
サロン×
「 電 子 カ ル テ 」 で お 客 さ ま の 心 を つ か む 。

新美容出版 発行『美容と経営』
2014年 9月号に掲載しました！

お客さまとのコミュニケーションもスムーズに

希望のスタイル実現でお客さまの信頼もアップ

施術後のスタイルを写真で記録していくから分かりやすい

＊1959年創刊の、美容室オーナーや店長のための
月刊マネジメントマガジン。

＊

［フレッツ光初期工事費について］※1 初期工事の内容によっては工事費が異なる場合があります。詳しくはお問い合わせください。※2 初期工事費は分割払いのほ
か、一括払いもお選びいただけます（支払総額は同額です）。分割払いの途中で残額を一括でお支払いいただくこともできます。◎月額利用料無料特典の適用を受けて
いるお客さまの2回目以降のお支払いは特典終了日の翌月からとなります。◎年末年始に工事を実施する場合は、料金が異なります。詳しくはお問い合わせください。
【フレッツ光解約時のご注意】分割払いの途中でフレッツ光を解約される場合、初期工事費の残額を一括でお支払いいただきます。
［光ステーションについて］光ステーションとは、Wi-Fiルーターによるインターネット接続環境に加え、来訪者に対して店舗等の情報やクーポン等のオリジナルコン
テンツを配信できる機能を提供するサービスです。本サービスのご利用にはフレッツ 光ネクスト（ビジネスタイプ、プライオ除く）の契約が必要です。本サービスをご
利用いただくには（1）店舗・施設などを営んでいること（2）設置場所・業種・営業時間などをNTT東日本のホームページなどに開示できること（開示していただいた店
舗・施設情報と実態が異なる場合、および公序良俗に反する情報が登録されている場合はオーナー様に予告なく削除することがあります）（3）公衆無線LAN（フレッ
ツ・スポット）としてユーザーが誰でも利用できるよう、無線の電波を解放いただけることという条件を満たしている必要があります。※3 本サービスに対応したプロバイ
ダとの契約が必要です（別途、月額利用料などがかかります）。※4 NTT東日本にて設置する場合は、別途基本工事費、交換器工事費、機器工事費がかかります。詳し
くはお問い合わせください。※5 2台目以降は1台500円かかります。最大5台まで。
［フレッツ光について］◎「フレッツ光」とは「フレッツ 光ライト」、「フレッツ 光ネクスト」および「Bフレッツ」（いずれもインターネット接続サービス）の総称です。◎NTT
東日本の設備状況などによりサービスのご利用をお待ちいただいたり、サービスをご利用いただけない場合があります。◎フレッツ光の各種サービスタイプ（サービス
プラン）を変更する場合、一部サービスがご利用いただけなくなる場合や、ご利用機器の交換や再設定などが必要となる場合があります。また別途工事費がかかる場
合があります。◎インターネットのご利用には、プロバイダとの契約が必要です。
［ビューティアルバムについて］◎「ビューティアルバム」は、㈱ユニティーベルの提供するサービスです。◎「ビューティアルバム」のご利用には利用料がかかります。

◎記載内容については、NTT東日本の営業エリア（北海道、東北、関東、甲信越地区）のものです。◎掲載の情報は、平成26年7月現在のものです。◎記載の社名や製
品名・サービス名は各社の商標または登録商標です。

お申し込みはこちら パソコン

https://flets.com

［サービス提供事業者］東日本電信電話株式会社

K14-1777【1409-1508】株式会社NTT東日本-南関東 東京事業部 〒108-8019 東京都港区港南1-9-1 NTT品川TWINS

お問い合わせやお申し込みなど気軽にお電話ください

スマートフォン

フレッツ光 検索

フレッツ光 検索

あなたのサロンも通信環境を見直しませんか？
あなたのサロンのスムーズな通信環境と集客アップをお手伝い !　NTT東日本からのご提案です。

フレッツ光ネクスト

ご利用料金（例） 表示価格は、特に記載がない限り税抜表示となります。

高速で快適な
インターネット接続サービス

初期費用

月額費用（ギガファミリー・スマートタイプ）

契約料

初期工事費（代表的な工事の場合）

800円

◎土日休日に工事を実施する場合は、上記に加え
3,000円がかかります（初回にお支払いいただきます）。

光ステーション
キャリアを問わず

お客さまにWi-Fiを無料提供＊

初期費用

契約料不要
初期工事費不要

月額費用

不要（1台目）

ビューティアルバム

「そもそも今の通信環境が分からない…」そんな時は是非お気軽にご相談ください。現在の通信環境をお調べします。

初期費用

初期設定料　36,000円
（1店舗）

月額費用

6,800円（1店舗）

施術後のスタイルを写真で!
顧客管理システム

●オーナー様専用Wi-Fi環境により
福利厚生充実！
●災害時はインターネット無料開放で地域貢献

●高速で快適に安心のインター
ネットが楽しめる

●施術後のスタイルを写真で記録！
●履歴が一目でわかるから技術の
蓄積にも

※1※2

※4

※5

お客さま お客さま

スタッフ

＊接続時間最大15分×2回まで／1日

スムーズなインターネット
接続はスタッフにもお客
さまにも好評です!

待ち時間に無料Wi-Fiが
使えるし、タイムリーに
クーポンなどがゲットで
きておトク!

電子クーポンなど、お客
さまを増やすしかけ作り
が簡単!

お客さまと過去の写真を
確認しながらカウンセリ
ングができて便利！

担当者が変わっても
イメージどおりになり
ました！

5,700円

光ステーションに対応したプロバイダーサービスの月額料金
※3

［初回］ 3,000円
＋

［2回目以降］ 700円／月×30回＝24,000円

オーナー

オーナー

タブレット端末インターネット接続サービス 回線終端装置
無線LANルーター

（光ステーションWi-Fiルーターなど）

LANケーブル

公衆無線LAN



東京都港区港南1-9-1　TEL:0120-102-209

［取材・撮影店舗］
CINQ DE ÇÁETLÁ（サンク ドゥ サエラ）
〒206-0033 東京都多摩市落合 1-46-1 ココリア多摩センター 4F
Tel ： 042-400-6066

多摩市を中心に4つの店舗を展開して
いる美容室「ÇÁETLÁ DES MODES
（サエラ デ モード）」。1985年、「素敵
なヘアスタイルは人生を素敵にする」
をコンセプトに設立され、丁寧なカ
ウンセリングとコンテスト受賞に裏
打ちされた確かな技術によって、多
くのお客さまに愛され続けています。
そんなお客さまとの信頼関係をより
確かなものとするために、約1年前に
全ての店舗で導入したのが、ユニ
ティーベルの電子カルテ「ビューティ
アルバム」。その経緯や効果について、
お話を伺いました。

ITに強くなくても使いこなせる
シンプルな電子カルテ

　美容室のお客さま情報を管理するのに欠

かせない顧客カルテ。「以前はオリジナルの

紙カルテへ手書きし、パソコンのソフトと

併用して顧客管理を行っていました」と振

り返るのはサエラ デ モード代表の河野英

二さん。サービス向上のヒントやスタイル

提案の導線として大切に考え、ヘアスタイ

ルの細かな部分はデッサンして残すなどし

ていました。「ただ、言葉やデッサンによる

紙カルテでは、細かいニュアンスを残しに

くかった。スタイリストによって書き方に

個人差があり、記憶に頼るところもあって、

カルテを活かせているのか疑問に思ってい

ました」（河野さん）。「たくさんのカラーを

使った場合、その記録だけでスペースを使っ

てしまい、残しておきたい情報を書ききる

ことができなくて。前回、自分以外のスタ

イリストが担当したお客さまだと “前のと

き程度で” と長さや色味をご希望されても

再現できているのか自信を持てないことも

ありました」と語るのはメインデザイナー

の中村桃絵さん。スタイリストからも紙カ

ルテへの意見が出ていたようです。

　「希望のスタイルにならなかった」は美容

室が受けるクレームのうち最も多いものの

一つ。お客さまのご要望に応えられるよう、

カルテを改善したいと調べているうちに

「ビューティアルバム」を知ることに。「IT

に強くない私をはじめ、スタイリストみん

なが使えるものを探していたら、これにた

どり着いたんです」（河野さん）。

　その使い方は簡単。シンプルな操作で必

要な情報はしっか

り残し、すぐに呼

び出すことができ

ます。「サエラ デ 

モード」の 4 店舗

では、25人以上い

るスタイリストに 1 人 1 台のタブレットを

用意して「ビューティアルバム」を導入、

全員が使いこなしています。「パソコンが苦

手な私でも、すぐに使うことができました。

カールの繊細な違いも画像で残せるので、

分かりやすくて安心だとお客さまからも評

判です」（中村さん）。

　「前回より少し強めにパーマをかけてほし

い」「去年の夏と同じくらいの明るさに」な

ど、以前のスタイルを基準に仕上がりをリ

クエストするお客さまは多いものですが、

施術後のスタイルを撮影して画像で残すこ

とで、スタイリストの誰もがご希望を確認

しやすくなりました。比較的スパンの長い

結婚式などパーティヘアのスタイリングで

ご来店のお客さまにも、画像で確認して再

現できるので、喜んでいただけるそうです。

スムーズなインターネット環境で
顧客管理以外でも多彩に活用

　さらに、「ビューティアルバム」にスタイ

リストおすすめのスタイルを画像で集め、

サーバに保存したり、インターネット上で

公開されているヘアカタログをタブレット

でお見せしたりすることで、カウンセリン

グ時にお客さまへの提案の幅が広がりまし

た。「担当したお客さまの写真や、自分の得

意なスタイルを集めるとオリジナルのヘア

カタログになります。それらの中から自信

を持ってご提案できるので、カウンセリン

グの時間が楽しいですね」（中村さん）。

　初めてご来店

のお客さまに

も、次回以降の

イメージを画像

で具体的に提案

できることで、

先のことまで考

えてくれるサロ

ンとして信頼さ

れ、再来店につながることも多いとか。「ヘッ

ドスパなど新メニューもデジタルブックと

して保存し、カラーなどの待ち時間にお客

さまにご覧いただいています」（中村さん）と、

営業ツールとしても活用しています。

　画像などのデータは、ユニティーベル内

にある登録サーバに保存されるため、重要

になってくるのがインターネット環境。「サ

ンク ドゥ サエラ」ではNTT東日本の「フレッ

ツ 光ネクスト」が導入されています。「つな

がるのが早く、画面の切り替えもスムーズ

なので、お客さまとテンポ良くコミュニケー

ションできます」と中村さん。メリットを

存分に味わうためにもスムーズにアクセス

できる環境は欠かせません。

　「『ビューティアルバム』の活用で、お客さ

まとのコミュニケーションが良くなり、ス

タイリストの技術アップにもつながってい

ます。今後はさらにお客さまからいろんな

ご意見をいただき、当店からも様々なサー

ビスをお届けしていきたいですね。NTT東日

本の『光ステーション』にすると、クーポン

やスタンプカードの発行、イベントのお知ら

せ配信やアンケートも無料でできるとか。ご

来店時にどなたでも無料でインターネットが

できる※Wi-Fiスポットにもなるそうで、とて

も興味があります。今後も地域の皆さまの

ニーズにあったサービス・技術を提供できる

サロンに飛躍していければと思っています」

（河野さん）。

開発・販売　株式会社ユニティーベル　
東京都町田市原町田2-8-1 KKビル5F　TEL:042-729-1231
美容室・サロン集客.com　http://raiten.jp/beauty-salon/

ビューティアルバムに関する
お申込み・お問い合わせは

通信環境に関するお問い合わせは

代表の河野英二さん

登録も確認もスピーディー

メインデザイナーの中村桃絵さん

ビューティアルバム
データ登録サーバ

（株式会社ユニティーベル内）
タブレット端末

インターネット
接続サービス 回線終端装置

インターネット

無線LANルーター
（光ステーションWi-Fiルーターなど）

●接続イメージ

●「ビューティアルバム」画面イメージ簡単操作の“ビューティアルバム”で
自信を持ってご提案できるようになりました。

◎光ステーションとは、Wi-Fiルーターによるインターネット環境に加え、来訪者に対して店舗
　等の情報やクーポン等のオリジナルコンテンツを配信できる機能を提供するサービスです。
◎本サービスのご利用にはフレッツ 光ネクスト（ビジネスタイプ、プライオ除く）及び本サービス
　に対応したプロバイダの契約が必要です（別途、月額利用料がかかります）。

[ 操作手順 ]

■新規のお客さまの場合

①登録モードで氏名や性別な
　どの基本情報を入力→登録
　完了

②施術後の写真をタブレット
　で撮影してその顧客情報へ
　追加

③担当スタイリストや施術内
　容、お客さまへのコメント、
　非公開メモなど、施術内容
　を追加

■再来店のお客さまの場合

①閲覧モードにてお客さま番
　号・氏名・頭文字のいずれ
　かで顧客情報を呼び出す

②過去の画像を閲覧してスタ
　イリングを確認

◎「ビューティアルバム 」は、㈱ユニティーベルの提供するサービスです。 ◎「ビューティアルバム」
のご利用には利用料がかかります。 ◎本広告の記載内容については、NTT東日本営業エリアのものです。 
◎記載されている会社名、団体名、製品名称などは、各社の登録商標または商標です。

㈱ＮＴＴ東日本－南関東　東京事業部　オフィス営業部　企画部門

※接続時間は 1日あたり最大 15分×2回までです。
※機種により利用できない場合があります。

公衆無線LAN


