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・パーマ活性のマル秘法則！

　バレリーナ　安津井音子

特集“冬商戦で勝つ！ギネス更新の必勝パターン”
早いもので今年最後の繁忙期が迫ってきました。12月にギネス売り上げを更新する！という目標を掲げられるサロン様も多いことでしょう。

今回は美容室での必勝パターンを紐解き、今しておくべき準備をご案内いたします。さあ、2011 年の総仕上げです！

忙しい時期に欠かせない！サイドメニュー &店販

昨年の売上げを超えるには客数の確保が最優先。中でも外せないのが VIP 客。まずは上位 20％程の VIP 客が確実に、快適に年末を迎えていただけるように予約促進を。

①VIP ピックアップ　②店頭で年末先行予約のご案内　③DM・メールでのご案内

繁忙期の次回予約への取り組みが、今後の次回予約率を向上させるきっかけにもなるはず。

冬の王道、リピーター対策
王道中の王道、冬のリピーターキャンペーン。今年も「ご予約いただくと店販のビッグサイズが○○％ＯＦＦ！」という打ち出しをされるサロン様が多いことでしょう。

毎年何故このキャンペーンが当たるのか？それは

①売り先が明確である。　→　商品を気に入っている人のための企画。

②売るものが明確である。　→　基本的にお客様が気に入っている商品のみ。説明不要で、購入に至るハードルが低い。　

③売り方が明確になる。　→　「日頃のご愛顧にお応えして、お得なビッグサイズをご予約いただくとさらにお値打ちに」というメリットだけで話せる。

④準備が標準化されている。　→　予約の仕組み・告知の時期や方法が定着している。毎年行うことでお客様も準備ができる。

元々買う人の「予定」を「確定」に変える作業だともいえます。結果、おしつけ感が生まれにくいことがスタッフ様にとってのメリット。

お勧めを躊躇させない仕組みが成功する最大の要因かもしれません。
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※本誌は紙面表紙を飾る作品を募集しております。

　詳しくは担当営業までお問い合わせください。

リアルフィニッシュワーク
新規リピート率アップのためのフィニッシュワークを大公開。

ガーデン流「ドリームフィニッシュワーク」と「リアルフィニッシュワーク」の違いとは？

大ヒット商品「ロレッタシリーズ」を監修したガーデン・布施久美子氏によるティーチインセミナー！

スペシャルゲストも来るらしいですよ！

日　時：　11 月 7( 月）

　　　

受講費：　\2,500

会　場：　中日美容専門学校 2号館 9階　

13：00 ～ 14：30

優良顧客の予約率を上げる仕組みを！

SEMINER

パーマ活性のマル秘法則
失客リスクがある・ダメージへが不安・技術に自信がない、、、。パーマに対するネガティブな発想をすべて

払拭！安津井音子氏による、本気度 100％パーマセミナーです。パーマの常識が変わる！

各日とも定員は 10 サロン限定。モデル実習です。

　※講習費は東日本大震災美容復興支援会に寄付させて頂きます。

日　時：　11/28( 月）

　　　

受講費：　\2,000

会　場：　中日美容専門学校 3号館 1階　

13：00 ～ 16：00

パーマの常識が変わる！

「パーマ活性の　秘　法則！」

がんばろう！！日本　応援企画

パーマが活性しないワケ

①失客リスクがある！　自信がないパーマで失客するよりはトリートメントしてもらおう。

②結局傷む！　コスメといっても結局ダメージするんだよね。

③雑誌はコテ巻き！　雑誌のスタイルってほとんどコテで作ってるんでしょう？！

すべて解決いたします！

 セミナー持ち物一覧 
モデル 1 名  
パーマ用具一式 
・ ロッド（１２ミリを中心に上下 4 段階ほど） ・ コーム ・アプリケーター（３個程度）  
・ スティック・キャップ・ペーパー ・ダッカール ・スプレイヤー ・輪ゴム 
・ タオル数枚 ・クロス・ドライヤー 
 

パーマ活性のマル秘法則

どちらかに○をお願いします。　10/24　or　11/28

会場：中日美容学校３号館　実習室

　　　名古屋市中村区名駅南 4-11-23　TEL052-565-1123　※駐車場はございません。

日時：10/24（月）or11/28（月）　13：00 ～ 16：00

定員：１０サロン（１サロン　1～ 2名 + モデル１名）

費用：2,000 円（東日本大震災美容復興支援会に寄付させて頂きます。）

講師：安津井　音子　

㈱ルフト　FAX　0120-610-166

LUFT

SEMINER
PARM

本セミナーは、東海エリアではイマイチ浸透していない「スピエラ」を全面的に使用します。

低 Ph＆ノンアルカリでも還元力を発揮するスピエラだからこそ、パーマの可能性が広がります。

←パーマ比アップ提案の切り札。

中野製薬　「カールエックス SPI シリーズ」　本セミナーとあわせてどうぞ！

①2011 年、パーマを取り巻く現状

②スピエラの可能性

③モデル実習　パーマの為のカット技術

　　　　　　　ロッド選定と配置

セミナー内容
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明日から使える
リアルフィニッシュワークセミナー

会場：中日美容専門学校 2 号館 9F 体育館
　　　　　（住所：名古屋市中村区名駅南 4 丁目11 番 47 号）　

定員：150 名　　　　受講費：￥2,500

お客様のハートをつかみ満足度を向上することができる、

「リアルフィニッシュワーク」をご提案させていただきます。

月 日 （月）　

12時開場　12 時 30 分～ 14 時 30 分

【講師】布瀬久美子氏
ＧＡＲＤＥＮ　Creative Director

 

　　　　　　開発プロジェクトチームリーダー

それぞれの女性がもつ “美” へのこだわりをうまく聞き入れ、一人

ひとりの個性を生かした幅広いリアルスタイル提案はお客様から絶

大な支持を得ている。適度に力の抜けたナチュラルスタイルに加え

て、グラマラスでセクシー、クールでモードなムードが漂う布瀬流ス

タイルが高感度な女性達の心を掴む。ＧＡＲＤＥＮクリエイティブの

トップとしてサロンワークをベースに数々のメディアで活躍中。

URL：http://www.garden-hair.jp
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●ＪＲセントラルタワー

★Ｊ中日美容専門学校
　　2号館

●ミッドランドスクエア

後援

株式会社ルフト　宛　／　ＦＡＸ ：０５２－３３２－２６６０　

サロン名　

※詳しくは、ルフト担当セールスまで　TEL：０５２－３３２－２５７７

住所

参加者名 ① ②

③ ④

TEL

客数が多い時期はプラスメニューが効果的。しかし、お待たせすることでのクレームや失客が多いのも確かです。

それも極力時間がかからないメニューに絞っての提案がお勧めです。たとえば添加剤や店販。メニューと商品が連動しているとさらに効果的です。

もう一つ用意したいのが「待ち時間にできる無料メニュー」。万が一お待たせしてしまった時の対応として効果的です。

お勧めメニューなど、詳しくはルフト企画ホームページの季節のお勧めをご確認ください。

www.project-luft.com

お勧め商材

・モロッカンオイル

・ナノアミノハンドクリーム

・リップレスキュー

・レドックスシリーズ

SALE
開催中 !
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20112011
WINTERWINTER
SALESALE

業務から店販まで、定番商品＆便利グッズをお値打ちに取りそろえた限定企画！

年末キャンペーンや消耗品の買い替えなどに是非ご活用ください。

発注も 1本から OK ！売り切れ御免！

クレイツ　イオンカールアイロンプロ SR　32ｍｍ・38ｍｍ

定番中の定番！店販企画にどうぞ。

（上代 9,700 円）

6,790 円　→ 5,500 円

定番

限定 60

Nobby　マイナスイオンドライヤー NB2501

業務用マイナスイオンドライヤーで業界シェア NO,1

ホワイト・ブラック・シルバー・ピンク（上代 12,800 円）

　
8,960 円　→ 6,400 円 限定 60

定番

Nobby　ハンドドライヤー NB1902

スタンダードドライヤーのロングセラー。

ホワイト・ブラック（上代 8,000 円）

3,450 円5,460 円　→

定番

限定 60

『冬の特売』が始まります！

～12/20 まで

クレイツ　イオンホットロールブラシ

使えば納得の発熱式ロールブラシ。ブロー感覚で使えます！

（参考上代 18,000 円）

12,000 円　→ 9,800 円 限定 120

新製品

クレイツ　ふわドラ

3つのアタッチメントで 1台 3役。

（上代 12,000 円）

5,600 円8,400 円　→ 限定 60

特価！

ラップカッター｢節約名人｣

ふたを閉じるだけで簡単カット！

世界初！あっと驚くラップカッター！

1,780 円　→ 1,500 円

便利

便利 レブロン　カラーリムーバー

業界初！ブリーチを一切しない化粧品登録の脱染剤が登場！

ダメージを気にせずヘアカラーの色素のみを落とします。

サロンに 1つ常備してください。容量 50ml。
1,600 円　→ 1,500 円

レジ前 オーロラマスク

EGF、カタツムリエキス、プランセンタ、ヒアルロン酸、

コラーゲンなど話題の成分を詰め込んだフェイスマスク。

1パック 35 枚入り×３つでこの価格！

（上代 7,000 円） 3,500 円　→ 2,625 円

暖か！
瞬間消臭　ノンシュフィット

ブーツの時の気になる臭いもデオレックスの特許素材で

瞬間消臭。吸熱発熱糸で暖か圧着ソックス！

1,980 円　→ 800 円

暖か！
ぽっかぽかマルチブランケット

体温を蓄熱繊維と反射素材で効果的に利用。

ぽかぽかです！

サイズ 70cm×70cm 750 円

暖か！ ホカショル

電子レンジで 1分 15 秒。

気持ちのいいどっしりとした暖かさ！

1,980 円　→ 1,400 円

暖か！
オーラ　蓄熱ひざ掛け

電気もいらない ECO グッズ。

天然オーラストーン配合。　サイズ 100cm×70cm

ライトグレー　ワイン 4,200 円6,300 円　→

暖か！
オーラ　蓄熱キルト

どこにでも持ち運べる暖かキルト。

オーラストーン配合で膝に置いてもじんわりぽかぽか。

29cm×35cm
1,050 円　→ 700 円

このほかにも冬のおすすめを

多数取り揃えていきます！

こちらも御覧くださいませ。

　　↓　↓　↓　↓

ルフト企画部ホームページ

http://project-luft.com
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