
新型コロナウイルスの影響で、今までの当たり前にしていたことやサービスが、喜ばれないものになっているかもしれません。  
 
このことをきっかけにし、価値観が大きく変わっている可能性があります。  
 
今まで誰も経験したことのない状況、何が正解かも分からない状態、日々模索…  
 
そして感染症に対しての価値観も様々です。  
 
だからこそ、他のサロンがやっていることをただマネするのではなく、自店のお客さまに合わせて考え出していくことが必要ではないでしょうか？  
 
ただ実施するだけではなく、１つ１つのサービス・行動に対して、  
 
「なぜこうするのか？」「なぜした方が良いのか？」という意味を考えていくこと  
 
大変な状況ですが、本当にお客さまが求めているものは何か？という視点を改めて鍛えていけるきっかけにできれば、  
 
全ての経験が次世代の美容業界の発展になるという希望を持って、今を生き抜くことができればと思います。  
 
コロナウイルス影響下でサロン営業をしていくなかで、少しでも皆さまのお役に立てれば幸いです。  
 
 
 
 
 

コロナと共のサロン営業 
～お客さまとスタッフの絆が深まるサロンづくり～ 

Ｄｅｕｘ　ｅｔ　Ｄｅｕｘ



ご来店時 

外に出たら、ドアノブやエレベーターのボタンを素手で触りたくない、キレイかどうか気になると感じたことがありませんか？
手で直接触れないようにする工夫や、グッズが販売されていたりします。

触れたくない、アルコールで拭いてますと言われてもなんだか気になる 💦

というお気持ちが想像できますね。
では、こんなお客さまには何があれば安心できるのでしょうか？

例えば、できるだけお客さまが触らなくて良いように、スタッフがドアを開けて
差し上げる

こんな対応が考えられます。

お客さまのお気持ちや望んでいることを想像していくことで対応が見えてき
ます。

正解がなく、人それぞれ価値観も様々だからこそ、自店のお客さまが望むこ
とを考え、創り出していきましょう☝

こんな状況を見ると

手で触らずにボタンを押すグッズ足でカギを開けるグッズ足でトビラを開ける工夫

Deux etDeux



●消毒液のポンプをスタッフが押して差し上げる

ご来店時　～受付～

他の人が触ったものに触れるのがイヤ💦

●ペンの消毒

「ご自由にお使いください」という状態でも、
他の人が触れたものに触るのは気になる
かもしれません。
スタッフが押して差し上げるのもひとつで
す。

お客さまの声

お客さまの目の前で消毒を
してからお渡しすると
ご自身の目で確認して頂けるので
より安心できます

お店のドアと同様に、外の物にはできるだけ触れたくない心理が考えられます。
お客さまが触れなくて済むような対応、清潔であることが目で見える表現が安心感につな
がっていくのではないでしょうか💡

Deux etDeux

衣類なども含めて、消毒をお願いする場合など
は、お声がけが大切。どんなに良いことと思って
実行しても、説明不足によって、不快感につなが
ることもあるので、しっかりとお客さまにご説明す
ることが大切です。

●手を洗いたいお客さまには、お声がけ

お客さまの声

消毒もだけど、私は手も洗いたいのだけどな …

ご来店されて直ぐに、手を洗って頂いた上で、消毒
のご案内

感染症に対する意識や感覚は、人それぞれの部
分もあります。
気にされないお客さまもイラっ指しゃれば、極度に
気にされるお客さまもいらっしゃいます。
店内の秩序が守られるように配慮することも大切。

●手袋、マスクのご案内

手袋やマスクをご準備している場合は、
受付でご案内することができます。

手袋に関しては、着脱方法によっては
不衛生というイメージを持っている方も
いらっしゃいます。



ご来店時　～受付～

マスクが手に入らないから…

お客さまの声

＊入店後だけでなく、入店前にもお客さまに手指消毒をお願いして
いる

＊手指だけではなく全身に消毒液をかけ消毒をお願いしている

＊靴底を消毒するため、入口に除
菌できるマットを敷いている

～様々な対策事例～

＊靴底からの感染予防対策と
して、使い捨てスリッパに書き
換えて頂いている

＊店内に入るのに躊躇する方
への商品販売は、お車にいる
状態で購入できる
ドライブスルー販売をしている

Deux etDeux

●手作りマスク

●イオニアカードのご案内

イオニアカードのようなものを
取り扱っている場合、お帰りの
際の販売ではなく、受付時に
販売することも可能
直ぐに使用できるように、スト
ラップも合わせてご準備してお
くと便利

サロンで取り扱っている商品の販売のタイミングは、お会計時だけで
はなく、直ぐに使用することができるものは、受付時にご案内すること
も可能です。

マスクが入手困難ということもあ
り、当店では、スタッフが手作りで
作成したものを◯◯円で販売さ
せて頂いております。

サロンのブランドイメージにもつながる
手作りマスク



発熱や風邪の症状の有無・ 2週間以内の海外渡航歴の有無・身近な接触者
の有無など、健康状態が確認できるようにしておくと安心です。

来店されてから、万が一施術ができないと不快感に繋がることもありますの
で、問診させて頂いていること、回答内容によっては施術をお断りすること等
は事前にお電話でお伝えしておくことが気遣いのひとつです。

ご来店時　～受付～

　　　　　　　　　　　　　　　問診票

１．発熱や風邪の症状はございますか？　　　　　　　　　 有／無

２．体調がすぐれないことはございますか？　　　　　　　 有／無

３．2週間以内に海外への渡航歴はございますか？　　　　   有／無

ご回答内容によっては、施術をお断りすることがございますので、ご了承の程よ
ろしくお願い申し上げます。

サービス停止のご案内

感染症拡大防止のため、以下のサービスを停止させて頂いております。
○○○○／○○○○／○○○○／○○○○／○○○○

●健康状態の確認～問診票の記入～

うつるのがコワイ💦
体調の良くない人がいないか心配💦

店内で安心してお過ごし頂くために、皆さ
まに健康状態をお伺いしております。
恐れ入りますが、こちらの問診票のご記
入をお願いしてもよろしいでしょうか？

ー作成例ー

●健康状態の確認～検温のお願い～

当店では、お客さまの安心・安全と感染症拡
大防止のために検温させて頂いております。
恐れ入りますが、ご協力をお願いしてもよろ
しいでしょうか？

もし万が一、 (＊)37.5度以上の発熱が
ある場合には、施術はいたしかねます。

お客さまの検温と合わせて、スタッフの体温測定も必ず
行いましょう。
そして出勤時には測定し、報告することが大切です。
責任感が強いほど、微熱程度なら仕事をしてしまうと
いうことも考えられるからです。

お客さまの声

ーご案内例ー

ーご案内例ー

非接触型の体温計が安心です

(＊)37.5度は厚生労働省が定めている受診の目安

Deux etDeux



ご来店時　～お手回り品のお預かり～　

●ロッカーにお預け頂く場合

他の人が触ったものに触れるのがイヤ💦
キレイなのかな？
ちゃんと拭いてる？
預けるのも衛生的に少し気になる💦

●店内でお預かりする場合

カゴなどにお客さまご自身で入れて頂く
お車の場合には、お車に置いてきて頂く
最低限のお持ち物でお越し頂く
など、スタッフができるだけ触れないような
サービスが考えられます

お客さまの声

施術　～フロアへご案内～　

本当にキレイなのかな？
ちゃんと拭いてる？

●お客さま使用ごとに消毒

お客さまの声

●お客さまの使用前にもう一度消毒

使用後に一度キレイにしていますが、お客
さまがお座りになる前に、一旦お待ち頂い
て消毒をしてからイスにお掛け頂くように
すると、目に見えるのでよりご安心頂けま
す。

お客さまの使用後は、髪の毛などをキレイ
にするのはもちろんのこと
消毒液で消毒するのが安心です。

こちらも「消毒済」という目印があると
きちんと清潔にしていることをお伝えするこ
とができます。

お客さまが触れなくて済むように
スタッフがカギと扉を開けて
差し上げると◎

消毒済

使用ごとに消毒し、さらに「消
毒済」という目印があると安心
感が増します。

Deux etDeux

消毒済



●セット面とセット面の感覚を開けている場合

他のお客さまとのソーシャルディスタンスって
ちゃんとやってくれるのかしら？？

お客さまの声

施術　～フロアへご案内～　

隣の席は、今は誰もいないけど
混んできたら使うのかしら？？

●ソーシャルディスタンスのご案内

お客さまの声

Deux etDeux

可動式のセット面の場合は、セット
面を動かして、ソーシャルディスタン
スを取ることができます。

セット面が動かせない場合は、
お席を１つ開けることでソー
シャルディスタンスを取ること
ができます。
予め、使用しない席は明確に
しておくことが大切です。

お客さまに取り組みが「視える化」しておくことも大
切ですが、スタッフ間での情報共有を速やかにで
きるようにするオペレーションも大切です。
表示があることで、スタッフでの共有にもつながる
ことと、お客さまの安心につながる取り組みになり
ます。
一つ一つの取り組みを店舗で共有する際に、実
行項目として説明するだけではなく、「なぜ自店舗
がこの取り組みをするのか？」をしっかりと伝え、
コロナ営業を通して、チームワーク作りや、スタッ
フの意識や、顧客目線理解のステップアップにつ
ながると素敵です♪

使用しないセット面に札をかけて、「視
える化」
店内のイメージを大切にしながら、視
える化することも大切。
コロナの取り組みをしつつも、お客さ
まの「癒しの空間」という側面も常に意
識。



対策事例のご紹介　

お客さまの声

ネイルサロンに行きたいけど、外出するわけで
もないし、爪の休息期間にしようかしら …ネイルサロンは距離が近いし、心配💦

お客さまの声

ネイルサロンではお客さまとの距離が近
く、対面での施術のため
よりご安心頂くために、飛沫感染予防と
してゴーグルやフェイスガードをしながら
施術されているところ

飛沫感染予防として、パ―テーションやビニールシートなどで対策し
施術されているところ

サロンに来たくても来られないお
客さまに向けて、ジェルネイルの
オフができるキットを販売している
ところ

ご自宅でケアできるアイテムがあることは、お客さまがご存知なければ、ネイル
を無理やりはがしてしまうことも考えられます。
お客さまに必要な情報をお伝えすることは必須です。
そして、問い合わせがあってからお伝えするのではなく、こちらからご案内するこ
とが気遣いのひとつです。

事前のご案内が大切！

Deux etDeux

お爪の状態は如何でしょうか？

もし外出をお控えでしたら、ジェルネイルのオフ
ができるキットをご案内もしております。

サロンに行っても良いのかどうかを迷われている方もいらっしゃるので、お客さまに合わせてご対応



施術中　

施術中はマスクできるのかな？
マスクは汚れてしまわないかな？
マスクしていて、きちんと施術できるのかな？

●スタッフのマスク着用について気をつけましょう

●カラー中

お客さまの声

①マスクのゴムの部分を 1回転させる
②テープを使用する
などの対応が考えられます。
お客さまのご希望に合わせて、対応ができるとよいかもしれません。

マスクをしたままできるのか？
施術はきちんと受けられるのか？
どのように対策をしているのかの案内があると施術中のイメージができ
て安心感につながります。

あのマスクの仕方で接客されるのは、
大丈夫かしら？？

お客さまの声
事前のご案内が大切！

Deux etDeux

ゴーグルをつけての完全防備なスタイルのようですが、以外と気をつけたいのがマスク着
用の状態です。
正しい着用をしていないと、お客さまの不安にもつながります。
営業中、長時間の着用で、不快感を感じて自分流のマスクの着用になってしまいやすい
点も、店内でのチェックシステムが必要かもしれませんね(^o^)

マスクの仕方は、その他にも耳にか
ける部分にラップを巻くなどの方法
も考えられます

✖

⭕



サービス　

美容室のサービスって
今は、どうなっているのかしら？？

●新しく取り入れたサービス

●サービスを停止しているモノの事例

お客さまの声

今まで当たり前に行っていたサービスでも、今は検討が必要。

事前のご案内が大切！

Deux etDeux

ひざ掛けをサービスの停止をしている場合、
足元が寒いというお客さまもいらっしゃるの
で、事前にホームページなどでご案内をする
か、事前にお電話でご案内すると良いでしょ
う。

おひざ掛けのサービスを停止しておりますので、お足
元が冷えないようなスタイルでご来店くださいませ。

＊お電話の場合、全てのお客さまにお伝えするのではなく、女性だけのご案内ということ
も考えられます。冷えるだけではなく、極端なミニスカートの場合も、事前にお声がけして
おくことで、お客さまがご理解された装いでご来店されるかもしれません。

雑誌のサービス ドリンクサービス

ペットボトルなどで対応に
切り替えている

次亜塩素酸水などでの空気清浄

免疫力アップドリンクのサービス

こんな時にご来店くださったお客さまへの感謝の気持ち

お客さまがとても喜んでくださることで、スタッフも嬉しくて笑顔になる
素敵なサービス♪

ヤクルトのサービスと合わせて、免疫力アップ
のサロンで作った資料をお渡し



施術中　

シャンプー中は、すごく至近距離になるけれど
も大丈夫かしら？？

●シャンプー中 

マスク着用しながらの施術  
使い捨てのフェイスガーゼの使用  
毎回新しいシャンプークロスの使用、一
回ごとに消毒の徹底  
などが考えられます。  
 

お客さまの声

シャンプーの時は、かなり距離が近くになる印象を持たれている方は多くいらっ
しゃいます。
シャンプー前にお客さまに飛沫がかからないことを注意して、事前にご案内する
ことはされておくことも一つの取り組みになるかもしれません。

クロスって他の人との使いまわし？
清潔なのかな💦

お客さまの声

使いまわしは衛生面が気になるところ
使い捨てのものを使用する、もしくはお一人ごとに洗濯する
そして新しいものだとお客さまに見えることが必要です。
1枚ずつパッキングされたものを使用すると安心です。

しかし、今までも使いまわしとは思っていないお客さまもいらっしゃるかもしれませ
ん。
「コロナ対策としてクロスは1人1枚使用します」などのご案内は、”普段はしていませ
ん”と捉える方もいらっしゃるかもしれないので、発信の仕方には注意が必要です。

清潔なクロス

1枚ずつパッキングしておく

使い捨てのクロスも販売
されています

事前のご案内が大切！

Deux etDeux

通常は、お客さまと対面でお話しすることが基本です
が、対面にならないように「横からのご案内で失礼いた
します…」など
お声がけをしてから、シャンプー時にご確認されている
ことを事前にご案内することができます。

横からのご案内で、失礼いたします。飛沫感染防止のため
に、シャンプー中の会話を控えさせて頂いております。途
中で、何か不快感など感じましたら、お気軽におっしゃって
くださいませ。

こんな時だからのサービスとして、普段よりも５分長いシャンプーでお客さまのリラック
スタイムとしてご提供されている事例もあります。こちらからご案内をするのではなく、
一生懸命に心を込めることで、お客さまから「今日のシャンプー気持ちよかった！」と
いつもとの違いにお客さまに気付いて頂いた際に、「実は …」という展開(^o^)

●シャンプー時のお声がけ 



対策事例のご紹介　

飛沫感染が気になる💦

お客さまの声

対面での受付での対応時が、心配💦

お客さまの声

飛沫感染予防として、
パ―テーションやビニールシートなどで対策

マスクをしていても、飛沫感染は気になるところです。
予防として、会話は最小限にしているところがありますが、 事前にご案内しておく
ことで安心して頂くことができます。

当店の感染症予防対策、飛沫感染予防として
会話を最小限にして対応させて頂いております。

マスクをしながらの接客に加えて、会話が少ないからこそ、目の表情や動作に
注目が行きやすい状況です。
目に力を入れ、イキイキとした表情と美しい動作を心掛けましょう。

事前のご案内が大切！

施術中にセキしたくなったら・・・？
お客さまとは明らかに全く別の方向を向いて、
離れてから、上着の内側で覆う、など、お客さまが安心できるよう
に見せることも重要！
「今までとは違う」ということを念頭におき、振舞うことが必要です。

Deux etDeux

美しいメリハリのある動作が重要！！

２０２０年度入社の新人さん
自宅待機中にオンライン➕デジタル動画
教育、セルフレッスンと課題の取り組みで
なんと！！
ここまで美しい所作をマスター！
お手本級！！

自分たちが少しでもサロンで役に立ちた
いという素晴らしい姿勢です (^○^)



次回ですが、１ヶ月後ですと６月の半ばですが、
状況によっても変わるかと思いますので、オンラ
インカウンセリングを５月の下旬にお入れしましょ
うか？
その際に、ヘアスタイルやおうち美容の状況など
もお話できますと、必要なものなど、事前にご準
備させて頂きます (^o^)

お会計時

カードの端末を触るの嫌だわ

Deux etDeux

お会計が混んでるわ…

●現金の受け渡し 

✖
通常の場合でもですが、お会計
時にはトレーを使用しないのは、
NGです。

⭕

トレーは、お客さまの目の前で消毒をして使用

●セット面でのお会計 

受付にて対面での接客を控える一つとし
て、セット面でのお会計

この場合、お客さまのお財布を事前にご自
分でお持ち頂くことも合わせてご案内をし
ておくことも必要です。

●次回予約のご案内 

なかなか先の状況が見えにくい中ですが、次回の目安はお伝えするか、オンラ
インでのカウンセリング予約をお取りするなど、お客さまとの今後の連絡手段に
ついてを決めておくと良いでしょう。

●お買い物の確認 

通常時よりもお買い物が自由にならない状況です。
お帰りの際に、消毒関連、サプリなどの免疫力アッ
プのアイテム、化粧品、おうち美容のアイテムなど、
ヘアケア以外のものもお声がけすることも大切。



ご自宅にいらっしゃるお客さまへ　

お店に行きたいんだけど、やっぱり気になって
💦 当店の衛生対策についてご説明させて頂いてもよろしいで

しょうか？
○○○や○○○などを行ない、徹底的に対策しておりますので、ど
うぞご安心くださいませ！

マスクを着用して頂きながらの施術も可能でございます！

伸びてきた白髪が気になる💦
でも美容室に行くのはコワイ💦

外に出ると衛生的に気になりますよね💦
おうちでご自身でケアして頂けるアイテムがございます
ので、ご案内させて頂いてもよろしいでしょうか？

マスク着用ＯＫです！
マスクをしたまま施術をお受けになれます。

お客さまの目に触れるように
ホームページやＳＮＳなどでご案内、情報発信を
しておくこともできます。
集客サイトでの案内は意外と見落とされがちです。

お客さまから問い合わせがきてからご案内するのではなく、 こちらからコンタクトをとり、ご来店前に事前にご案内することが大切です。
”「知りたいな、気になるな」というお客さまの思いを察してご案内してさしあげる ”
サービスの原点である、お客さまの求めることを考えてご提供することが必要ですね。

大変な状況ですが、いかがお過ごしでいらっしゃいますか？

例）来たいと行って下さるお客さま 「来てください！」という営業ではなくお客さまに寄り添うことが何より大切！

例）行きたいけど行くのがコワイとおっしゃるお客さま

こちらからご案内することが重要！

Deux etDeux

通常では、ご紹介しないホームカラーのご案内も、お客さまに寄り添ったサービス。ご自分でやったことがな
いお客さまには、テレビ電話や SNSや、zoomセミナーなどでのフォローもあり ♪



ご自宅にいらっしゃるお客さまへ　

実は気になっていたんです💦
ぜひお願いします！

当店の飛沫感染予防として、テレビ電話なども使用したオン
ラインカウンセリングをさせて頂いております。

家にずっといて肩こりが気になりますね
💦

他に何かお困りのことは
ございませんか？

●オンラインカウンセリング

飛沫感染予防として、オンラインカウンセリングを実施しているサロンがあります。
カウンセリング時は近距離での会話になりますが、テレビ電話を使用した事前カウンセリングでは飛沫観戦を気にすることなく会話ができます。
また、マスクでご来店されるお客さまが多いなか、マスク着用状態でのカウンセリングではお顔が半分隠れているため、コーディネートがしづらいことも考えられます。
お客さまのお顔を拝見しながら、飛沫感染を気にせず、ご安心頂きながらしっかりとカウンセリングすることが可能です。

今回のイメージは決まりで
いらしゃいますか？

カットは○○な感じで………
カラーは△△な感じで………

良いアイテムがありますので、ご
紹介させて頂きましょうか？

百貨店など、休業中のお店が多いなかで、ヘアケア商品以外にも化粧品や除菌グッズなどがご紹介できることが
商品販売の向上につながっているサロンがあります。

飛沫感染予防にも！

Deux etDeux



みんなでレベルアップ！ Deux etDeux

●お掃除の仕方もマスターしよう！ 

＊雑巾の取り扱い
＊拭き掃除の仕方
＊消毒の仕方
などなど、キレイな空間を保つ為の方法をインターネット
などで調べるとたくさんの情報があります。

この機会に、５Ｓ教育も合わせて実施していくこともおす
すめです(^o^)

綺麗なお店が嬉しいな❤
いつもと違う状況で、みんなでこの緊急事態
を乗りこえて、終息後には、コロナ営業の前よ
りもレベルアップした私たちとお店と美容業界
になれると素敵です。



いつもと違う状況で、みんなでこの緊急事態
を乗りこえて、終息後には、コロナ営業の前よ
りもレベルアップした私たちとお店と美容業界
になれると素敵です。

みんなでレベルアップ！

飛沫感染予防にも！
センスを磨くにもgood

Deux etDeux

なんでも相談できるスタイリストさんと出会いたい
な❤

オンラインカウンセリングをやってみよう！

●オンラインカウンセリングの可能性 

緊張して、なかなか上手くスタイリストさんに伝え
られない…
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●オンラインカウンセリングを実施している美容師さんの声 

みんなでレベルアップ！ Deux etDeux

ご質問やご意見、ご相談、お気軽にご連絡くださいませ（担当：柴田）

●おまけ 

CA時代に学んだ緊急時の四原則というものがありました。改めて、大切なことと感じました (^ ^)

沈着冷静 秩序の維持 一致協力 臨機応変


