ｢身体介護サービス｣ ｢生活援助｣ ｢助言指導サービス｣ ｢見守り｣ の 4 つに
分けられるが､ それぞれについて､ そのサービスの具体的なものを見てみよう( 表 2)
表２ 訪問介護サービスの設計

･食事介助

･排泄介助

･衣類の着脱介助

･入浴介助

(ａ)決められた時間に給食する､(ｂ)その食物が顧客本人のものかよく確認する､(ｃ)異物が入ってい
ないかチェックする､(ｄ)顧客のペースに合せて給食する､(ｅ)体調がよくない場合には､ムリに給食
しない､などの点に注意してサービスをする
(ａ)尿意､便意を催していないか積極的に訊く､(ｂ)決していやな顔をして汚物を扱わない､(ｃ)肛門
などは､綺麗に拭き清潔にしておく､(ｄ)汚物は外に漏れないようビニール袋などに密封する､(ｅ)汚
物は､決められた方法で処分する､などの点に注意してサービスを行う
(ａ)何を着替えるのか確認する､(ｂ)顧客本人の衣類なのか確かめる､(ｃ)顧客の不自由な箇所をチェ
ックして着脱を行う､(ｄ)着替える手順を予め考えてから着替える､(ｅ)脱いだ衣類は､きちんと畳ん
で決められた場所に置く､などの点に留意したサービスにする
(ａ)顧客に湯加減をどうするかを訊く､(ｂ)手早く衣類を脱がせて浴槽に入れる､(ｃ)顧客本人の症状
を考え､身体を洗う､(ｄ)あまり長く浴槽に入れておかない､(ｅ)浴槽から出したら､よく拭いて手早く
衣類を着せる､などの点に留意してサービスを提供する

(ａ)掃除する箇所を確かめる､(ｂ)掃除する箇所が多い場合には､どこから手がけるかをよく考える､
(ｃ)決して手抜きをしない､(ｄ)見えない箇所を丁寧に掃除する､(ｅ)出たゴミは決められた方法で処
分する､などの点に留意してサービスを提供する
(ａ)洗濯する衣類の種類､枚数を確認する､(ｂ)白い物と色物とは分けて洗濯する､(ｃ)脱水が終わっ
･洗濯
たら､決められた場所に干す､(ｄ)女性の下着などは､干す場所をよく確かめて干す､(ｅ)乾いた洗濯物
は､きちんと畳んで整理する､などの点に注意したサービスを提供する
(ａ)何を買うのか顧客によく確かめる､(ｂ)預かる現金などは､確認のうえ受け取る､(ｃ)複数の店に
･買物
行く場合には､道順をよく考えて行く､(ｄ)買物をしたら､必ず領収書を受け取る､(ｅ)買った物､残金
に間違いがないかを顧客とともに確認する､などの点に留意してサービスを行う
(ａ)顧客の症状などの状況をよく確かめる､(ｂ)不自由な箇所を考え､どのように援助するかを決め
る､(ｃ)自動車等のドアの開閉に十分注意する､(ｄ)顧客が安全で安定した姿勢になるまで､しっかり
･通院などの乗降援助
と援助する､(ｅ)車椅子などは､決められて方法で､決められた場所に置く､などの点に注意してサービスを
提供する
顧客が抱えている問題､施術上の問題などに対応するためには､常に問題意識を持ち､問題点を発見す
･持続的な問題意識
ることが大切である
･問題の早期発見 改善する必要がある問題を発見したら､できるだけ速やかに対処法などについて助言指導する
助言指導を顧客から求められたら､直ちに対応し、顧客から問題解決について助言指導を求められた場
･迅速対応
合には､できるだけその場で答えるなど､すばやく対応する
ある顧客には親切に､別の顧客には無愛想に対応することがあってはならない｡誰に対しても､どのよ
･親身になっての助言
うなときにも､親身になって親切丁寧に助言指導しなければならない
自分の権限を超えたもの､よく知らない他分野のことなど､余計なことについては助言指導しないこと
･余計な助言の排除
である｡余計なことを助言指導すると､後で問題になる恐れがある
･顧客の症状､行動 見守りは､症状､行動に問題がある場合に行うサービスであるから､顧客の症状､行動パターンなどを正
確に把握することは､きわめて重要である｡
の的確な把握
･掃除

･油断なく行動観察
･信頼関係の構築
･必要な手助け
･応援の要請

見守りを怠ると､どこかに行ってしまい捜索願を出すなどの騒動になるので､決して油断することなく
顧客の行動を観察する
見守るといっても､黙って顧客を監視するのではなく､できるだけ顧客とのコミュニケーションを心が
け､顧客との信頼関係を築くようにする
身体の不自由な顧客が何か行動をとろうとする場合には､積極的に手助けをする
顧客が､自分一人では対応できないと判断される場合には､他の人の応援を求める
出典 : 筆者作成
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3．訪問医療サービスの設計
医療は､ 大きく ｢西洋医学｣と ｢東洋医学｣に分けられるが､ 新ビジネスモデルにおける ｢訪問医療サー
ビス｣ は､ 鍼灸 ･ マッサージなどの ｢東洋医学｣ を中心に据えている｡ というのも､ 中国では､ 依然として
｢中医｣と言われる中国特有の医療が盛んであるからである｡ ｢訪問医療サービス｣では､主として｢鍼灸･マッ
サージ｣ ｢看護｣ ｢歯の治療｣ ｢リハビリ｣の 4 分野のサービスを提供する( 表 3)｡
表３ 訪問医療サービスの設計

･事前の準備

鍼灸･マッサージのサービスを提供するには､鍼､お灸などの必需品があり､それらの
用具を事前に手入れをして用意するのは､プロとして当然のことである
･施す施術の特徴､効果などについて顧 鍼･灸･マッサージには､それぞれ特徴があり､効果･効能も違うわけであるから､それ
客への説明
らについて施術前にきちんと説明し､了解を得ることが必要である
･症状に合った施術の選択
施術は､顧客の症状に合せたものでなければならないのは､当たり前のことである｡そ
のためには､事前に症状を正確に把握し､症状に応じた施術をする
･顧客の反応を見ながらの施術
事前によく考えた施術であっても､顧客が満足できるものでない場合があるので､必
ず顧客の反応を見ながら施術することである
･施術後の顧客満足のチェック
顧客志向のサービスを標榜する以上､そのサービスを受けた顧客が､それに満足した
か否か､その満足度はどれくらいかについて､よくチェックするのはごく自然のこと
である
･顧客の症状の正確な把握
看護は､介護よりも高度な医療行為になるため､顧客の症状をより正確に捉えること
が強く要請される
･症状に応じた看護
医療行為の基本は､症状に合わせた治療､処置を行うことである｡看護においても同様
であり､顧客の症状を見て､どのように看護するのかをよく考えて看護することが重要
である
･顧客の反応を見ながらの看護
施した看護に対して､顧客がどのように反応するかをよく観察し､少しでも顧客の苦
痛を和らげる､顧客が楽になる看護を目指す
･親身な看護
顧客志向の看護は､言い換えれば顧客の目線で､顧客の立場に立ち､親身になって看護
することであり､これを徹底しなければならない
･今後取るべき行動についての助言 看護は､看護師などの専門家が処置して終わりではない｡顧客が､それ以外にどうする
かが重要であるから､顧客本人や介護する人に対して､今後どのようにするかを助言
することが､きわめて大切である
･顧客の症状に応じた処置
歯の治療という医療行為も､他の医療行為と同じように､顧客の症状を正確に把握し
て､どのように処置するかを考えてから処置するのは､当然である
･処置の仕方についての顧客への説明 どのように処置するかを考えたら､それを顧客に分かるように､親切で丁寧に説明を
して､顧客の理解を得るようにする
･顧客の反応を見ながらの処置
歯医者の施術は､顧客は目の当たりするため､出血に脅えたり､治療そのものに不安を
感じるので､顧客の反応､態度に留意しながら処置を行うことが重要である
･親身な治療
歯の治療による顧客の“痛み”をわが身の“痛み”と受け取って､つまり顧客の身に
なって親切丁寧に治療に当たることを決して忘れてはならない
･今後の取るべき行動についての助言 治療の最後に､次の治療までに何をどのようにするのかについて､よく説明し励行す
るよう助言する
･リハビリの対象になる部分の確認
･リハビリ計画の立案

顧客の症状を見て､身体のどの箇所､部分をリハビリの対象とするかを判断する
リハビリは､長期間を要するものが多いので､きちんとしたリハビリ計画を立案する
ことが大切である
･作成したリハビリ計画の説明
リハビリ計画は､リハビリに当たる関係者だけではなく､顧客にもよく説明し理解･納
得を得ることが必要である
･リハビリによる回復､復調状況につい 実際のリハビリに入ったら､顧客に対して､リハビリによる回復､復調状況について､
ての顧客への報告
きちんと報告することが､顧客の満足を得るために欠かせないことである
･自己の権限内のリハビリ行為
リハビリ行為は､理学療法士､作業療法士などの専門家が当たるものであるが､場合に
よっては､外科や内科の専門医師が行う分野に関わるケースがあるので､あくまでも
自己の権限内のリハビリ行為に徹し､決して越権行為､違法行為をしてはならない
出典 : 筆者作成
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2 三位一体型訪問トータルケア･ サービス事業の戦略および戦術
事業戦略は､ 競合他社との差別化戦略が中心になることが多いので､ ここでも､ 提供するサービスの差
別化戦略に重点をおいて検討することにしたい｡

2-1 事業戦略
事業戦略を検討するに当たって､ まず前提のなるものを確認しておかなければならない｡ 差別化戦略を展
開するといっても､ 恣意的に思いつくことを何でもしてよいということではない｡ きちんとした制約条件の
範囲内での行動をとるのは､ 当然のことである｡ つまり､ 事業戦略の前提条件があり､ それを厳守しながら
戦略を策定し実行しなければならない｡ 事業戦略の前提として､ 以下の点を遵守する｡

2-1-1 戦略の前提
① 低価格 ･ 高品質のサービスの提供
ほとんどが年金暮らしの高齢者を主たるターゲットとしていることから､ 高価格でサービスを提供しても
なかなか受け入れてくれない｡ できるだけ低価格を設定してサービスを提供することは止むを得ない｡ また､
競合他社との競争を考えると､ 他の追随を許さない高品質のサービスを提供することが必須である｡ そのた
めには､ 高度の知識 ･ 技術を有する専門家といかにタイアップすることが重要である｡
② ワンストップサービスの実現
新ビジネスモデルの最大の特徴は､ ワンストップサービスの実現を目指していることである｡ 経営理念の
1つに ｢理美容 ･ 介護 ･医療の三位一体型訪問トータル｣ を謳っているが､ これは､ ワンストップサービスに
よって､ 顧客のいろいろなニーズ､ 需要に応えることを意味する｡ 顧客にとっては､ サービスを受ける手間､
時間などの節約､ 節減ができ､ メリット､ 便益性がきわめて大きいので､ 高齢者の顧客にとっては､ 歓迎す
べきことと推察される｡
③ 外部人的資源の活用
新ビジネスモデルでは､ 社内に理美容､ 介護､ 医療の専門家を抱えて運営することは考えていない｡ これ
らの専門家は､ その大部分を外部に求める｡ すなわち､ これらの専門家に登録してもらい､ 登録専門家を顧
客の要望､ 要請に応じて派遣して( つまり､ 顧客のところを訪問して ) サービスを提供するという仕組みをと
ることにしている｡ これによって､ 経営的には､ 人件費を節減できるというメリットがあるほか､ 専門家サ
イドでは､ 仕事量が増えるという利点もある｡
④ ＩＴ( ＷＥＢ ) の利用
外部の専門家に登録してもらう方法は､ ＷＥＢサイトによる｡ また､ 顧客についても､ 会員として登録
してもらうが､ これもＷＥＢサイトを通じて行う｡ さらには､ 入出金などの経理 ･ 財務管理､ 業務管理など
も､ ＩＴをフルに活用することを企図している｡ このようにＩＴを活用する経営管理を行うのは､ 最大の経
費である人件費を削減するためだけではなく､ 経営管理の効率性､ 効果性を高めるためである｡
⑤ 新しいサービスの開発 ･ 提供
競合他社との激しい競争に打ち勝つ方法のひとつとして､ 他社に先駆けて ｢常に新しいサービスの開発
を行い､ 顧客に提供し続ける｣ ことが挙げられる｡ 新しいサービスの開発は､ 登録専門家の創意工夫に負う
ところが大きいが､ 本部では､ コンサルティング事業も行うことになっているので､ その業務の一環として､
新サービスの研究開発に取り組むことにしている｡ この場合でも､ 登録専門家と連携して開発に当たり､ そ
の成果を共有して共存共栄を実現させたい｡

2-1-2 サービスの基本姿勢
コアサービスの三位一体型の訪問トータルケア事業において､ 高品質のサービスを提供するために､ いく
つかの基本姿勢を提示する｡ 以下の 5 つをサービスの前提として遵守していきたい｡
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① コンサルティング ･ サービスに徹する
かつて物品の販売に当たって､ 単に物としての商品を売るのではなく､ 顧客の相談にのり顧客が満足して
商品を購入するように仕向ける ｢コンサルティング ･セールス｣ が強調されたことがある｡ これをサービスに
当てはめると ｢コンサルティング ･サービス｣ ということになる｡ これは､ 一方的に施術 ･ 処置をするのでは
なく､ 顧客と相談しながら､ 施術 ･ 処置の仕方を決め､ そのうえで実施することを意味する｡ この ｢コンサ
ルティング ･サービス｣が競合他社との差別化の有効な手段である｡
② 日本式サービスをベースにする
中国において ｢理美容 ･ 介護 ･医療の三位一体型訪問トータルケア｣ というサービスを提供するに当たっ
て､ この分野の先進国である日本を参考したいと以前から考えていた｡ つまり､ 日本式サービスをベースに
中国で事業展開をしたいと望んでいる｡ 日本式サービスについては､ 人によって受け取り方が異なるようで
あるが､ 筆者個人としては､ 以下の特徴があると理解している｡
1) ｢一人ひとりの管理｣を重視する
2) 顧客のメリット､ 利便性を優先する
3) 顧客とのコミュニケーションを大切にする
4) 常に顧客の目線で考え対応する
5) 常に良いもの､ 良い方法を追求する
③ ｢おもてなし｣を励行する
日本的サービスの代名詞とも言うべきものが ｢おもてなし｣ である｡ この ｢おもてなし｣ は､ 2020 年のオ
リンピック候補地の誘致合戦で､ さるタレントが使って世界的に評判になった言葉である｡ ｢おもてなし｣ に
ついても､ 人それぞれによって解釈が違うようであるが､ 筆者は､ 親しくしている日本人から ｢おもてなし｣
について､ 以下に示すような内容のことを教えられた｡ 筆者も､ まったく同感である｡ ぜひ ｢おもてなし｣を
励行して差別化を図りたい｡
お＝思いやりをもって（相手を思いやることが基本である）
も＝漏れなく（誰に対しても公平・平等に接する）
て＝手抜きなく（基本をきちんと手順を踏んで）
な＝和やかに（いつも平常心で笑顔で接する）
し＝親切丁寧に（心を込めて対応する）
④ ｢技術｣とともに ｢心｣を売る
理美容サービス､ 介護サービス､ 医療サービスのいずれも､ 顧客の要望､ 症状などによって施術 ･ 処置を
行う｡ ここで最も重要なのは､ 専門家の ｢技術｣ である｡ 日本的に言えば ｢うで｣ であり ｢わざ｣ である｡ 顧
客にとっては､ まずこの ｢技術｣が優れているかを評価する｡ その評価が低ければ､ リピートはほとんど期待
できない｡ したがって､ 専門家にとって､ ｢技術｣ を磨くことが必要であるが､ 顧客は､ それだけでは満足し
ない｡ 顧客は､ 専門家が ｢心｣ をもって ｢技術｣ を活かす施術 ･ 処置をしているかを評価しているのである｡
専門家は ｢技術｣とともに ｢心｣を売ることをしないと､ 真のプロとは言えないのである｡
⑤ 顧客の ｢満足 ( 幸福感 )｣を確認する
上記で､ 専門家は “
｢ 技術”
とともに“心”
を売る｣ことの大切さを指摘したのであるが､ これを取り上げた
最大の理由は､ これが顧客に ｢満足｣ を与える大きな要因と考えられるからである｡ 顧客は､ 優れた ｢技術｣
を受けて､ 美しくなった喜び､ 身体の痛み･ 不快感の除去､ 健康の回復に満足すると同時に､ 専門家の優し
い言葉かけ､ 親切丁寧な応対等による承認欲の充足､ 自尊心の充足によって満足が増していき､ 幸福感を
味わうことになる｡ ｢顧客の幸せそうな笑顔が､ 最大の報酬である｣ という心境に達する専門家を目指してい
きたい｡ したがって､ 専門家は､ 施術 ･ 処置がすんだら､ 必ず顧客の満足度を確認することを忘れてはなら
ない｡
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2-1-3 ステークホルダーとの関係
新ビジネスモデルの本部が､ 登録顧客､ 登録専門家､ 行政､ コミュニティ､ などのステークホルダーと
どのように関係するのかを示すと､ 以下の図のとおりである( 図 4)｡
図４ ｢本部｣ ｢専門家 ･ 顧客｣ ｢行政 ･ コミュニティ｣ の相互関係

出典 : 筆者作成

① 本部の役割
事業戦略策定の前提となる重要な事項として､ 新ビジネスモデルの本部の役割が挙げられる｡ 本部が果た
すべき役割が明確にならないと､ 事業戦略が策定できないからである｡ そこで､ 本部の主要な役割を挙げる
と､ 以下のとおりである｡
1) 顧客の登録､ 更新等の管理
2) 専門家の登録､ 更新等の管理
3) 顧客の要請による専門家の派遣
4) 施術 ･ 処置後の報告に基づくコントロール
5) 顧客ならびに専門家の苦情処理
6) 入出金管理
7) 行政への働きかけ
8) コミュニティへの働きかけ
9) 新しいサービスの開発
10) 経営管理のイノベーション
② 登録顧客との関係
当該事業の顧客とは､ 登録により三位一体型訪問トータルケアサービスを利用する顧客のことを指す｡ 顧
客に提供するものとしては､ 以下のものが挙げられる｡
1) 登録顧客を増やすための宣伝 ･ 広報活動の充実
2) 登録顧客の名簿作成など顧客データづくりとそのセキュリティ管理
3) 登録顧客の健康状態､ 症状等の正確な把握
4) 登録顧客の要望に応じた最適任の専門家の派遣
5) 登録の苦情への迅速 ･ 親切丁寧な対応
以上のような事項に対して､ 顧客からは､ 当該ケアサービスへの登録 ･ 対価の支払いが行われる｡
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③ 登録専門家との関係
訪問トータルケアを標榜している新ビジネスモデルでは､ 登録専門家との関係も､ きわめて重要である｡
有能な専門家を確保し､ 顧客が満足するサービスを提供しないかぎり事業は継続できない｡ 登録専門家との
関係としては､ 以下のものが挙げられる｡
1) 登録専門家を増やすための宣伝 ･ 広報活動の充実
2) 登録専門家の名簿作成など専門家データづくり
3) 登録顧客の要望に応じた最適任の専門家の選抜 ･ 派遣
4) 登録顧客の健康状態､ 症状等の正確な情報の登録専門家への伝達とその秘密保持
5) 登録専門家の苦情への迅速 ･ 親切丁寧な対応策の共有化
④ 行政との関係
行政との関係では､ 以下の事項が挙げられる｡
1) 行政に対して､ 介護等に関わる法令の確認
2) 必要な許認可の申請
3) 介護等に関わる助言･ 指導の行政への要請
4) 補助金等の助成 ･ 支援の行政への要請
5) コミュニティに関する情報交換と相互協力
⑤ コミュニティとの関係
コミュニティとの関係では､ 特に以下の事項を重視していくことにしている｡
1) コミュニティの動向に関する情報の収集
2) コミュニティに対する情報の提供
3) 地域内の高齢者および家族に対するアンケート調査の実施
4) 登録顧客の小地域内での交流促進
5) 事業体の地域活動への積極的な参加

2-2 戦術
本項では三位一体型訪問トータルケアサービス事業の戦術について検討したい｡

2-2-1 理容サービスの戦術
まず理容サービスの戦術について検討してみよう｡ 理容サービスは､ 一定の手順に従って処置することが
多く､ 戦術とはあまり関係ないと認識している人が多いであろう｡ しかし､ 少なくても次に指摘するような
事項は､ 明確な戦術とは言えないまでも､ 確実に守ってサービスを提供することが必要であると思われる｡
① ｢美の追求｣への認識
理容は､ 散髪とも言われ､ 基本的には､ 伸びた髪を切ることである｡ だが､ サービスされる側は､ 理容は
単なる散髪とは思わず､ ｢美の追求｣ のかたちの1つと理解しているはずである｡ したがって､ 理容サービス
を提供する側も､ 理容は ｢美の追求｣であるという認識を持ってサービスに当たることである｡
② 流行を把握
髪型の流行を気にするのは若者であって､ 高齢者には無関係であると決め付けないことである｡ 寝たきり
の高齢者の中には､ せめて髪型だけでも流行のものにして若返りを果たしたいと思っている人もいる｡ この
ため､ 髪型の流行についても､ 意識して掌握しなければならない｡
③ 顧客の好みを把握
散髪の基本は､ 顧客の好みの髪型にすることである｡ サービスする側が､ ｢この顔､ 頭の形からこうであ
ろう｣などと勝手に考えて､ 散髪してはならない｡ 事前に､ 髪はどの程度カットするのか､ 揉み上げはどうす
るのか､ などを確認してから､ 散髪に取り掛かり､ 途中でも確認の声がけを必ずすることである｡
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④ トータルファッションの見地
理容とりわけ整髪は､ ｢美の追求｣ の1つであると指摘したが､ それはあくまでも一部であって､ すべてで
はない｡ 人は､身体全体について｢美の追求｣をしており､整髪だけで良しとは決してしない｡ したがって､トー
タルファッションの観点から理容を捉えて､ 顧客にアドバイスすることが大切である｡
⑤ 顧客が喜ぶサービス
事業を維持 ･ 発展させるには､ 新規顧客の開拓と同様､ 現在の顧客にリピートしてもらうことが重要であ
る｡ 顧客のリピートを得るためには､ 相手が満足するサービスを提供し続けることである｡ このため､ 顧客
は何に満足しているのかについて分析し､ 顧客が喜ぶサービスを考え出し実行していく｡

2-2-2 美容サービスの戦術
美容サービスは､ 理容サービスとは異なり､ 戦略性がかなり鮮明である｡ つまり､ 美容サービスでは､ 顧
客の好みの変化に臨機応変に対応できるか､ ヘアカット､ メイク､ ネイルなどの組み合わせサービスができ
るか､ などの戦術いかんが成否を分けることが多い｡ 美容サービスの戦術では､ 次に掲げるものが､ より重
要であると思われる｡
① ｢美の追求｣への認識
｢美しくなりたい｣ というのは､ 誰しもが抱く願望であり､ ｢美の追求｣ は命があるかぎり途絶えることはな
い｡ 美容サービスは､ この願望､ 欲求を充足させる手段である｡ そこで､ このサービスを提供する人は､ ｢美
容は“美の追求”
の最たるものである｣ということを強く意識して､ 顧客に対応することである｡
② 複数技術の保持
美容は､ ヘアカット､ パーマ､ メイク､ マニュキア､ ネイル､ エステなど多種多様である｡ 顧客の中に
は､ これらをいくつか組み合わせたサービスを求める人がいる｡ このような顧客の要望に応えられるよう､
複数の技術を身につけておき､ いつでも対応できる態勢を整えておく必要がある｡
③ 流行を把握
美容の特性は､ はやり廃りつまり流行があることである｡ 顧客は､ たとえ高齢者であっても､ 流行に強い
関心を持っているのが普通である｡ したがって､ 常にファッション雑誌､ 話題のテレビドラマの登場人物の
ファッションなどを見て､ 美容の流行を把握して､ 顧客に対応することである｡
④ 顧客の好みを把握
美容が流行に左右されるということは､ 顧客の好み､ 要望が変化することを意味する｡ 以前気に入ってい
たものが､ 次には気に入らないことが､ ごく普通なのである｡ このため､ 顧客の好み､ 要望がどのように変わっ
たのか､ 新しい要望は何なのか､ などを的確に捉え､ それに沿ったサービスを行うようにする｡
⑤ カウンセリングの実施
顧客の好み､ 要望の変化に対応した美容サービスを提供するためには､ 事前に好み､ 要望を聴くことが大
切であるが､ それとともに処置する間も意識的にカウンセリングをして､ 顧客の好み､ 要望にかなっているか
を確認することが重要である｡ このようなきめ細やかな配慮が､ 顧客の信頼を得てリピートに繋がっていく｡

2-2-3 介護サービスの戦術
介護サービスの最大の特性は､ 医療サービスと密接に関係していることである｡ 介護の顧客が同時に医療
のクライアント( 患者 ) であるケースが圧倒的に多い｡ また､ 高齢化によって介護サービスの市場が拡大して
おり､ 競合会社が多いため､ 競争に打ち勝つための戦術が強く求められている｡ 介護サービスの戦略 ･ 戦術
としては､ 以下の事項が挙げられる｡
① 介護の最近の動向､ 傾向の的確な把握
戦略で最も重要なことは､ 変化への迅速な対応である｡ そうであるならば､ まずなすべきことは､ 介護に
関する最近の動向､ 傾向を迅速に的確に把握することである｡ 例を挙げれば､ 介護を必要とする高齢者の増
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加状況､ 行政が実施している介護支援策､ 同業他社の動き､ などについて情報を収集 ･ 分析して､ 実際の介
護の参考にする｡
② 介護に関する新機器､ 新技術の活用
介護に関する新しい機器が開発され､ 利用されることが多くなってきた｡ 新機器を使用した新しい介護の
仕方も考案され､ 実際に使われている｡ このような新機器､ それを利用した新技術などの動向も敏感に捉え
ていき､ 使えるものは､ 積極的に導入する｡
③ 顧客の要求､ 症状の分析と対応の仕方
顧客が満足する介護を行うには､ 顧客の要求､ 症状などを分析し､ 真に必要な介護の仕方を考え出し実
行することである｡ この場合に留意しなければならないことは､ 顧客の要求､ 症状は常に変化するというこ
とである｡ したがって､ 顧客の要求､ 症状の変化を的確に掌握して､ それに応じた処置をすばやく考え出し
て実行することである｡
④ 医療行為の対応の仕方
顧客の要求､ 症状に応じた介護を行っていくと､ 介護の範囲を超えて医療の分野まで入り込んでしまう恐
れがある｡ 医療ライセンスのない人の医療行為は違法であり､ 処罰の対象になるので､ 十分注意しなければ
ならない｡ このため､ 介護と医療の境界をよく知るとともに､ 疑わしい場合には､ 医療の専門家に相談して
指示を受けることである｡
⑤ カウンセリングを伴う介護
先にコンサルティング ･サービスの必要性､ 重要性を指摘したが､ これが強く求められるのが､ 介護サー
ビスにおいてである｡ 顧客は､ 身体の自由が利かず､ 自分の意思どおりに行動できないために介護サービス
を受けているのである｡ そこで､ 介護サービスでは､ 特にカウンセリングを意識して行い､ 顧客の意思を確
認しながら､ 介護を進めていくようにする｡

2-2-4 医療サービスの戦術
新ビジネスモデルにおける医療サービスは､ 鍼灸 ･ マッサージなどの東洋医学ベースにした医療分野に限
定していることは､ 何度か触れてきた｡ したがって､ 医療サービスの戦術を検討する際は､ この点に配慮して
策定することが肝要である｡ 医療サービスにおける戦術としては､ 以下に掲げるようなものが有効と思われる｡
① 鍼灸 ･ マッサージの効果性､ 有効性のＰＲ
中国の伝統的な医療技術である鍼灸 ･マッサージも､ 西洋医学に押され気味で関心の度合いが薄れつつあ
るのが現状である｡ このため､ 鍼灸 ･ マッサージによって､ どのような効果があるのか､ どのような症状に
有効なのかについて､ ことあるごとにＰＲを行って､ ｢鍼灸 ･マッサージ｣ というブランドの知名度､ 認知度
を高めることが重要である｡
② 西洋医学の知見を取り入れた施術法を考案し実行
鍼灸 ･マッサージは､ 中国古来の治療法であるからといって､ それにこだわる必要はない｡ 西洋医学で取
り入れるものがあれば､ 躊躇することなく取り入れることである｡ 実際､ 日本のある鍼灸治療院では､ 中国
古来の鍼灸､ 日本古来の鍼灸､ 西洋医を融合させた治療法を開発し実施している｡
③ 太極拳など中国の伝統的な武術の活用
中国各地の公園では､ 太極拳をする人たちの光景をよく目にする｡ とにかく､ 中国の人たちは､ 太極拳が
好きなのである｡ そこで､ 太極拳という武術を鍼灸 ･マッサージの施術に取り入れて､ 積極的に実行するよ
うにする｡ そうすれば､ 多くの人が鍼灸 ･マッサージを抵抗なく受け入れてくれるはずである｡
④ 認知症の高齢者のタイプ別の治療
認知症については､ 症状の進行度に応じた対処法が一般的であるが､ 最近では､ 身体不調型､ 環境不適
応型､ 知的衰退型､ 葛藤型､ 遊離型､ 回帰型などにタイプ分けをして､ それぞれのタイプに応じた治療法
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を施す新しい方法もあるので､ このような治療法を積極的に導入していく｡
⑤ 常食で元気になる医療の実施
寝たきりの高齢者の中には､ 経口による食事が摂れずに､ 胃ろうによる摂食で生きている人も少なくない｡
胃ろうのほうが看護 ･ 介護する側も負担が軽くなるし､ また患者にとって誤嚥などからくる苦痛から解放され
るというメリットがある｡ しかし､ 最近では､ 胃ろうを廃して常食で元気になる医療を行う動きが出てきた｡
こうした新しい医療法もぜひ取り入れたい｡

Ⅱ 高齢者介護サービス業の新ビジネスモデルの構築：２）組織およびマネジメント
ここでは､ 主として組織づくりと機能別管理に焦点をあてて検討を加えていきたい｡

1 組織および組織づくり
1-1 本部および各事業の組織
メインサービスの ｢三位一体型訪問トータルケア｣ サービス事業の運営に当たるのは本部であり､ 管理
の中心となるのは登録顧客管理と登録専門家管理である｡ この両者を結びつける内部管理として､ 上記の
管理のほか､ 品質管理､ マーケティング管理､ 財務管理､ 人事管理､ 事務管理がある｡ これらの管理は､
ＩＴを最大限利用したシステムを構築し､ できるだけ人力に頼らない方向を目指す ( 図 5)｡
また､ コンサルティング事業管理は､ 登録顧客と登録専門家に対して､ きめ細かいサービスなどを提供す
ることになるが､ 内部に総合的な能力を有した人材を配置し､ 管理 ･ 運営に当たらせる｡
なお､ ネット通販事業は外部の専門業者とのタイアップ事業であるため､ 特定の部門は設けず､ トップが
直接管理する｡
図５ 組織体制

出典 : 筆者作成

上記のような管理を行うための組織づくりについて､ 以下で検討してみよう。

1-1-1 本部の組織
新ビジネスモデルでは､ 人による業務をできるだけ少なくし､ ＩＴを最大限利用したシステムを構築して
効率化を図るため､ 本部の組織づくりについて､ 次の諸点に留意する｡
① 総合的な経営管理能力のある人物をトップに
② 少数精鋭主義の徹底
③ マルチジョブ ･システム ( 多能工化制度 )
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1-1-2 コンサルティング事業の組織
メインの事業である ｢理美容 ･ 介護 ･医療の三位一体型訪問トータルケア｣サービスを側面から支援 ･ 援助
するコンサルティング事業は本部を中心となって行うが､ その留意点は､ 次のとおりである｡
① 総合的な能力を有した経営コンサルタントを当てる
② 必要により各分野の専門家に仕事を委託する

1-1-3 ネット通販事業の組織
コンサルティング事業と並んでメイン事業を支援 ･ 援助するネット通販事業についても､本部が中心となっ
て進める｡ その際の留意点は次のとおりである｡
① 専門業者とのタイアップ
② 本部スタッフによる臨機応変な対応

1-2 顧客およびパートナーのネットワークづくり
顧客やパートナーとの結びつき( 絆 )を強靭にし相互の信頼関係を深めるための手段として､ 以下のような
要領でネットワークづくりを行う｡

1-2-1 登録顧客のネットワークづくり
まず登録顧客のネットワークづくりであるが､ 名称を ｢楽園サークル ( 入会費･ 会費無料 )｣ として､ 次に
挙げる要点を押さえてネットワークづくりをする｡
① ｢楽園サークル｣の趣旨説明
ＨＰ( ホームページ ) 上に ｢楽園サークル｣ について説明した文章を載せる｡ すなわち､ ｢楽園サークル｣ に
入会すると､ どのようなメリットがあるのか､ どのような特典が得られるのか､ などを具体的に記載する｡
② 意思の確認
｢楽園サークル｣ に入会すると､ 種々の情報が自動的に送信されてくるので､ こうしたことを煩わしく思う
人に対しては､ そのことをよく確認したうえで入会するよう注意する｡
③ 情報提供
｢楽園サークル｣ 会員に対しては､ 本部からメイン事業である理美容､ 介護､ 医療に関する情報を随時発
信していく｡ 例えば､ 流行の髪形､ 新たに開発された技術などの情報を提供していく｡
④ 情報交換
｢楽園サークル｣ 会員が､ ネット上でいろいろと意見交換､ 情報交換ができる仕組みをつくる｡ 高齢者の
中には､ 外出もままならず孤立感を抱いている人も多いので､ 会員同士がブログ等で情報交換ができるよう
にする｡
⑤ 交流の集い
会員同士のネット上の意見交換､ 情報交換ができるようにするとともに､ 会員同士がフェイス･トゥ･フェ
イスで交流できる仕組みもつくる｡ 高齢者に配慮して､ 小学校区程度の狭い範囲で､ 登録専門家も交えた
｢交流の集い｣を随時開催する｡

1-2-2 パートナー( 登録専門家 )のネットワークづくり
登録顧客に対して ｢楽園サークル｣ というネットワークをつくると同時に､ 登録専門家向けには ｢楽園支
援サークル ( 入会費･ 会費無料 )｣ というネットワークをつくる｡ これの狙いは､ 登録専門家の相互啓発､ 相
互支援を図るだけではなく､ 登録顧客との絆､ 信頼関係を強固にするためである｡
① ｢楽園支援サークル｣の趣旨説明
ＨＰ( ホームページ )に記載する ｢楽園支援サークル｣の趣旨の中では､ 特に入会することによるメリット､
利点などについて詳細に説明した文章を載せて､ 理解を得るようにする｡
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② 入会への積極的な勧誘
理美容､ 介護､ 医療の分野では､ 新知識 ･ 技術が間断なく出てくるが､ 個人としての対応が困難である｡
しかし､ 会員になると､ こうしたものが比較的容易に得られるなどを強調して積極的に入会を勧誘する｡
③ 本部からの情報提供
理美容､ 介護､ 医療の分野における新知識 ･ 技術の情報を発信するだけではなく､ 同業者がどのような経
営ノウハウで経営管理を行っているかなどのマネジメント情報も提供する｡
④ 会員同士の情報交換
会員同士で､ より専門的な知識 ･ 技術について､ 意見交換､ 情報交換を希望する人も少なくない｡ こう
した場合に､ 会員同士がネット上でやりとりできる仕組みをつくっておく｡
⑤ ｢交流の集い｣の開催
登録顧客のネットワークづくりでも触れたように ｢交流の集い｣を開催するので､ この集いにできるだけ多
くの登録専門家も参加するよう積極的に働きかけていく｡

2 機能別管理
本部の内部管理は､ いくつかの機能 ( 職能 )に分けられる｡ ここでは､ 営業管理 ( 登録専門家管理､ 登録
顧客管理､ 品質管理､ マーケティング管理 )､ 総務管理 ( 財務管理､ 人事管理､ 事務管理 ) の 2 つに分類し
て検討することにしたい｡ これらの管理には､ 基本的には､ ＩＴによる管理システムを構築して運営してい
くことを予定している｡ 想定している管理システムは､ ㈱日立システムズが開発 ･ 発売している介護 ･ 福祉
事業者向け業務管理システム ｢福祉の森 FUTURE｣である｡

2-1 営業管理
2-1-1 登録専門家管理
｢福祉の森 FUTURE｣ のシステムでは､ 登録専門家管理については､ 以下に掲げるシステムによって管理
ができるようになっている｡
① 介護等の基本
介護等の基本システムは､ 事業体の本部に必要な経営情報を管理するもので､ 具体的には､ 事業所台帳､
従業員権限一覧表､ 業務権限一覧表など帳票類がポータル画面上に表示され､ スタッフ間で情報が共有化
できるようになっている｡ また､ 操作する人の権限レベルに応じて､ 画面単位で使用権限を細かく設定する
ことでセキュリティ対策も可能になっている｡
② 登録専門家台帳
登録専門家台帳システムは､ 登録専門家の登録 ( 会員 ) 番号､ 氏名､ 生年月日､ 住所､ サービス委託情
報などの情報を素早く検索できるシステムである｡
③ 介護等依頼 ･ 請求
介護等依頼 ･ 請求システムは､ 本部からのサービス提供依頼､ サービス提供後の登録専門家からの報酬
請求に関する情報､ 本部からの支払情報などを管理するシステムである｡
④ 訪問介護
訪問介護システムは､ 登録専門家を登録顧客に派遣する割当て､ 登録専門家が登録顧客を訪問するスケ
ジュール管理などをコントロールするシステムである｡
⑤ 介護等記録
介護等記録システムは､ 登録専門家が登録顧客に対して施した施術 ･ 処置に関する必要な記録､ すなわ
ち訪問介護等記録や報告書を管理するシステムである｡
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⑥ 介護等事務分析
介護等事務分析システムは､ 介護等のサービスの収入額の現状分析を行い､ その分析結果から目標設定するなど､ 経営をサポー
トするシステムである｡

2-1-2 登録顧客管理
登録顧客管理は､ 登録専門家管理とほぼ同じシステムによって行う｡ 具体的には､ 次に示す 4 つのシステムがある｡
① 登録顧客台帳
登録顧客台帳システムは､ 登録専門家台帳システムと同様､ 登録顧客の登録 ( 会員 ) 番号､ 氏名､ 生年月日､ 住所､ サービス
依頼情報などの情報を素早く検索できるシステムである｡
② 介護等依頼 ･ 請求
介護等依頼 ･ 請求システムもまた､ 登録専門家の場合と同じようなシステムで､ サービスの依頼､ 派遣する専門家の氏名､ サー
ビス提供後の料金請求に関する情報､ 入金情報などを管理するシステムである｡
③ 苦情処理
苦情処理システムは､ 顧客が受けたサービスに対するクレームがある場合に､ それを伝達し､ そのクレームの処理状況､ クレー
ムの分析などを管理するシステムである｡
④ 顧客満足度チェック
顧客満足度チェックシステムは､ 顧客が受けたサービスの満足度を点数法あるいは評語法などで回答してもらい､ 満足度の傾
向分析を行うなどの管理システムである｡

2-1-3 品質管理
新ビジネスモデルは､ 低価格･高品質のサービスを提供することをモットーにしている｡ このため､ 管理の中でも､ 品質管理に
ついては最重要視しており､ 実際に施術･処置を施す登録専門家に対して､ 以下の諸点に留意して高品質を維持するよう要請する｡
① ＣＳ( 顧客満足 ) 意識の継続的な維持
高品質かどうかを判断するのは､ 施術 ･ 処置をする登録専門家ではなく､ 登録顧客である｡ 顧客は､ 提供されたサービスに満
足したときに､ そのサービスが高品質であると受け取るのである｡ つまり､ 高品質か否かは､ 顧客の満足度にかかっていることを
強く意識して､ 施術 ･ 処置を施すことである｡ 換言すれば､ ＣＳ( 顧客満足 ) 意識を継続的に維持することである｡
② マニュアルの作成等による各種サービスの標準化
高品質か否かを判断するのは顧客であるが､ 施術 ･ 処置を行う登録専門家に対して､ 提供するサービスにばらつきがないよう､ 一
定水準のサービスを提供するよう要求する｡ そのためには､ サービスの標準化を図るための方法として各分野のマニュアルを作成する｡
③ 各種サービスの技術向上のための教育 ･ 指導
知識 ･ 技術は､ 時間とともに陳腐化していくので､ 常に新しいものを習得していく必要がある｡ 理美容､ 介護､ 医療の分野で
も､ 事情はまったく同様である｡ このため､ コンサルティング事業の一環として､ 各分野の登録専門家に対する技術向上のための
教育 ･ 指導を実施する｡
④ 顧客からの苦情の歓迎
サービスの品質を高める方法の1つとして､ 顧客からの苦情を歓迎することが挙げられる｡ というのも､ 顧客からの苦情の中に
は､ 品質を改善するためのヒント､ アイデアが秘められていることが多いからである｡ したがって､ 顧客から苦情が寄せられたら､
それを喜んで受け入れることである｡
⑤ 苦情処理の迅速な実施
顧客からの苦情を歓迎して受け入れたら､ その苦情への対処法をすぐ考え出して､ 直ちに実行することである｡ このような苦情へ
の迅速な対応は､ 一時的に失った顧客の信頼を回復することが多く､ リピートへと繋がっていくからである｡

2-1-4 マーケティング管理
マーケティング管理に関しては､ サービスの受発注はＷＥＢサイトを通して行うため､ 販売促進とネット通販関係の業務に限定
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されるが､ 販売促進が大部分を占める｡
① ホームページによるＰＲ
登録顧客の募集は､ ホームページで行い､ 顧客が直接申込むような仕組みになっているので､ 言ってみ
れば､ ホームページそのものが販促の媒体の役割を果たしていると言える｡ 顧客がたやすく申込めるような
フォームをＩＴの専門業者と協働で作成する｡
② 記事としての掲載の働きかけ
マスコミ媒体によるＰＲ効果は計り知れないものがあるので､ 市場に進出しようとしている地方の新聞あ
るいは雑誌に ｢理美容 ･ 介護 ･医療の三位一体型訪問トータルケア｣サービスについて記事として掲載するよ
う働きかける｡
③ 登録顧客に口コミでの宣伝の依頼
すでにサービスを受けた顧客が､ ｢あのサービスはとても良い｣などと宣伝してくれることが効果的であり､
口コミは､ マーケティングでは常識となっている｡ そこで､ 登録専門家に対して､ 登録顧客が口コミで宣伝
してくれるようなサービスを提供するよう促す｡
④ 必要によりポスティング
進出する地域が決まったら､ その地域内の特定の場所を限定して､ 必要によりポスティングを行う｡ ポス
ティングに使用するチラシ等に関しては､ 高齢者にも見やすいように大きな文字､ 親しみやすいイラストを
取り入れるなどの工夫をする｡
⑤ ネット通販業者との交渉
販売管理の業務として､ 販促のほかにネット通販業者の管理があるが､ その主たる業務は､ 取扱商品に
ついての交渉､ 価格交渉などの交渉ごとである｡

2-2 総務管理
2-2-1 財務管理
財務管理のうち経理 ･ 会計に関する業務は､ 導入するＩＴシステムに組み込まれるので､ 主要な業務は､
以下に示すようなものになる｡
① 資金調達
新ビジネスモデルを株式会社 ( 有限公司 )とするならば､ 資本金を用意しなければならない｡ 実際に会社
がスタートしたら､ 必要なランニング ･コストに見合う資金調達をしなければならない｡ 当然のことながら､
資金管理は､ 計画性を持って行うことが肝要である｡
② 資金運用
調達した資金をどのような運用するかも､ きわめて重要なことである｡ 資金運用は､ 言うまでもなく資金
調達に見合ったものでなければならない｡ 資金運用に入用だからといって､ 無計画な借入金に頼るのは危険
である｡ したがって､ 資金運用も､ 資金調達と同様､ 計画性を持って行うことが大切である｡
③ 入金管理
日常的な顧客からの入金は､ ＩＴシステムで管理されるので､ ここでいう入金管理は､ マクロ的なものである｡ す
なわち､ ＩＴシステムから得られる入金に関する情報を分析して､ 今後の資金調達､ 資金運用に活用することである｡
④ 出金管理
出金管理も､ 入金管理と同じように､ ＩＴシステムで日常的な業務は処理されるので､ そこからもたらさ
れる情報分析に基づいて､ 今後の資金調達､ 資金運用に活用する｡
⑤ 決算書等の作成
貸借対照表､ 損益計算書などの決算書等を作成することも､ 財務管理の重要な業務である｡ 決算は
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年１回だけではなく､ 必ず月次決算を行って､ 効率的かつ効果的な資金調達､ 資金運用に反映させてい
くことが要請される｡

2-2-2 人事管理
少数精鋭主義で､ 正規従業員をできるだけ少なくするという人事方針を掲げており､ 幅広い人事管理は
必要としないが､ 次に示すものは､ 確実に実行することが大切である｡
① 人材の採用
少数精鋭主義を貫くためには､ 採用の際に､ 優れた人材を選抜することが前提である｡ このため､ 採用
基準を明確にする｡ その基準は､ できるだけ多くの能力･ 資質をチェックできるものにして､ それに見合っ
た人物を採用する｡
② 人材の教育 ･ 育成
多くの優れた能力･ 資質を有した人材を採用したとしても､ 組織が期待する能力･ 資質を発揮してくれな
いことが少なくない｡ まして､ 多能工化を目指しており､ その必要能力･ 資質を育成していくことが強く要
請される｡ 育成方法としては､ ＯＪＴ(On-the-Job Training) 方式をとるのが最適である｡
③ 労働時間管理
労働時間管理では､ 法定労働時間を遵守するのは当然であるが､ 24 時間サービスなどを考慮すると､ シ
フト制､ フレックスタイム制など変形労働時間制をとることが要請される｡ いずれにしても､ 過重な負担を
かけない労働時間管理を行うことである｡
④ 賃金管理
低価格 ･ 高品質のサービスを提供するからといって､ 従業員一人当たり賃金を低く押えてよいということ
にはならない｡ その地域､ 同業者の平均賃金以上のものを支払うようにする｡ インセンティブとしての賃金
を考えたら､ 固定給プラス歩合給にするのがよい｡
⑤ モチベーション管理
勤務が不規則になりがちな従業員､ 多能工化が求められる従業員ということを考えると､ モチベーション
管理が､ きわめて重要である｡ そのためには､ 各従業員の欲求レベルを的確に把握し､ その欲求を充足させ
る方法を考え出し実行することである｡

2-2-3 事務管理
事務管理の大部分は､ ＩＴシステムに関するものである｡ ＩＴシステム管理については､ 以下の諸点に注
意することが指摘される｡
① ＩＴに優れた従業員の配置
ＩＴシステム管理では､ まずＩＴに優れた従業員を配置することが挙げられる｡ それには､ 採用の際にＩＴの
エキスパートを意識的に採用することである｡ そして､ この採用したＩＴ者を中心に事務管理を行っていく｡
② ＩＴシステムの専門業者とのシステム開発
ＩＴシステムの導入は､ 先に挙げた㈱日立システムズなどの専門業者に委託するわけであるが､ その際､ 導入
する側のニーズ､ 要望をできるだけ伝えて､ 使い勝手のよいシステムにすることが大切である｡ 要は､ 専門業者
と協働してシステム開発を行うことが肝心である｡
③ 関係者にシステムについての説明
ＩＴシステムが出来上がったら､ 本部のスタッフなどの関係者に対して､ そのシステムの扱い方について､
よく説明することである｡ そのためには､ ＩＴシステムに関するマニュアルを作成し､ それをテキストにして
勉強会を開くようにする｡
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④ システム問題への迅速な対応
どんなに慎重に検討した導入したシステムであっても､ 実際の運営に入ってから､ いろいろな問題が発生
することがある｡ システム上の問題が発生したら､ 直ちに問題の原因を究明し､ 解決策を案出して実行する
ことである｡ この際も､ 関係者によく説明して理解を得るようにする｡
⑤ システムの改善 ･ 改革
どのようなシステムであれ ｢ベスト｣ のものはない｡ あるのは ｢ベター｣ なものである｡ ｢ベター｣ であるか
ら､ ｢ベスト｣ を目指して改善､ 改革を行うことが必要なのである｡ とにかく､ 現行のシステムに満足するこ
となく､ 専門業者と相談しながらシステムの改善､ 改革を行う｡ しかし､ 専門業者に任せきりにするのでは
なく､ 本部が結果に責任を持つのは当然である｡

Ⅲ 結論
本論文では､ 中国においても確実に迎える高齢化社会について､ いろいろな面から分析 ･ 検討して､ 今後
高齢者福祉サービスが社会的要請であると考え､ この高齢者福祉サービス市場に新規に参入する機会が大き
いという判断から､ どのように進出したらよいのか､ 高齢化福祉サービスの先進国である日本に学ぶという
基本的なスタンスで研究を行った｡
この研究で重視したのは､ 高齢者福祉サービスの先進企業のケーススタディである｡ ケーススタディは､
すでに中国に進出している日系企業 3 社､ 国内で展開している日系企業 2 社､ それに中国系企業 2 社の合計
7 社について､ 主として経営課題と対応策の分析を行い､ これら先進企業の成功要因を導出して､ それを参
考にして目指すべき新ビジネスモデルを考究した｡ その結果､ 中国の高齢者福祉サービス市場において ｢理
美容 ･ 介護 ･医療の三位一体型訪問トータルケア｣サービスの実現可能性が高いという仮説を立てた｡
｢理美容 ･ 介護 ･医療の三位一体型訪問トータルケア｣ サービスは､ 現在は理美容､ 介護､ 医療の分野で
個別に提供しているサービスを､ 3 者をまとめて提供する事業体を起業すれば､ 顧客は､ 一箇所に一度アプ
ローチすれば､ 3 つのうちの1つ､ あるいは複数を組み合わせてサービスを在宅のまま受けられるので､ 顧客
の利便性があるのは顕著であり､ 需要増が見込まれると予想した｡
｢理美容 ･ 介護 ･医療の三位一体型訪問トータルケア｣ サービスについて､ 提供するサービスの設計を緻密
に行ったうえで事業戦略を探究し､ その事業戦略を展開するためのマネジメント･システム､ 組織化などを
考察した｡ しかし､ 情報不足のために､ 分析 ･ 検討が十分にできず､ 以下に指摘するような課題､ 問題を残
してしまったことは､ きわめて残念である｡
今後の課題としては、① 高齢者のニーズ､ 欲求についての更なる調査 ･ 分析、② 高齢者のＩＴの利用状
況についての的確な把握、③ 第三項 専門家のネットワーク化、④ 国･自治体の政策についての的確な把握、
⑤ 競合他社の動向掌握、などが挙げられる。

【注】
1

本稿は、ハリウッド大学院大学ビューティビジネス研究科のプロジェクト成果報告において、調査・報
告した内容から抜粋したものである。
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東急ハンズの新規事業
「ハンズネイルサロン」出店プラン
姜 晨
（ハリウッド大学院大学ビューティビジネス研究科）

要旨 1
論文テーマ選定の理由は、株式会社東急ハンズの内定をいただき、大学院卒業後、
2015 年 4 月 1 日に正社員として入社することが決まったためである。最終面接の時に、
社長からある質問があった。それは「ハンズがこれから新規事業を立ち上げるなら、何
の事業がいいですか？ご提案ください。
」というものだった。この問いを聴いて、私がす
ぐに思いついたのは、やはりビューティビジネスであった。
日本では、自宅開業、店舗展開、出張サービス、店舗委託開業の各形態でネイルサー
ビスが提供されている。それぞれのメリット、デメリットについて分析し、筆者は働いた
ことがある大手サロンネイルズユニークの事例も入れて分析した。
東急ハンズのコンセプトに沿ってハンズネイルのコンセプトは、お客様に個性的なネイ
ルを作ってもらえる、さらに自分で自分のネイルを作れる新感覚サロン」としたい。ハン
ズネイルのコンセプトは、上記の東急ハンズのコンセプトと本質的に一致するものといえる。
次にハンズネイル成功の要件について、ハンズのコンセプトと融合したサービスと人材教
育など様々な面から分析した。最後に、実際に開業した場合の収益シミュレーションを
中心にハンズネイルを立ち上げる際の具体なメニューや立地、店内の様子などを細かく
検討した。
以上のことから、ハンズネイルは東急ハンズの新規事業としての可能性が十分にあり、
さらに海外への市場展開も期待できることがわかった。
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Ⅰ ハンズネイルのビジネスモデル
1 ハンズネイルのコンセプトと差別化
1-1 コンセプト
東急ハンズのコンセプトに沿ってハンズネイルのコンセプトは、お客様に個性的なネイルを作ってもらえ
る、さらに自分で自分のネイルを作れる新感覚サロン」としたい。ハンズネイルのコンセプトは、上記の東急
ハンズのコンセプトと本質的に一致するものといえる。
ハンズネイルまた東急ハンズは、ホームセンター時代には男性客を対象顧客の中心としてきたが、今は
ビューティライン 2 をテーマとして様々な化粧品を販売してたくさん女性客を獲得している。ネイルサロンを
運営し、すべてのハンズの店舗で展開することによって、さらなる女性客を呼び込むことができると予想し
ている。

1-2 他店との差別化ポイント
ハンズネイルでは、マーケティングの 7P のそれぞれにおいて他店との差別化を図っていきたいと考える。
7P のそれぞれの項目について、差別化のポイントを列挙してみたい。
Product
・カラーやサンプルが豊富である。
・使用している材料が高品質である。
・安全安心なサロンだということがアピールされている。
・有名人が来店するサロンである。
・利用している材料を購入できる（ハンズ店頭の商品と絡めて提案できる）
ハンズではネイル用品コーナーがあり、ネイルの素人からプロのネイリストが買い物できる豊富な商品を
取り揃えている。ハンズネイルで使うものはすべて店頭で販売している商品である。お客様が使っている商
品をほしくなったときに、ネイル用品コーナーですぐに購入することができる。物販とのシナジーが期待で
きる。
・学べるメニューがある
ハンズネイルでは、ただのネイルをやってもらうではなく、ネイルのことを教えてもらえるのが魅力であ
る。メニュー料金の構成も学べるメニューと一般メニューとを分けている。
Place
・自宅や職場から近い。
ハンズの店舗はすべて駅前か、繁華街にあるので、集客しやすいと予想できる。
Process
・予約
ハンズアプリが 2014 年 11 月末から始まった。このアプリにハンズネイルの予約もできるような機能を
つければ、携帯で簡単にネイルの予約をすることができる。もちろんネイルサンプル情報やネイルイベント
情報などもアプリやメールマガジンでお知らせすることができる。
Price
・内容に対してお得感がある（中価格帯・高品質）
。
ハンズネイルの値段設定は二段階である。施術のみの値段と学べるメニューの値段とを分けている。そ
の以外は、ハンズカフェのクーポン配り、ハンズカフェとのセットメニューと商品のセットメニューなども
用意する。
・衛生面で安心できる。
ハンズネイルはネイルサロン衛生管理基準に沿って、衛生管理を行う。安心、安全なサービスを受けら
れるサロンである。
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Promotion
・東急ハンズとの共同販促が豊富。
ハンズネイルは東急ハンズの一部として、ハンズ全体のイベントやセール、すべて参加し、お互いに販
売促進する。
Personnel
・熟練の技術者がいる。
・スタッフが相談しやすい。
・迷った時に提案力がある。
・名前を覚えていてくれる。
・東急ハンズのスタッフ全体が接客に応じてくれる。
Physical Evidence
・内装が他に比べて特徴がある。
・東急ハンズの POP を取り入れた店頭掲示がある。
ハンズネイルの内装は東急ハンズのコンセプトカラーの緑をメイン色とし、東急ハンズ店内の POPを取り
入れ、わかりやすく、入りやすい店作りを目指す。東急ハンズの面白い商品の陳列や季節商品などもサロ
ン内で置くことによって、店の一体感を生み出し、各売り場の売上げを相互に向上させることが期待できる。

2 サービス設計
2-1 メニューおよび価格設定
ネイルサロンの価格設定は、ターゲットとなる客層や、サロンのコンセプトとかによって大幅に異なる。
既存のサロンを見るとジェルネイルの単価はおおよそ以下の 3 つのレベルになる。
１．高：7000 円～10000 円以上（施術時間目安は 2 時間。出店場所は路面店、デパート、大手美容室）
２．中：5000 円～ 6000 円（施術時間目安は1.5 時間。マンションの一室とか、一番主流なランク）
３．低：2000 円～ 3000 円（施術目安は 1 時間。美容室でいうと千円カットみたいな感覚。1日 6 席以上
の早い回転が必要である）
ハンズネイルの価格設定の目安は中の上のランクにしたいが、サービス品質は高めにしたい。というの
も、ハンズによる出店ということで、家賃や資材、管理費等のメリットが得られるため、その分、価格を抑
えたかたちで高品質のサービスが提供できるためである。ハンズ店舗の中でおしゃれなサロンを作るために
は、品質の高いサービスが不可欠だと考えるが、それを他店よりも低価格で提供できることがハンズネイル
の優位となる。
次に、具体的なメニュー案を示す。

ハンズネイルメニュー
ハンド メニュー
● ベーシックネイルケア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥2000
初めてネイルケアをされる方にお勧めのベーシックコース。
＜爪の形整え＋甘皮処理＋表面磨き＋トリートメントベースコート＞
● トリートメントコース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥2000
ジェルリムーブされた方にお勧めのコース。
＜甘皮処理＋表面磨き＋指先パラフィンパック＋トリートメントベースコート＞
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● マニキュアカラーコース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥2500
● ベーシックコースプラスマニキュアカラーリング
贅沢マニキュアトリートメントコース・・・・・・・・・・・・・・・・￥5000
心地よいパラフィンパックでおくつろぎいただける、贅沢なネイルケアコース。
＜爪の形整え＋甘皮処理＋表面磨き＋トリートメント（ひじ下）
＋パラフィンパック＋カラーリング＞
● カラーリングのみ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥1000
● ファイル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥500
エメリーボードを使用し、お好みの爪の長さや形にスタイリングいたします。
● キューティクルクリーン（甘皮処理）
・・・・・・・・・・・・・・￥800
余分な甘皮を丁寧に取り除きます。
● パッフィング（表面磨き）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥800
ネイル表面の黄ばみや筋を除去し、美しい光沢を与えます。
＜ジェルコース＞
● 定額コース
● シンプルコース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥5980
● おススメコース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥6980
● 豪華コース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥7980 ～
● ネイルアート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥300 ～
人気のラインストーンやネイルシール、ハンドペイント、エンボスなどを使用したネイルのオシャレ楽し
んでいただけます。
● ジェルリムーブ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥200( 一本 )
● イクステンションネイル・・・・・・・・・・・・・・・・・￥1000 ～
アクリル樹脂やハードジェルなどを使用して、ネイルに強度や長さを与えます。また、華やかに指先を彩
りたい方にも最適です。
● スカルプチャネイル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥1000
爪を強くする効果もある、アクリル樹脂やハードジェルを使用した最新の人工爪です。
● フレンチスカルプチャネイル・・・・・・・・・・・・・・・・・￥1200
アクリル樹脂を使用し、人気のフレンチスタイルに仕上げる人工爪です。
短い爪も自然に長く見せることができ、ナチュラルネイルの矯正効果もあります。
● デザインスカルプチャ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥1200
透明感のあるアクリルなネイルのなかに、デザインを施した人気スタイル。
● アクリルスカルプチャリムーブ・・・・・・・・・・・・・・・・・￥300
アクリルスカルプチャを丁寧に除去し、爪表面を整えます。
● ハードジェルリムーブ
ハードジェルを丁寧に除去し、爪表面を整えます。

ビューティビジネスレビュー

Beauty Business Review Vol.4 No.1 2016/

73

東急ハンズの新規事業「ハンズネイルサロン」出店プラン
フット メニュー
● スタンダードフットケア・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥4200
プロが丁寧にお客様の足と爪をお手入れいたします。
＜爪の形整え＋甘皮処理＋表面磨き＋トリートメントベースコート＞
● ハンズベシャルフットケア・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥5500
＜爪の形整え＋甘皮処理＋表面磨き＋角質除去＋カラーリング＞
● トリートメントフットケア
美しい足元と癒しのひと時を求める方にビッタリのコース・・・・・・・￥6000
＜爪の形整え＋甘皮処理＋表面磨き＋角質除去＋足トリートメント＋カラーリング＞
● カラーリングのみ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥1500
● ファイル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥1000
エメリーボードを使用し、お好みの爪の長さや形にスタイリングいたします。
● キューティクルクリーン（甘皮処理）
・・・・・・・・・・・・・・・￥1500
余分な甘皮を丁寧に取り除きます。
● パッフィング（表面磨き）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥1000
ネイル表面の黄ばみや筋を除去し、美しい光沢を与えます。
● パラフィンパック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥1700
各メニューはプラス 500 円で、やり方も丁寧に教えます（所要時間 15 分延長）

ハンズ DIY ネイルメニュー
プロのネイリストから指導しながらネイルの基本を学ぶセルフメニューです。
● 自分でできちゃうケアコース
ネイルの基礎のネイルケアを学べ、これからいつも自分で綺麗な爪先を維持できちゃうよ。爪の形整え、
甘皮処理、表面磨き、3 つの技術も学べますよ。
● プロ技のカラーリング
マニキュアカラーリング実は難しくて、なかなかうまくできないあなたのため、プロのカラーリングの技
をお教えいたします。
● 人気のジェルネイルを自分で作ろう！
難しそうなサロンの人気ジェルネイル自宅で簡単にできる
● ネイルアート講座
かわいいネイルアートの作り方を説明いたします。
さらに、ハンズカフェがある店舗ではハンズカフェとコラボレーションを行う。クーポン券を相互に配布し
互いに集客するなど、ハンズの様々な事業とのシナジーを得ることができる。具体的には、カフェで消費した
らハンズネイルのクーポンを差し上げる、ハンズネイルでネイルをされるお客様にはハンズカフェのコーヒー
を出前するといったコラボレーションである。ハンズネイルお客様の限定カフェメニューの提供もありえる。
また、ハンズのコンセプトは「DIY（do it yourself）
」であるということをお客様が認識しているので、
ハンズネイルではほかのネイルサロンとの差別化の一つとして DIY（do it yourself）のネイルメニューを取
り入れる。ハンズネイルで自分もネイルの作り方を勉強できるメニューである。ネイルを趣味とするお客様
でも、大金を払ってプロのネイルスクールに行って勉強するのはなかなか難しい。そのようなお客様でも気
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軽にハンズネイルでネイルの基本を勉強することができる。
そうすると、サロンの売上が減るのではないか？という心配があるかもしれないが、お客様がネイルに興
味を持つとネイル用品の物販の売上が上がる。そうなるとネイル用品を豊富に取り揃えている東急ハンズに
とってメリットとなる。東急ハンズでは、ネイリストが使うネイル用品を多数取り揃えるなど、問屋並みの
ネイル用品を揃えている。この点は、他のサロンにはない相乗効果を生かすことができる。かといって趣味
でセルフネイルを好むお客様でも、すべてセルフネイルになるかというとそうではなく、やはり節目節目に
はプロのネイリストに施術してもらいたいと考えるだろう。
図表 1 東急ハンズ内のネイル用品コーナー

出典：筆者撮影

ハンズネイルで使う物もなるべく店舗で売っているものを使用する。お客様はネイリストが使っている物
をほしくなるので物販を上げることができる。また、ネイル用品の使い方も施術と合わせて説明することが
できる。普通のドラッグストアでネイル用品を買っても、正しい使い方を教えることは少ない。しかしながら、
東急ハンズで買ったものはすべてハンズネイルで使い方を教えてもらうことができる。現在も東急ハンズで
は、ネイルのイベントとか、ジェルネイルのセミナーを開催しているが、同様のイベントをハンズネイルで
開催することができる。

2-2 サービスプロセス
次に、施術の各プロセスおよびそれぞれのフェーズにかかる時間について検討したい。
施術にかかる時間は、お客様の爪の状態やアートの内容などによっても左右されるが、接客をスムーズに
行うために、施術内容の違いによる時間の目安は大体以下の通りである。
ネイルケア 40 分
ネイルケアプラスカラーリング 55 分
ジェルネイル シンプル 60 分
おすすめ 80 分
豪華

100 分

ジェルリムーブ 30 分
ジェルネイル＋長さだし 180 分
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サロンメニューなどに書かれている施術時間には、その前後のカウンセリング時間などが含まれていない
ことも多い。お客さまが来店し施術を終えて帰るまでのトータル時間を知っておくことで、1日に何人まで予
約を受けられるかの目安にできる。
図表 2 一般的なジェルネイルの施術時間

お客様ご来店

•施術ルームへご案内
•5分

ケアしながらカ
ウンセリング

•お客様の爪を観察しデザインを提案
•30分

ジェルネイル施
術

•ジェルネイル塗、アートなど作り
•45分

お支払

•料金明細の確認とお支払
•5分
出典：筆者作成

ハンズネイルでは、上記のような一般的な施術時間を目安に施術時間を設定したい。お手頃な価格である
からといって、基本的には、接客以外の時間の時短に努め、接客の時短を図ることはない。例えば、お客さ
まが帰った後席を素早く片付け、消毒して次のお客さまを案内できるようにしておくなどを心がける。
他方、DIY ネイルメニューについては、独自のサービスである。したがって図表 3 のような目安時間を設
定する。やり方を説明しながら施術をするため、施術時間を長く取ること、仕上げの注意点とアドバイスの
時間をとること、お客様の自由練習時間を取ることが特徴である。店内には、お客様の自由練習スペースが
あり、商品のテスターがあるため、お客様はお気に入りの商品をゆっくり試す時間がある。練習後は店内に
て好きなカラーやシールなどを購入できる。
図表 3 ハンズネイルの施術例（学べるコース）

お客様ご来店、案内及びカウンセリング（１５分）

施術、ここではお客様に丁寧にやり方を説明しながら施術
していく（６０分）

仕上げの注意点とアドバイスをする（１５分）

お客様自由練習時間（２０分）

出典：筆者作成
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Ⅱ ハンズネイルの開業プラン
1 出店
ネイルサロンの重要な基本ルール３の中に以下のような記載がある。
①施設は隔壁などによって区分されていること。すなわち、住居の一角で仕切りがない場所をサロンにす
ることはできない。
②作業場内は、採光、照明、換気が十分行える構造設備であること。
③ネイルサービスを提供するスペースは、作業及び衛生保持に支障をきたさない程度の十分な広さを有し、
休憩室等の作業に直接関係ない場所と区分されていること。
2010 年 9 月に厚生労働省より発表され、各地方自治体に通達された「ネイルサロンにおける衛生管理に
関する指針」にも、このルールが記載されているため、ハンズネイルサロンはこの基準に沿う必要がある。東
急ハンズの店舗内でスペースを取って展開するが、仕切りを用意する、採光・照明・換気の配慮をする、広
いスペースを確保し、休憩室等と区別する、などについて留意する必要がある。また、厚生労働省の指針で
は、更衣等を行う休憩室を設けることとなっているが、それが店舗の休憩室と共用で良いのかどうかといった、
他の店舗にはない懸念点も存在するといえる。
ハンズネイル第1号と第2号店は関東と関西で同時に始めるのが適切だと考える。関東では新宿店のビュー
ティフロア、関西では梅田店の現在ネイルクイックが出店しているスペースから出店するのが良い。その理
由は、新宿店、梅田店は一番来客数が多い店舗であるからである。そのため、出店の宣伝効果が高く、集
客が見込める。来店客数の多い店舗から始め、いずれはハンズとハンズビーのほぼ全店舗に展開していく。
ハンズネイルは店内のできるだけ人通りがある場所に出店すべきである。なぜなら、お客様が通過する時
に知ってもらうという宣伝効果を見込むことができるからである。さらに時短美容や多忙な顧客といった流
れに沿って、飛び込み客を見込むこともできる。
図表 4 新宿店開業スペース写真

出典：筆者撮影写真に記入
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図表 5 サロンイメージ図

出典：筆者作成

これは筆者が書いたイメージ図である。平面図の表示したハンズネイルのところに、このような感じのサ
ロンを作る。一番右のスペースはイベントなど広く使えるテーブルである。レジの隣なので、施術あとの会
計にスムーズに行ける。エスカレータの近くの通路側なので、お客様によく見える好条件の場所である。

2 店舗の運営体制とスタッフ
一店舗は 4、5 名のスタッフ（店長を含め）で運営する。ハンズネイルのスタッフにも東急ハンズ同様、正
社員登用制度を導入し、社会保険、国民年金など、福利厚生すべてハンズの制度に適用する。ネイリスト
は女性スタッフが多いため、ハンズの子育てサポート制度も適用する。東急ハンズでは、働きながら出産・
育児に臨めるようなサポート制度を用意している。休暇や休業だけでなく、短時間勤務など、一人ひとりの
働き方に柔軟に対応できる制度を設けており、全スタッフが取得できるようになっている。職場の協力体制
も整っており、利用しやすい制度である。また、これらの制度に合わせて、出産手当金や出産育児一時金な
どの給付金の受給も可能となっている。
スタッフは以下のように役割分担する。
● 店長：店の全体管理
● チーフ：シフト作りや店長がいない時に店長に代わって業務を執り行う
● スタッフ：協力
全員が売上目標を意識にして頑張ること。それがうまく行くためには、業務細分することが大切である。
例えば、予約の電話対応の時、基本は施術してないスタッフが電話に出るが、全員施術中の時は一人一
回ずつ電話に出るようにする。イベントなどの時、電話対応は東急ハンズの information センターで対応し
てもらう体制を作る。

78

/ ビューティビジネスレビュー

Beauty Business Review Vol.4 No.1 2016

Project Research プロジェクト成果報告
毎日閉店後、サロン衛生管理基準で清掃や消毒などを行う。材料の発注、棚卸などの作業は東急ハンズ
と同じ体制でする。化粧品売り場のスタッフも手伝う。もちろんネイリスト施術中の時も化粧品売り場のス
タッフが物販を手伝う。ハンズのスッタフがみんなで協力してハンズネイルと全体の売上目標を達成していく。
少人数で運営する理由は、同フロアの他のスタッフによる協力を得られることに加え、ネイルズユニーク
での経験による。
ネイルズユニークの業務報告書を参考に一日の売上状況を見てみたい。
これは 2013 年 11月20日水曜日のグラフである。この日はスタッフ二人が出勤していた。
図表 6 ネイルズユニーク業務報告書

出典：筆者作成

このように、たとえ二人のスタッフしかいないときでも、売上をしっかりとれていることがわかる。充実
した待遇により優秀な人材を集め、教育を徹底することで、ネイリストの施術技術や接客技術を向上させる
こと、また同フロアの他のスタッフとの協力体制を生かすことで、ハンズネイルでもこの表以上の売上を確
保していきたい。
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3 収益シミュレーション
最後に、収支計画のシミュレーションについて見てみたい。
売上については、初期は約140 万円と見込んでいる。内訳は、5 人×客単価 9300 円×30日＝1395000
円である。その後は定期的にイベント開催。売上も徐々に上って行く見込みである。
平日は 2 名、週末・祝日は 3、4 名のスタッフが勤務していると想定した。そのため、人件費は平日 2 人
× 8 時間×1000 円 =16000 円、週末・祝日 4 人× 8 時間×1000 円 =32000 円。合計で一ヶ月人件費は
60 万円程度である。そこで会社諸経費を含め 85 万円と見込んだ。
現金仕入は、施術で使う物のみで計算、商品は別計算となる。一ヶ月の現金仕入はおよそ 20 万円である。
軌道に乗ったら25 万円になる。
店舗の広さは大体 10 平方米から13 平方米（3.93 坪）
前後と想定される。そのため東急ハンズ内の出店な
がら、スペースの案分で賃料を計算した。東急ハンズ新宿店の立地から坪単価を1 万 5500 円４と想定すると、
3.93 坪×15500 円＝60915 円となる。また水道光熱費も相場５より5 万円と見込んだ。
通信費は、一ヶ月１万 5 千円、消耗品費は、一ヶ月 5 万円と見込んだ。
開業の初期は、お客様に知ってもらうため、ネイルイベントを開催して、宣伝する。そのため広告費として、
初期は10 万円ずつ、4ヶ月目からは 5 万円ずつ計上している。
上記の見込みよりシミュレーションを行うと、おおよそ 8ヶ月目から収支が合ってくる。
図表 7 収益シミュレーション
開業1ヵ月目 開業2ヵ月目 開業3ヵ月目 開業4ヵ月目 開業5ヵ月目 開業6ヵ月目 開業7ヵ月目 開業8ヵ月目
開業月
前月より繰越
現金売上
売

月

月

月

月

月

月

月

-1,025,915

-951,830

-877,745

-753,660

-629,575

-505,490

-221,405

1,400,000

1,400,000

1,400,000

1,400,000

1,400,000

1,400,000

1,610,000

1,610,000

1,400,000

374,085

448,170

522,255

646,340

770,425

1,104,510

1,388,595

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

250,000

250,000

上
掛売上入金分

①入金額計
売上原価 薬剤・資材
②仕入支払額計

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

250,000

250,000

③差引現金残高（①-②）

1,200,000

174,085

248,170

322,255

446,340

570,425

854,510

1,138,595

水道光熱費

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

通信費

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

100,000

100,000

100,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

消耗品

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

地代家賃

60,915

60,915

60,915

60,915

60,915

60,915

60,915

60,915

経常支出

広告宣伝費

人件費
④経常支出計
⑤資金過不足（③-④）
財務収入

850,000

850,000

850,000

850,000

850,000

850,000

850,000

850,000

1,125,915

1,125,915

1,125,915

1,075,915

1,075,915

1,075,915

1,075,915

1,075,915

74,085

-951,830

-877,745

-753,660

-629,575

-505,490

-221,405

62,680

62,680

借入金
自己資金

⑥財務収入計
店舗改修

500,000

機材・備品

500,000

その他開業費用

100,000

⑦財務支出計

1,100,000

⑧差引現金残高（⑤+⑥-⑦）

-1,025,915

-951,830

-877,745

-753,660

-629,575

-505,490

-221,405

次月繰越

-1,025,915

-951,830

-877,745

-753,660

-629,575

-505,490

-221,405

62,680
出典：筆者作成
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Ⅲ おわりに
この論文は東急ハンズで自社運営のネイルサロンを提案したものである。ネイル業界の現状、ネイルサロ
ンの店舗形式とそれぞれの優劣を分析する中で、東急ハンズの店舗内で開業するネイルサロンの優位性を感
じた。
当該プロジェクト研究のとおりにハンズネイルを立ち上げたら、今までにないネイルサロンの形態なので、
話題のサロンになる可能性も高い。今まで東急ハンズといえば、日曜大工用品、文房具のイメージだが、ハ
ンズネイルのオープンで女性客を増やし、それがきっかけとなりネイルだけではなく、総合美容サロンを展
開することもできる。ハンズの物づくりのコンセプトはより広いところまで拡大し、お客様の様々なニーズに
応じで、サービスの幅が広がっていく。
さらに筆者が勤務していた、大手サロンネイルズユニークを例として、ハンズネイルの運営方式を考えた。
同サロンはデパートに出店しており、出店環境が似ているので、ハンズネイルのスタッフ教育など参考にす
ることができる。
ハンズネイルは東急ハンズの新規事業として、一般のネイルサロンが提供できるもの以上のサービス、す
なわち、お客様自身が体験できるメニューもたくさん揃えている。東急ハンズの今までの DIY の特徴を生か
して、お客様がネイルの知識を勉強でき、もっとネイルのことを楽しめるようなサロンを創る。
また収益シミュレーションを見てみても、ハンズネイルは成功できる新規事業と想定される。軌道に乗っ
たら一店舗あたり一ヶ月100 万円くらいの利益を出すことができる。サロンの利益の上、
東急ハンズに対して、
集客や物販の効果も期待できる。
日本国内の展開が目標に達成したら、海外の東急ハンズ店舗内でもハンズネイルを立ち上げるべきだと思
う。海外、特に中国は、日本と違い、ネイルサロンおよびネイル業界では、まだまだ技術や、衛生面や、接
客などの問題が目立つ。ハンズネイルの海外進出は、日本の高いレベルの技術やサービスを中国に持って行
く意味もある。日本の繊細な技術と日本式のサービスが融合したサロンは、海外での競争力も高いと思う。
本プロジェクト研究のプランを実践して行くときには、計画時には思いつかなかった改善点が多々出ると
思う。その時には実際の状況に合わせてプランの改良を加えるつもりである。
ハンズネイルのサービスも、お客様の要望に合わせてさらに増やしていくべきである。ハンズネイルは今
までにない「DIY できるサロン」
として、まずお客様に知ってもらうように宣伝する。
ハンズネイルはネイルサロンの付加価値を高め、東急ハンズの面白さを体験できるネイルサロンになるだ
ろう。

【注】
1

本稿は、ハリウッド大学院大学ビューティビジネス研究科のプロジェクト成果報告において、調査・報
告した内容から抜粋したものである。

2

女性が美しく凛とした自分の線＝「Line」を、
「FACE Line」
、
「HAIR Line」
、
「BODY Line」
、
「LEG
Line」
、
「HAND Line」
、
「FEEL Line」
という6 つのカテゴリーの商品で磨いていくための、ラインアッ
プを用意。

3 日本ネイリスト協会「ネイルサロンにおける衛生管理自主基準」http://www.nail.or.jp/media/pdf/
eisei/eiseikanri_jishukijun.pdf ＜ 2015 年 1 月 22日参照＞。
4

Officee http://officee.jp/price/area/ ＜ 2015 年 1 月 22日参照＞。

5

店舗開業ラボ http://www. 店舗開業ラボ .com/cost/index.html ＜ 2015 年 1 月 22日参照＞。
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まつげエクステの
サービス設計と教育プラン
― 美容室のトータルビューティ化を目指して ―
金

婷

（ハリウッド大学院大学）

要旨 1
本プロジェクトでは、中国での美容市場の専門性や個性化の高まりを受け、まつげエ
クステのサービス導入プランを検討した。
筆者が上海で実施した現地調査では、まつげエクステの施術や衛生に関する基準や
規定は見当たらなかった。実際にサロンでは、非常に危険な施術を行っていることを目
の当たりにした。そこでこのような中国の現状を勘案し、本プロジェクトでは、特に安心、
安全な技術の教育と、安定したマネジメントの提供を目的とした。
まず、自分のビジネスを中国を中心としたアジアに展開するために日、中、韓における
代表的なサロンの事例分析や経営者のインタビューを行った。次に、まつげエクステの
サービス設計と教育プラン、そして、今後このビジネスモデルを立案するにあたり、マネ
ジメントに関する先行研究を行った。次に自らのキャリアをいかし、まつげエクステのサー
ビス設計と教育プランを作成した上で中国のヘアサロンにまつげエクステメニュー導入す
るためのプランを立案した。最後に、このビジネスプランを実在する中国系サロンへの導
入を前提に、実際の財務データを元に当てはめてみた。その結果、開業５ヶ月目になる
と投資した資金が回収でき、黒字になることが分かった。つまり、ヘアサロン側がこの
ビジネスプランを導入するに当たり、初期の投資資金が低く、資本回収期間が短いとい
うメリットがあることが分かった。
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Ⅰ まつげエクステのサービス設計
一般的なヘアサロンにおいてお客様が来店されてから退店までのサービス内容は以下の通りである。ま
ず、お客様がお来店されるとフロントのレセプションの方がお客様をお出迎えして、待合席まで案内をする。
担当のスタイリストが施術席までご案内をし、メニュー内容の確認とそれに合わせてカウンセリングを行う。
お客様の要望を聞いた上で、お客様が悩んでいる時には提案をしたりして一緒にスタイルを決め、施術を行う。
施術が終わり、最後にセットまで終了したら自宅でのお手入れの仕方や必要な商品について説明をする。購
入する商品がある場合商品の用意とお会計の準備をする。お会計が終わったら次回のご予約の確認をして出
口までお見送りする。
そこでこれまでの分析および筆者の経験を踏まえ、本章では、筆者が最適だと考えるまつげエクステのサー
ビス設計について明らかにしたい。
図表 1 まつげエクステのサービス設計

出典 : 筆者作成

1 設計
1-1 お出迎えからカウンセリング
技術者がフロントでお出迎えをする。施述スペースまでご案内して、リラックスして施述を受けられるよ
うな状態で、カウンセリングを始める。
施述をする前にカウンセリングシートを記入してもらい、お客様のお肌の状態、アレルギーの有無などに
ついて確認する。
ほとんどのサロンではエクステの太さ、長さ、デザイン、カールのご説明をして全てお客様に選んでも
らってから技術者が施述に入る。そしてその段階で初めてお客様の自まつげを確認するという流れになって
いる場合が多い。しかしながら、お客様ご自身では自分のまつげがどのような状態なのかよく分からないので、
まずまつげエクステのデザインや特徴、施述の流れを説明する前に最初に技術者がお客様の自まつげの状態
を確認してからお客様の希望について聞く。そして、骨格や目の形、まぶた、ライフスタイルなどを考慮し
ながら技術者がそのお客様にあったスタイルや太さ、長さ、濃さを提案する。
またご来店の前に当日マスカラやビューラーはせずにご来店するようにお願いをするが、初回のお客様に
関してはそのお客様の日常生活でのメイクのバランスを把握するため、メイクしたままの状態でのご来店を
オススメする。
カウンセリングが終り横になる前に、お客様に『ほかに何か気になる事や不安なことございませんか』と確
認をすることと、仕上がりのイメージを伝え、施術が終わり退店する時間までお伝えする。

差別化のポイント
● 技術者がそのお客様にあったスタイルや太さ、長さ、濃さを提案
● 初回はそのお客様の日常生活でのメイクのバランスを把握するため、メイクしたままの状態でのご来店をオススメ
● 質問の確認、仕上がりイメージの伝達、退店までの時間の伝達を行う

ビューティビジネスレビュー

Beauty Business Review Vol.4 No.1 2016/

83

まつげエクステのサービス設計と教育プラン ― 美容室のトータルビューティ化を目指して ―
1-2 施術
目を閉じてもらい、まずは根元が見えやすく、一定の距離感を保つため、テープで上まぶたを少し引っ張
りあげる。下まつげと絡まないようにするため、下まつげもテープで貼る。そして、アイメイクのクレンジン
グを行い、まつげの根元まで丁寧に汚れを落とす。エクステを装着する全ての事前準備が整ったら、エクス
テの装着を始める前にお客様が施術中に突然目を開けたりしないように、必ず『もし施術中にしみたり、何
か違和感ございましたら目を開けずにお声掛けくださいませ』と伝える。接着剤の揮発性で施述中にしみたり
する可能性もある。
お客様自身のまつげ一本一本に専用のグルー（接着剤）でエクステを付けていく。まつげの根元から一定
の距離（1mm ぐらい）を空けた場所につける。エクステが皮膚についていたり、自まつげが絡んでいたり、
エクステのくっつきがあると痛みや違和感、トラブルの原因になるので十分気をつけなければならない。
施術中にお客様が、安心して施術を任せて、リラックスしてお休みできるように細かいところまで気配り
をする。技術者が手を安定させるために、お客様のおでこに手を乗せる時の力加減、静かに呼吸し、絶対に
ため息はつかないこと。お客様はずっと目を閉じたままの状態なので施術中には出来るだけ席を外さないこ
とを原則とし、止むを得ず席を外す時は必ずお客様にご了承を得らなければならない。
すべてのエクステを装着後に、ドライヤーの冷風で乾かして仕上げて行く。この際ドライヤーの風でお客
様の呼吸が辛くならないように鼻のところに手を当ててあげる。接着剤が完全に乾くまでには 5 〜 6 時間必
要である。ドライヤーで乾かすのは接着剤の揮発性を飛ばし、お客様が目を開けた時にしみないようにする
ためである。
仕上がりを鏡で確認してもらい、気になるところがあったら直してあげる。その後、お客様がメイク直し
できるようにメイクルームにご案内をする。お客様自身が化粧品やメイク道具を忘れてしまった場合でも困
らないようにサロンでも用意をしておく。
2 〜 3 週間のスペースでご来店をオススメしリペアや 2 回に一回、あるいはずっとリペアばかりしているサ
ロンが多数だが、徹底的に行いたいと思うは根元のケアである。つまり、3 週間ごとに毎回付け替えをする。
エクステの平均の持続力は 3 週間であるため。
まつげも毛髪と同様で毎日自然に抜けて、1 日に約 5 本前後で、毛周期も毛髪に比べると大変短く、
30 〜 90 日で生え変わる。まつげは、毛髪と違い短いサイクルで、一定の長さを保つ。エクステを装着の際
根元から距離を空けるため日々のお化粧でその隙間に汚れがたまりやすく、エクステを全部オフしない限り
その汚れは取れにくい。汚れがずっと溜まっている状態だと自まつ毛の成長に影響を与える。自まつ毛が短
くなってしまったり、薄くなってしまうので、エクステの持続力も落ちるしエクステを続けるのは厳しくなる。
自まつ毛が健康に育つ環境を整えてあげることは極めて大事なことである。

差別化のポイント
● まつげの根元から一定の距離（1mmぐらい）
を空けた場所につけるなど、品質の高い施術を行う
● 施術中にお客様が安心、リラックスできるように細かいところまで気を配る
● ドライヤーの冷風で乾かして仕上げる
● 装着前に必ずすべてのエクステをオフする

1-3 アフターケアの説明からお見送り
まつげエクステを常に綺麗な状態に維持するためには、お客様ご自身のホームケアが重要である。いくら
技術者が綺麗に付けたとしても日常生活でしっかりお手入れをしないと持続力は長くならない。なので、施
術が終わった後に注意点などについてご説明し、商品についても説明をする。
次回のご予約とお会計を済ませ、お見送りをする。
毎回お客様のまつげの状態やその日のエピソードをカルテに記入し、一人一人の顧客の情報について技術
者全員が共有できるようにする。次回に担当する技術者はそのカルテを元にカウンセリングを行い、また新
たな提案をし、コミュニケーションを取り、信頼関係を構築していく。
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2 サロンワーク
2-1 施術前
①施術前ワーク
最初に、まつげエクステ経験有無の確認とまつげパーマをされているかどうかの確認をする。ご希望の目
安の本数と初回来店されるお客様に関しては、普段のメイクのままでご来店するようにお伝えする。
②カウンセリングの際
エクステは自まつ毛一本に対して、人工毛（ポリエステル）一本を装着し、根元から1〜 2mm 距離を空
けて装着する。装着には、まつげ専用のグルー（接着剤）を使用する。装着の際に揮発成分の影響で目が沁
みる可能性があるので、その場合は目を開けないでお声かけてもらえるように伝える。
③カルテ記入
以下のようなカルテを利用する。
図表 2 カルテ
まつげエクステはつけまつげと違い肌に直接つけるものではありません。専用のグルー（接着剤）で地肌から 1～2 ミリ
程度間隔をあけて地まつげに人口まつげを装着します。
エクステンションは肌に直接接着するものではありませんが、稀に化粧品などと同じ様に肌に近づけるだけで痒みを感じ
られる場合があります。化粧品等でも過敏に反応される方、
アレルギー体質の方、肌が敏感な方は事前にお申し出下さい。
施術中、絶対に目を開けたり、眼球を動かしたりしない様にしてください。『目を開けてもいいですよ』とお伝えするまでは
閉じたままの状態にして下さい。
安全性に優れた接着剤を使用しておりますが、肌が敏感な方、体調のすぐれない方への施術の際、目元に違和感を
覚えられることがあります。施術中、違和感を覚えられた場合は我慢せず、すぐにお申し出ください。場合によっては施
術を中止させて頂くこともありますので、予めご了承下さい。
保障期間は 3 日となります。お客様ご自身の過失による不具合を除き、3 日以内にご連絡頂いた場合 1 回のみ無料で
お直しさせて頂きます。その際、アイスタイル、長さ、太さの変更は出来ませんのでご了承ください。返金は致しかねます。
当店では安全な商材を使用しておりますが、薬品による皮膚疾患、その他疾患等、施術後のトラブルに関しましては一
切責任を負いかねます。
ご署名：
氏名：

生年月日：S H

TEL：

メールアドレス：

年

月

日

住所：
ご来店のきっかけ
雑誌（
ご紹介 （

）
）様

コンタクトレンズをしていますか

インターネット（
）
その他 （
はい（ハード、ソフト）

まつげエクステを経験されたことはございますか

はい

いいえ
いいえ

まつげエクステ等で、皮膚や目のトラブルを起こしたことはございますか
目の周りの皮膚に関して疾患はございますか

はい

）

はい

いいえ

いいえ

目の症状について、該当するものはございますか
ない、目の疲れ、ドライアイ、ものもらい、緑内障、結膜炎、角膜剥離、その他
レーシック手術を受けていますか

はい

いいえ

アレルギーに関して該当するものはございますか
ない、花粉症、薬品、喘息、アトピー
目の周りの手術を半年以内に受けていますか

はい

いいえ
出典 : 筆者作成
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④施術時間の伝達
除去の有無と装着する本数と技術者の技術力によってかかる時間が異なるので、自身の技術力に合わせて
必要な目安の時間をお伝えする。
⑤デザイン提案
希望するデザインやお目元の悩みについて把握した上でデザインを提案する。

2-2 施術後
①注意点の伝達
● 施術後の注意
施術後 6 時間程度は洗顔、入浴、サウナ、ホットヨガ、水泳等、高温多湿の環境は避けてください。
● 洗顔時の注意
クレンジングはオイルフリーの物をご使用下さい。オイルはエクステと自まつ毛の境に浸透しやすく、エ
クステが早く取れる原因となります。
クレンジングはエクステに負担をかけない様に手で優しく馴染ませて下さい。
シャワーは直接当てないで下さい。
洗顔後、顔を拭く際瞼の上側から優しく押さえて水分をおとり下さい。又、まつげに残っている水分が気
になる場合ドライヤーで乾かして下さい。
● スキンケア時の注意
化粧水をコットンでつける場合、コットンの繊維がエクステに絡んでしまう恐れがある為、目元付近は
指で馴染ませて下さい。油脂の入っている乳液やクリーム等がエクステに付着した場合は濡らしたコットン、
綿棒で優しく拭き取って下さい。
● メイク時の注意
硬いペンシルやジェルアイライナーはエクステの根元が擦れて取れやすくなりますので、柔らかいリキッ
ド、スポンジタイプのアイライナーをご使用下さい。
マスカラのご使用は取れやすい原因となりますので、お控え下さい。どうしても使用したい場合はエクス
テ専用マスカラをお勧め致します。
挟むタイプのビューラーのご使用はお控え下さい。エクステに負担がかかりやすく、自まつ毛が抜ける原
因になります。
● 就寝時の注意
うつ伏せや、まつげが枕等に圧迫された状態が長時間続くと、エクステに癖がつき、方向が変わったり折
れたり取れたりする恐れがあります。可能な限り仰向けでの就寝をお勧め致します。
● 外れかけの際の注意
エクステが外れて来た際、無理に自分で外そうとしない様にして下さい。専用のリムーバーを用いずに外
そうとすると、自まつ毛の損傷になります。
②トラブル対応
施術中に痛みやかゆみなどの症状が出た場合、施術を中断する。万が一リムーバーが目に入ってしまった
場合、精製水で洗い流す。
退店後に痛み、かゆみ、腫れ、違和感がある場合、必ず連絡をもらい、来店して状態を確認して必要な
場合除去し、症状が治らない場合専門医に診察を受けるようにする。
装着したエクステが数日で全部取れた場合は前処理が不十分だった可能性があるので、前処理の施術の
見直しとグルーが劣化していないか確認する。
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3 サロンワークにおける筆者の経験から得られたポイント
①素直さ
研修が終わり、現場にデビューして一ヶ月後に指名もらったお客様がいた。その時は専門学校を出たばか
りで、初めてサロンでの仕事だったため「指名」がどんなものなのかさえよく知らなかった。ただ、私は教え
てもらった通りに自分がやるべきことをきちんとやっただけだった。
一回休暇をもらって帰国したことがあった。二週間後に戻る予定だったけれど、日本に戻る前日の日に突
然お婆さんが亡くなられて、一週間延期になった。そのお客様はもともと私が戻る日に合わせて、まつげエ
クステとネイルのご予約をしていて、来店された日にまつげエクステのマネージャーから私の事情を伝え「も
し宜しければ、他のアイリストに担当させていただけませんか？」と聞いてみた。でもそのお客様は「いいえ、
金さんが戻るまで待ちます」と。サロンに戻ってこの話を聞いて私は感動した。確か私の記憶の中では最初に
担当させてもらった時は私に対してあまり良い印象ではなかった気がする。
この件を通して私はそのお客様に「責任感」というものを学んだ。以前先輩に「私が前に働いていたサロ
ンのスタイリストはお婆さんが亡くなられた時も、ご予約していたお客様を全て担当してからお葬式に行った
んだよ」
という話を聞いた時に納得できなかった。でも、
この件があってやっとその気持ちを分かるようになっ
た。
退職することが決まり、そのことをお客様に伝えようとした時何故か言葉が出なかった。するとそのお客
様が気付いてくれて「金の夢のためだから、
応援します」
と言ってくれた。退職する前最後に担当させてもらっ
た時は花束とハガキをもらった。お見送りの時二人とも涙が出そうになった。
担当させている1 年半の間決して沢山会話をしたわけでもなかった。退職後に分かったことだけれど、そ
のお客様は今までどこのサロンでも指名をしたことはなかったらしい。そんなお客様が私を指名したのが私
の「素直さ」
だったらしい。
どんなお客様でも誠心誠意に接していけばその思いはきっとお客様に伝わるし、信頼してもらえると私は
確信している。
②自ら変わる
産休に入った先輩から引きついた十日ごとにご来店されているお客様がいる。上下つける方で対応が難し
いお客様である。初めて担当させてもらった時に本当にびっくりした。マスカラも取り残したままの状態で、
上下オフするのに一時間以上かかった。
予約時間に遅れて来ることが多く、施術中に目を開けて携帯を見たり、電話したり、お水を飲んだり、と
にかく施術中にずっと静かにできないお客様である。施術中に目を開けたりすると危ないことをお伝えして
も変わることはなかった。こんなお客様は初めてで何回ももう無理と思いながら担当したくないと思っていた。
しかし、私以外に担当できるスタッフがいないため、予約時間を多めに切って、自ら変えようと思って全て
お客様に合わせた。言われる前に先に気づくようにして用意をしたり、忘れがちのお客様だから、帰りの際
には次回の予約カードを作って渡したり、まつげに関してもその時の状態や注意点などをしっかり伝えるよ
うにした。すると、お客様が少しずつ変わり始めた。予約時間通りにご来店して、施術中にも明らかに目を
開ける時が減ってきた。最近は「目を開けても良いですよ」
という前に開けなくなった。
何故かそのお客様の施術に入るといつもお腹がなってしまう私。ついこの前もお腹がなってしまって、施
術終わった後にお客様に「金さん、ちゃんとご飯食べてね」
と優しく声をかけてくれた。
すでに入っている予約をその翌日に変更したいご希望で、確認してみたら私はその日休みだった。
「新し
く入ったスタッフで大丈夫なら変更できますが」と伝えたら、少し心配だったみたいで「金さん、その人いつ
入ったの」と質問された。
「一ヶ月前に入って、経験者で技術もすごい上手なので安心して任せて大丈夫です
よ」
と伝えたらほっとした気分のようだった。
人を変えようとしたら、まず先に自分が変わらなければならない。お客様は技術者に対して不満があると
それを直接に言わずに、大体技術者をわざと困らせる。反対に、満足していれば技術者の言うことを信頼し、
それに従ってくれる。
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③小さな心使い
ある日私指名のお客様が孫の前髪カットで一緒に連れて来た。その子の前髪カットは 30 分後で、先にお
婆さんがまつげを付けるため、お婆さんの隣に座らせたが、
「この子静かに待ってくれるかな？」と少し心配
だった。隣に厳しいお客様がまつげとネイルの施術をしていたので特にその心配が強かった。
お婆さんの施術に入る前に飲み物とクッキーを出してあげた。すると一瞬で飲み、食べ終わってしまっ
た。どうしようと思っていた時に、ネイルの一年生の子達が雑誌を持って来てくれたり、また飲み物とクッ
キー持って来てくれたり、更に紙と色のペンを持って来てくれた。一年生の子達の気遣いでその子は待って
いる間に絵を描いたり、雑誌を見たりして一人で静かに遊んでいた。隣でも施術中で、子供も座っていたので、
私が出入りするのは厳しかったし、時間的にも余裕がなかったため、ネイルの一年生の気使いで助かったし、
本当に嬉しかった。
子供の前髪カットは予定の 30 分待ちよりだいぶ長くなってしまい、結局お婆さんのまつげエクステが終
わってからになってしまったけれど、
全然不機嫌にならなかった。お見送りの時、
子供がお婆さんに「お姉ちゃ
んに飴あげたい」と言いながらポケットから自分の飴を出して私に分けてくれた。最初は目も合わせてくれな
かった子が。
小さな心使いが大きな感動を与える。皆の心使いがその子に感動を与えたと思う。飴は私がもらったけれど、
本当は一年生皆にあげたかった。

Ⅱ ヘアサロンへの導入
1 導入のメリットとコスト
本章では、当該プロジェクト研究のプランを、中国における既存サロンに導入することを検討してみたい。
そのメリットとコストは以下のとおりである。
● 導入するメリット
既存の店舗に導入するので、リスクが低いのと初期の投資資金が少なく、回収できる期間が短い。
● 導入までかかる時間と費用
時間：マネジメント：2 週間
技術：3ヶ月（マネジメント面と技術者育成平行で行う）
導入費用：8 万元
導入後フォロー：一回につき 5 千元

2 収益シミュレーションの基本モデル
実際に筆者が想定（北京を基準に）した美容室にまつげエクステを導入する基本パターンを作成した。初
期開業費用として 8 万元、店舗改修費が 1 万元、機材、備品が 8 千元、毎月の運営費用、すなわち教育マ
ネジメント費用が 5 千元（年に何回受けるかはサロンのオーナー次第）
、家賃、人件費その他費用が合計で
1 万 4 千 840 元になる。開業 5ヶ月目までは既存顧客に対してアプローチを行うので広告宣伝費は必要ない。
技術者の技術力が安定してきた 6ヶ月目から対外的に広告をかける。
月22日の営業で単価は 480 元で想定し、3ヶ月目までは1日お客様 2 名を目標とする。4 ヶ月目から9ヶ
月目までは 1日の来客数を 3 名で想定すると、7 ヶ月目から投資した資金が回収でき、黒字になる。順調に
いけば 7 ヶ月目から新たな技術者を育成し、3 ヶ月の技術トレニンーグを受けて、開業 10 ヶ月目からは自術
者が 2 名で、売上が増加する。
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図表 3 収益シミュレーション 基本モデル

出典 : 筆者作成
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3 導入プラン
導入の流れとしては、技術教育とマネジメントの双方からサポートする。まずは、サロンの経営者と面談
を行い、サロンの現状や問題点などを詳しく把握する。次に、技術教育を受けるスタッフの技術レベルチェッ
クとコミュニケーションをとり、スケジュールについて説明をする。
導入費用など経営者と合意ができた時点で契約し、技術者のトレニンーグと店内内装を開始する。各サ
ロンの既存のメニューに合わせたまつげエクステの価格設定と導入後のフォローまで手掛ける。
図表 4 導入の流れ

出典 : 筆者作成

● サポート
ヘアサロンにまつげエクステを導入するためのノウハウ、技術とマネジメント両面からサポートする。
● 技術面
筆者が作成したまつげエクステ教育カリキュラムを利用し、ケアを重視した徹底的な衛生教育と安心、安
全な技術教育をする。お客様のライフスタイルに合わせたデザインの提案と付け替えの周期、プロフェッショ
ナルなカウンセリング力を身につける。
● マネジメント面
他部門スタッフとの業務バランスや地域、各サロンに合わせたメニューの開発。店舗と顧客ターゲット
については、既存の店舗の一角をリニューアルし、リラックスできる空間で施術受けられるよう内装を行う。
スタートの段階では、技術者の技術レベルがまだ安定していないのと費用を抑えるために対外的には大きな
広告はしない。既存顧客に対してアプローチして、徐々にお客様を増やしていく。ある程度技術者の技術レ
ベルが安定し、顧客が増えた時点で新たな技術者育成と対外に対しての広告を行う。
● 基本メニューの構成
メニューの構成は以下となる。価格は各サロンによって異なる。
60 本（片目 30 本）
80 本（片目 40 本）
100 本（片目 50 本）
120 本（片目 60 本）
140 本（片目 70 本）
160 本（片目 80 本）
180 本（片目 90 本）
下まつげ 1 本
カラーエクステ
トリートメント（ケア）
リムーブ
事業推進目標
開業 1 年目の目標：5 社
開業 2 年目の目標：10 社
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4 中国系サロンへの導入
このビジネスプランを実在する中国系サロンへの導入を前提に、実際の財務データを元に当てはめてみた
（図表 5）
。開業 5ヶ月目になると投資した資金が回収でき、黒字になることがわかった。
具体的に分析して見ると、開業時にかかる契約費 8 万元、店舗改修、機材、備品合わせて1 万 8 千元、
運営費用 5 千元（毎月だと想定する、回数はサロンの経営者次第）
、サロンの大きさが 200 平方米で、10
分の1の地代家賃が 8 千 245 元、薬剤、資材費用が千元で経常支出費用が 1 万 4 千 812 元になる。
このサロンの1日の平均来客数が 14 名なので、開業 3ヶ月目までは、お客様 3 名を目標とする。4ヶ月目
から 9 ヶ月目までは 4 名、基本パターンと同様で 7 ヶ月目から新たな技術者のトレニンーグをし、10 ヶ月目
からは来客数 6 名を目標とする。新たな技術者を採用する時点で機材、備品費用で 8 千元が必要となる。
図表 5 収益シミュレーション
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出典 : 筆者作成

Ⅲ 終論
1 本研究報告の要約
本研究では、
「ストーリー性」と「今後どう自分のビジネスにやく立てるか」を念頭にしながら、日々のサ
ロンワークの中で大事だと考え、自ら実現してきたことを先行研究でレービュを行い、他のサロンではどう
いうふうに対応しているのかを考査した。
さらに、今後アジアを中心とした自分のビジネス展開のために日、中、韓における代表的なサロンの事例
分析や経営者のインタビューを行うことにより、分析を深めた。
ビジネスモデルを構築するにあたり、今まで筆者のキャリアをいかし、サービス設計とカリキュラムを作
成し、基本の収益シミュレーションや導入計画を行い、さらにサロンの適用では実際の数字で当てはめてみ
ることにより、このビジネスモデルの成功の可能性を感じた。

2 理論および実践的含意
中国では現在、美容市場において最も消費力を持っているのは若者、つまり21〜 40 歳までである。ある
程度の経済力のあるこの年齢層は流行に敏感であり、独自性を追求している。しかも、メイクをあまりしない、
素肌美人が多い中国では今後まつげエクステの需要はますます拡大すると予想している。
前章の収益シミュレーションで分かるように、このビジネスモデルは導入するのに初期の投資資金が低く、
資本回収期間が短い。筆者がこのビジネスモデルを実践していくことにおいても自ら培ってきた経験のみで
実行することができ、資本はほとんど必要ない。
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3 今後の展望と課題
アジアの中で美容が最も進んでいる日本と韓国、どちらもまだ海外（特に中国）
で大成功を収めた企業は
いない。韓国では「K-pop」
がアジアで流行したことにより、韓国で有名な大手サロンが集まり「k- ビュー
ティ」が誕生し、中国人向けの第二回目までの教育、交流が行われた。アジアの国の中で韓流が流行し、
韓国では現在音楽、美容、映像などカルチャー丸ごとに、国を挙げてグローバル化に取り組んでいる。行
動力ある韓国が今後中国という美容の巨大マーケットでどんな影響を及ばすか楽しみである。
日本も昨年、年末に「アジアビューティアカデミー」の設立の記者会見が行われた。上場企業であるア
ルテ

サロン ホールディングスの吉原直樹が初代理事長を務め、
日本の有力のサロンが集まっている。
「ア

ジアに日本の美容文化を広め地域に貢献するとともに、ビジネスとして教育事業を行うことで日本の美容
業をさらに発展させたい」
というのが設立目的である。
日本、韓国ともヘアでビジネスをグローバル化に展開していく中、筆者はこの研究をもとに自分の強み
であるまつげエクステをビジネスで勝負し たいと考えている。
中国の美容業に従業している人の学歴（図表 6）を見ると研究生以上の割合は 0.13% にしか過ぎない、
レベルがまだ低い。日本、韓国をでも成功しているサロンは技術とマネジメントが両立されている。世界
的に有名なヴィダル・サスーンは技術を論理化し、数多くのスタイリストを育成し、マネジメント面におい
ては、フィリップ・ロジャースというパートナーがいた。
図表 6 中国美容従業者の学歴

中国美容従業者の学歴
小学校
中学校
高校
専門学校
高度専門
大学
研究生以上
0.

10.

20.

30.

40.

出典：
「百度―中国美容美髪業現状」をもとに筆者作成

技術とマネジメント両方を学んだ筆者が、今後どう自分のキャリアをいかし、ビジネスを拡大していく
かにおいても、同様に、技術と経営のバランスの取り方が課題である。

【注】
1

本稿は、ハリウッド大学院大学ビューティビジネス研究科のプロジェクト成果報告において、調査・報
告した内容から抜粋したものである。
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事前にネイティブチェックを受けておくこととする。日本語が第 2 外国語の場合も同様である。
6. 本文は、3 ページ目から執筆する。本文の冒頭には、表題を書くこと。執筆者の名前や所属等は、書い
てはならない。図表、謝辞、注、参考文献、および執筆者紹介等を含めた原稿の分量は日本語原稿で
20,000 字以内（１ページ＝ 40 字× 36 行で、14 ページ以内）、英語原稿で 7,500 語以内とする。
7. 図表は「図」（英語では“Figure”
）と「表」（同“Table”）とに分け、それぞれ通し番号と標題を付け、
本文中に挿入する。なお、表の中に使用する文字に限り、文字サイズは 9 ポイント以上とする。
＜例：日本語＞図 1

日本企業の知的財産権組織

＜例：英語＞ Figure 2
＜例：日本語＞表 3
＜例：英語＞ Table 5

R&D Productivity

川崎重工業の事業部
U.S. Oil Price

8. 英字および 2 桁以上の数字は原則として半角で打つ。数式、数値の記述は通常のシンボルを利用し、特
別なシンボルは利用しない。なお、数式等については、一般の専門誌に利用される通常の約束事をこの
原稿にも適用する。日本語原稿については、読点は「、」、句点は「。」を全角で打つ。
9. コメント、助言、研究資金等への謝辞、または報告全体に係わる注で後注とするには適当でないものは、
別紙で添付する。掲載時に本文の後、注の前に謝辞として、アスタリスク（＊）をつけて配置する。
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執筆要項
10. 本文に関する注は本文の後に配置する後注の形式をとり、下記のスタイルをとる。注番号は算用数字で
連続して付ける。
＜例＞
注
1 本章の記述のうち、最近のアメリカにおける制度の変更について、尾崎英男氏の示唆を受けた。
2 詳細の解説については、たとえば尾崎英男（1991）『日本企業のための米国特許紛争対応ガイドブック』日本
機械輸出組合、を参照。
3 へンリー幸田（1992）『日米特許紛争スーパーマニュアル』発明協会、63 ページ。
4 尾崎英男、前掲書、85 ～ 86 ページ。

11. 参考文献は正確に記載し、例示するようなスタイルとする。日本語文献と外国語文献は分けずに ABC
順とし、英語以外の外国語文献も英語文献に準じて記載する。外国語書籍については斜体とする。
＜例＞
参考文献
Bacharach, S. B. and M. Aiken (1976) “Structural and Process Constraints on Influence in Organizations: A Level Specific
Analysis,” Administrative Science Quarterly, December, Vol.21, No.4, pp.623-642.
児玉文男（1990）「知的所有権部の戦略 4 新日本製鐵株式会社 知的財産部」『発明』第 87 巻第 5 号、発明協会、44
～ 76 ページ。
野中郁次郎、加護野忠男、小松陽一、奥村昭博、坂下昭宣（1981）『組織現象の理論と測定』千倉書房。
Posner Barry (1987) “What Takes to be a Good Project Manager,” Project Management Journal, March, Vol.34, No.1, pp.123145.
高橋明夫（1983）『日立の特許管理：企業の未来を拓く特許とその戦略的活用』発明協会、153 ～ 156 ページ。
Thamhain, H. J. and D. L. Wilemon (1986) “Criteria for Controlling Projects According to Plan,” Project Management Journal,
June, Vol.53, No.2, pp.75-96.

12. 執筆者紹介には、著者名（ふりがな）、所属（役職）、専門分野、主要著書（2 点）
・論文（2 点）を掲載する。
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組織紹介

組織紹介
学校法人メイ・ウシヤマ学園

ハリウッド大学院大学

ハリウッド大学院大学は、1925 年創立の歴史と伝統を誇る学校法人メイ・ウシヤマ学園が、ビューティビジネ
スを教育・研究し、美容室、エステサロン、ネイルサロン、化粧品店などを経営・管理する専門経営者や起業家、
あるいは高度なスペシャルアーティストを育成することを目的として、2008 年 4 月に開設した画期的な大学院
大学です。課程修了者には、ビューティビジネス修士（専門職）（Master of Beauty Business）が授与されます。

ビューティビジネス学会
ビューティビジネス学会は、ビューティビジネスの研究と実践に関心を有する者が広く共同して、ビューティ
ビジネス業界の諸問題を学際的な視点から総合的に研究し、併せてビューティビジネス学および産業と、それ
に関わる企業および個人、団体の発展に寄与することを目的とし、2011 年 11 月に設立されました。学会の目
的にご賛同いただいた研究者および事務家の方々に、広くご入会いただき、研究会およびセミナーの開催、研
究誌の発行、特定テーマに関する共同研究を行っております。

※シンボルマークとして「ナデシコ」を使用しています。ナデシコは「撫でし子」と語意が通じることから、
しばしば子どもや女性にたとえられ、和歌などに多く参照されます。『枕草子』では、「草の花はなでしこ、
唐のはさらなり やまともめでたし」とあり、当時の貴族に愛玩されたことがうかがえます（wikipedia より）。
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ビューティビジネス学会

ビュー ティビジネス 学 会

入会案内

入会案内

ビューティビジネス学会は、ビューティビジネスの研究と実践に関心を有する者が広く共同して、ビューティビジ
ネス業界の諸問題を学際的な視点から総合的に研究し、併せてビューティビジネス学および産業と、それに関わ
る企業および個人、団体の発展に寄与することを目的としています（会則第 2 条）。
本学会の趣旨をご理解賜り、ご入会をしていただける場合、入会申込書にご記入の上、ビューティビジネス学会
事務局まで郵送または FAX にてご返送ください。必要事項を記載し、e メールにてお送りいただいても結構です。
なお入会申込書は学会ホームページ（http://jabb.jp）からもダウンロードしていただけます。
併せて、会員としてご入会いただける方がいらっしゃいましたらご推薦いただけますと幸いです。

入会の流れ
①入会申込書に必要事項を記入の上、事務局まで送付（郵送・FAX・e メール）
②事務局から、会費納入等の通知
③会費納入確認後、会員証の送付

学会費
（年会費）
一般会員

年

10,000 円

学生会員

在外居住外国人会員

年

5,000 円

法人会員

年

50,000 円／ 1 口（なるべく 2 口以上）

賛助会員

年

20,000 円／ 1 口

年

5,000 円

（入会金）
会費の 2 分の 1 とする。

入会申込・お問合せ先
ビューティビジネス学会 事務局
〒106-8541
六本木ヒルズ

東京都港区六本木 6-4-1
ハリウッドビューティプラザ

TEL：03-3403-3433

FAX：03-3403-3459

10F
e メール：jabb@jabb.jp
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ビューティビジネスレビュー バックナンバー
『ビューティビジネスレビュー』は以下の価格で頒布しております。ご要望がございましたら、事務局ま
でご連絡をいただければ幸いです。

頒布価格（送料別途）
• ビューティビジネスレビュー

Vol.1・No.1（2012 年 3 月発行）・・・1200 円 / 冊

• ビューティビジネスレビュー

Vol.1・No.2（2012 年 9 月発行）・・・1500 円 / 冊

• ビューティビジネスレビュー

Vol.2・No.1（2013 年 3 月発行）・・・1200 円 / 冊

• ビューティビジネスレビュー

Vol.2・No.2（2013 年 9 月発行）・・・1200 円 / 冊

• ビューティビジネスレビュー

Vol.3・No.1（2014 年 3 月発行）・・・1200 円 / 冊

• ビューティビジネスレビュー

Vol.3・No.2（2014 年 12 月発行）・・・1200 円／冊

Vol.1・No.1、2012 年 3 月号

Beauty Business Review

Vol.1
No.1

特集

March 2012

＜ビューティビジネス学会設立記念シンポジウム

山中

基調講演＞

祥弘（学校法人メイ・ウシヤマ学園理事長、ハリウッド

大学院大学教授）

「ビューティビジネス教育について」
安室

憲一（大阪商業大学教授、兵庫県立大学名誉教授）

「芸術とビジネスとの出会い：シルク・ドゥ・ソレイユの

ビューティビジネス
レビュー
Feature
特集

ビジネスモデル」

＜ビューティビジネス学会設立記念シンポジウム
山中

安室

蒲生

茂（株式会社ガモウ代表取締役会長）

柿本

榮三（株式会社柿本榮三美容室会長）

横田

敏一（株式会社ビューティ横田代表取締役）

野嶋

朗（株式会社リクルート ビューティワールド総研

蒲生

Articles
論文

Research
notes

重輔（早稲田大学准教授）

研究ノート

重輔（早稲田大学准教授）

ビューティワールド総研センター長）

「メタ・グローバル時代のビューティビジネス」
江夏

健一（ハリウッド大学院大学学長、早稲田大学名誉教授）

「ヘアサロンの海外進出戦略と競争優位

―

上海進出の日系ヘアサロンのケースをもとに ― 」

利絵（ハリウッド大学院大学教授）
―

航空業の LCC 戦略との比較分析 ― 」

雅一（株式会社グレース専務取締役）

「美容サロン消費に関する 8 つの価値意識」
野嶋

朗、安田

雅美（株式会社リクルート

「セルフビューティコロニー
上村

蓑地

書評

―

ビューティワールド総研）

新しいビューティビジネスモデル ― 」

明里（ハリウッド大学院大学）

章子（ハリウッド大学院大学）

「ビューティビジネス
山口

「美」のイメージが市場をつくる ― 」

―

一臣（ハリウッド大学院大学教授）

健一（ハリウッド大学院大学学長、早稲田大学名誉教授）
May Ushiyama

UNIVERSITY

利絵（ハリウッド大学院大学教授）

雅一（株式会社グレース専務取締役）

「理美容業における LCS 戦略―航空業の LCC 戦略との比較
分析―」
研究ノート
朗、安田

雅美（株式会社リクルート ビューティ

「美容サロン消費に関する 8 つの価値意識」
/ ビューティビジネスレビュー

上村

明里（ハリウッド大学院大学）

「セルフビューティコロニー―新しいビューティビジネスモ
デル―」
蓑地

章子（ハリウッド大学院大学）

「中国におけるアンケートによる消費者分析」
書評
山口

ワールド総研）
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朗（株式会社リクルート

池上

「日系とその他外資系化粧品会社の中国進出について：マーケティング戦略を中心に」

Book review

「ヘアサロンの海外進出戦略と競争優位―上海進出の日系
ヘアサロンのケースをもとに―」

野嶋

敏一（株式会社ビューティ横田代表取締役）

野嶋

石川

「メタ・グローバル時代のビューティビジネス」

石川

榮三（株式会社柿本榮三美容室会長）

横田

「理美容業における LCS 戦略

「ビューティビジネスの過去・現在・将来」

今井

パネルディスカッション＞

茂（株式会社ガモウ代表取締役会長）

柿本

今井

センター長）

論文

憲一（大阪商業大学教授）

＜ビューティビジネス学会設立記念シンポジウム

「ビューティビジネスの過去・現在・将来」

パネリスト

江夏

祥弘（学校法人メイ・ウシヤマ学園理事長、ハリウッド大学院大学教授）

「芸術とビジネスとの出会い：シルク･ドゥ･ソレイユのビジネスモデル」

＜ビューティビジネス学会設立記念シンポジウム
パネルディスカッション＞

池上

基調講演＞

「ビューティビジネス教育について」

一臣（ハリウッド大学院大学教授）

「ビューティビジネス―「美」のイメージが市場をつくる―」
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ビューティビジネスレビュー バックナンバー

Vol.1・No.2、2012 年 9 月号
特集
＜ビューティビジネス学会 第 1 回全国大会
テーマ「ビューティビジネスの新たな地平を求めて」 基調講演＞

ジェフリー・ジョーンズ（ハーバードビジネススクール教授）

「ビューティ産業で成功する！―過去の偉大な起業家たち
から学ぶ教訓―」
司会

太田

正孝（早稲田大学教授）

コメンテーター

安室
＜同

憲一（大阪商業大学教授）

ワークショップ＞

「日中台韓の若手経営者によるパネルディスカッション
―日中台韓のビューティビジネスの人材育成―」
司会

江夏

健一（ハリウッド大学院大学学長・教授、早稲田大学名誉教授）

モデレーター

山中

祥弘（学校法人メイ・ウシヤマ学園理事長、ハリウッド

大学院大学教授）
パネリスト

柿本

哲（kakimoto arms 代表取締役社長）

増保

利行（株式会社きくや美粧堂代表取締役専務）

金

恵淑（東元大学助教授）

金

南希（ソウル総合芸術学校講師）

張

芳茵（北京財貿職業学院講師）

蒋

曼文（大雅国際形象造型顧問有限公司代表、台北城市科技

大学講師）

論文

業界動向

宮下

幸一（桜美林大学教授）

蒲生

「おもてなし：グローバル化の中の日本型サービスの普遍性」
今井

利絵（ハリウッド大学院大学教授）

「欧米トップ美容サロンチェーンの市場参入戦略比較」
尹

五仙（青巖大学校教授）

「美容業におけるサービス提供プロセスの分析と品質
向上の課題―美容室のインタビュー調査を中心に―」
石川

雅一（株式会社グレース専務取締役）

「460 年のファッションブランドイノベーション
―京友禅「千總」の事例を中心に―」

朗（株式会社リクルート ビューティワールド総研センター長）

阿部 由紀（株式会社リクルート カスタマーアクションプラット
フォームカンパニー CS 推進部）

「美容サロン消費に関する 8 つの価値意識」
上村

「美容業界についての考察―美容ディーラーの視点から―」
書籍紹介
山口

一臣（ハリウッド大学院大学ビューティビジネス研究科長・

教授、成城大学名誉教授）

『多国籍企業の変革と伝統―ユニリーバの再生（1965 ～
2005 年）―』
（江夏健一・山中祥弘・山口一臣監訳、ハリウッド大学院大学ビュー
ティビジネス研究所訳、文眞堂、2013 年 5 月（Geoffrey Jones,
Renewing Unilever, Oxford University Press, 2005 の日本語訳）

付録

研究ノート
野嶋

典子（株式会社ガモウ取締役）

Geoffrey Jones (Isidor Straus Professor of Business History, Harvard Business School)
Key Note Speech at the Annual Conference of the Japan Academy of
Beauty Business

“Winning in the Beauty Industry: Lessons from Great Entrepreneurs of
the Past”

明里（ハリウッド大学院大学）

「ソーシャルメディア時代の美容サロン CS 経営
MOT（Moment of Truth）フレームから見たリピートと離脱の瞬間」
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Vol.2・No.1、2013 年 3 月号
論文
藤澤

武史（関西学院大学教授）

「世界化粧品市場クラスター化の有効な分析手法」
米澤

聡士（日本大学教授）

「サービス品質の標準化と組織社会化」
金﨑

賢希（IBI 国際ビジネス研究センター研究員）

「ビューティ・ビジネスへの参入―ユニリーバによる『関連』
分野への多角化―」
柳田

志学（ハリウッド大学院大学助教）

「東南アジアのビューティビジネス―企業の国際化と
『距離』に関する一考察―」
研究ノート
田中

公子（株式会社リクルートライフスタイル ビューティ総研）

「
『観光産業』としての日本美容の役割―訪日旅行者インサ
イトからの示唆―」
安田

雅美（株式会社リクルートライフスタイル ビューティ総研）

「美容消費を牽引する高感度消費者のクラスター分類」
高澤

渚（株式会社リクルートライフスタイル ビューティ総研）

「ネイルサロン利用者拡大のためのカスタマーニーズ分析」
書籍紹介
江夏

健一（ハリウッド大学院大学学長・教授、早稲田大学名誉

教授）

『セッシュウ！世界を魅了した日本人スター・早川雪洲』
（中川
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Vol.2・No.2、2013 年 9 月号
特集
＜ビューティビジネス学会

第 2 回全国大会

共通論題＞

「美容教育の国際化とアジアのビューティビジネス」
＜基調講演①＞

川口

昭彦（一般社団法人ビューティビジネス評価機構代表理事、

独立行政法人大学評価・学位授与機構特任教授）

「美容教育の国際化と質保証」
＜基調講演②＞

北島

敬之（ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス株式会社代表
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