
価格を安くしなくても
予約いっぱいのネイリストになる秘密
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ネイルスキルアップラボ 加藤けい



本書の取り組み⽅

こちらのテキストは、私の事例を交えながら、あなたが実際にワークに取り組ん
で学んでいただくものになります。

読んだだけでは、残念ながらあなたが「価格を安くしなくても、予約でいっぱい
になるネイリスト」にはなれません。

順を追って、ひとつひとつ丁寧に学び実践していたくことによって、成果を実感
していただけるようになっています。

このテキストでわからないところなどは、私にメッセージを送っていただけまし
たら、お返事をさせていただきます。ご遠慮なくどうぞ。

nailskillup@gmail.com

免責／こちらの使⽤における有⽤性などについて⼀切の保証はいたしません。ま
た、すべて⾃⼰責任において⾏ってください。
著作権／本書の内容は著作権において保護されております。転載・転送はなさい
ませんようお願いいたします。
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１・ごあいさつ

はじめまして。
私はネイルスキルアップラボ主宰の加藤けいと申します。

もともとは⾷品メーカーで料理講師や受付秘書をしていました。

結婚して１０年⽬、専業主婦という⽴場が私には窮屈で、
⾃分らしい⽣き⽅をしたいと⽬指したのがネイリストでした。

⼥性を綺麗にする仕事は、何も外⾒だけを綺麗にするのではないのだと思います。

「⼥性は美で輝き解き放たれる」とは私の会社の理念です。⼥性は外⾒が綺麗に
なることで、内⾯にも⾃信が持て輝き出し、⼼も解放されるのだと信じています。

そのお⼿伝いができる私たちネイリストは、本当にやりがいのある仕事です。
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そのように、お客様と密に関わっていけるのは、⼤⼿サロンではありません。

私たちのように、個⼈店こそがそのような⽴場になれるのです。

だからこそ、⾃分のサロンを軌道に乗せたくさんの⼥性を輝かせてあげたいと
願っています。

サロンを潰すことが、お客様への最⼤の裏切りです。あなたのサロンがなくなった
ら、あなたを信頼してついてきてくださっているお客様は、明⽇からどうしたら良
いのでしょうか。

絶対にサロンを成功させてください。

そのために私がお⼿伝いできることがたくさんあります。

そのひとつが、こちらのテキストになります。

では、次のページからゆったりとした気持ちで取り組んでみてください。
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２・私が⾒込み客ゼロから売りあげをあげた⽅法

私はネイルサロンに２か所勤めました。そのうちひとつは、都内にある有名なネイ
リストの先⽣のサロンです。

そこでサロンワークやネイルブースの⽴ち上げを経験し、たくさんの学びがありま
した。

美容系の仕事は特に「施術者にお客様がつく」ものです。ですから、施術者が別の
お店に⾏ったり独⽴した時に、お客様を連れていくことがあります。

ですが、私の勤務したサロンはそれを許してはくれませんでした。

そして友⼈知⼈をお客様にすることは嫌いなので、全くのお客様ゼロからはじめま
した。

結論から⾔いますと、チラシを３５００枚配布してそこから２５名のお客様が新規
でいらっしゃいました。
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チラシの効果は１０００枚で２〜３名来れば上出来の世界ですから、この数字が取
れたのはなかなかの出来だったと思います。

私はその当時、今のようにマーケティングや経営の知識などありませんでしたが、
今思い返すとちゃんと「マーケティング」を意識した書き⽅と配布をしていたので
す。

１・ターゲットを設定し、その⼈に響くような内容にする
２・ターゲットに確実に届くように配布する

この⼆つを意識していました。

具体的にお話しますね。

ターゲットは、「私⾃⾝」でした。

同じ年齢で同じような⽣活、そしてなにより⽖が薄くてすぐに⻲裂が⼊ってしまう。
そんな私と同じお悩みを持った⽅の⼒になりたくて独⽴したので、その⽅にメッセ
ージを届けたいと作成しました。
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そして配布⽅法ですが、最初はポスティング業者に頼もうと思っていました。

本当はお⾦をかけないのなら、⾃分で配布する⽅法もありました。

ですがその当時まだ⼦どもにも時間を取られますし、できるだけ効果的に配布した
かったので、お⾦を多少使ってでも時間を確保したかったのです。

ポスティング業者を調べていると、なかなか⾃分が配布してほしいところにだけ配
ってもらうことは難しいなと思いました。

私が配布してもらいたかったのは、「３０代後半〜の家庭の主婦」でした。そして
サロンから半径５００Mの範囲。

その条件で思いついたのが、ファミリー向けに配布されているフリーペーパーの存
在です。

いつもポストに⼊っているフリーペーパーに、チラシが織り込まれていたのを思い
出したのです。

早速調べてみたところ、折り込んで配布してもらえることがわかりました。
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配布⾦額は、１枚５円ほど。３５００枚で１７５００円。

配布してすぐにご連絡があった⽅もいますが、少し間をおいてからの⽅もいらっ
しゃいました。

チラシは⼿書きだったのですが、なぜ⼿書きにしたのかも理由があります。

綺麗なチラシだと、他のチラシに埋もれてしまうと思ったのです。

⾃分にも覚えがありますが、そんなにチラシはよくよくは⾒ません。だったら、⽬
⽴つには違いを出さなくては・・・と。

⼿書きで半分に折られない⼤きさのA4サイズ。これが他のチラシに紛れないための
私こだわりでした。

そのように、１回⽬のチラシで効果があったことで、私は最初からサロンを軌道に
乗せることができたのです。

では、次の項⽬からは「ネイルスキルアップラボ」の講習でお渡ししているものの
⼀部を使ってお伝えします。
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３・あなたのサロンのゴールを設定する

《ワーク》 ⾃⼰紹介をしてください。あなたのサービスを受けたいと思われる
⾃⼰紹介です。

《ワーク》 ⾃⼰紹介を聞いて、相⼿はあなたのサービスを受けたいと
⾔うでしょうか。

《ワーク》 あなたのサロンはどうありたいのか、思いつくことを
２０個書き出してください。

《ワーク》 書き出したことから考えられる、あなたのサロンが⽬指す姿を
まとめてください。

《ワーク》 本当のゴールはその先にあります。あなたが⽬指すゴールの先にある、
本当の姿はなんでしょうか。
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４・理想的なお客様を具体的にイメージし決める

・理想的なたった⼀⼈のお客様を「ペルソナ」といいます。

・全ての⼈に喜ばれるサービスは存在しません。ですから、たった⼀⼈を明確に
していきます。

・ペルソナという明確なモデルに発信をしていくことで得られる効果として、
「お客様をイメージしやすくなる」「お客様の感情を理解しやすくなる」
「サロンの軸ができる」「サービスのブレがない」
「勘違いや思い込みを取り除いていける」
「スタッフ間で同じ情報を共有できる」といったことがあります。

・このペルソナが喜ぶのか喜ばないのか、欲しいのか欲しくないのか。
それを判断基準として、メニューやサービスを決めていきます。

《ワーク》 次の「ペルソナモデルシート」に、あなたのサロンの
理想のお客様を記⼊します。
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５・他の⼈にはない、あなただけの強みを⾒つける
・あなただけの他にはない独⾃の価値を「USP（Unique Selling Proposition）」

といいます。

・USPを考える時に⼤切なことがあります。
１・お客様が「⾃分はこうなれる」と未来を想像できる
２・他には真似のできないサービスである
３・そのサービスやオファーは強⼒である

・USPで有名な事例があります。
１・ドミノピザ・・・出来⽴てのピザを３０分以内でお届け。

もしそれ以上かかったら、ピザの代⾦はいただきません。
２・M&Ms・・・お⼝でとけて、⼿にとけない。

・なぜUSPが⼤切なのか。それはその他⼤勢から選ばれるためです。

・「なぜあなたから買わなくてはいけないのか」を明確に答えられるように
しておくこと。
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・個⼈店が他の数多くの競合の中で「ナンバーワン」になることは困難です。
特に⼤⼿とは価格や広告宣伝で勝負することは、資⾦⼒の差があるので無理です。

・いかにコストをかけず効率よくお客様を集めるのか、それを考える時に
「ナンバーワン」ではなく「オンリーワン」、すなわち「あなたにぜひお願い
したい」と⾔われるようなUSPでファンを作り、その価値を広めてもらうのです。

・USPを考える時に「あなた独⾃」がポイントです。もし独⾃なものがない場合は、
あなたの価値や強み、経験などからキーワードを出し、それを掛け合わせて新た
な独⾃性を出していきます。

・今は専⾨性が重要視される時代です。そして個⼈店でしたら、なおのことニッチ
な分野であなたの専⾨性を⽣かしていくことを考えていきます。

・たくさんのお客様に来てもらいたいとサービスを考えると、結局誰にも喜ばれな
い、どこにでもあるサービスになってしまいます。たった⼀⼈のお客様に喜んで
いただくことを突き詰めることによって、その影響⼒がより広まっていくのです。

・USPはあなたの「軸」となります。
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《ワーク》 あなたの強みを書き出してください。（最低２０個）

《ワーク》 強みのなかから、あなた独⾃のものを抜き出してください。
もし無い場合は⼆つを掛け合わせて考えてみてください。

《ワーク》 あなたの専⾨分野で独⾃性を出すための、ニッチな市場はどこでしょ
うか。

《ワーク》 あなたは「誰」に「何を」売るのですか。（あなたではないとダメな
ものですか︖お客様の悩みや欲に沿ったものですか︖）
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６・差異化をはかり⽐べられなくなる

・お客様があなたのサービスを受けたらどうなれるのか、どんな悩みや欲を解決で
きるのかを考えます。（ベネフィット）

・お客様はあなたのサービスを買うのではなく、そのサービスから得られるメリッ
ト（未来）を買うのです。

・お客様があなたのサロンに⾏く前に不安になるのはなぜか。あなたの売っている
ものと、お客様が買いたいと思っているメリットが⼀致していないからです。

例）ネイルサロン
お客様が買いたいと思っているもの
「ネイルをすることで、⽖が綺麗になって⼥性としてのレベルをあげたい。
そして⼤好きな彼からもっと愛されて、将来はプロポーズされたい」
ネイリストが売ろうと思っているもの
「ネイルをすることで、⽖を綺麗にする」

このように、最終ゴールが⼀致していません。



・この不安を解消するための⽅法は「この⼈だったらきっと私の悩みや欲を解決
してくれる」と最終ゴールを想像させてくれ、さらにそれを信⽤していただく
ことです。

・お客様があなたのサービスを知った時に、ワクワクするような、未来を想像して
こうなりたい︕と思わせることができるでしょうか。

・お客様から⾒て「それは私にはハードルが⾼すぎて無理」「きっと私には使いこ
なせない」と思われるような、受け⼊れられないものではないでしょうか。

・あなたのサービスで得られるメリットの「証拠」はありますか。

・そもそも、あなたのサービスに需要はありますか。
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《ワーク》 次のことについて、それぞれ考えてみてください。この６つの難易度
を、あなたのサービスに当てはめて、１０段階で評価してください。

１・お客様の悩みは⼤きいでしょうか。

２・お客様の悩みは顕在化していますか。

３・お客様はあなたのサービスを直感的に理解できますか。

４・あなたのサービスはハードルが⾼くないですか︖

５・あなたのUSP・強みのポイントが伝わり、魅⼒的ですか。

６・すぐにお客様の悩みや欲を解消できますか。
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７・あなたにお願いしたいと⾔われるメニューを考える

・誰に何を売るのかをはっきりさせます。これがお客様にきちんと伝わらないと、
買ってもらえません。お客様の頭の中にある⾔葉で表現することが⼤切です。

・それはあなたではないとだめなものでしょうか。他の誰かでも良いものは、あな
た独⾃のサービスではありません。

・⾃分が思い浮かんだアイデアは世の中で「はじめて」とは考えにくいのです。だ
からこそ、それをどう伝えるかが重要となります。誰でも⾔えることだとしても、
それを誰も⾔っていないから⾔うのです。売れないのではない、売れる形に変え
ていないだけです。

・⾔葉だけではなく、証拠となるデータを出しましょう。想像や憶測だけでは信頼
していただけません。お客様の声もそれに⼊ります。

・お客様が得られる未来は、お客様の悩みや欲にそったものであり、具体的ではな
いとだめです。頭の中にそれを得られた⾃分を想像させましょう。
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・サービスを考える時に⼤切なのはお客様からわかりやすい・買いやすいものであ
るということです。

・お客様が得られるメリット（ベネフィット）は明確ですか。メリットはお客様が
得られる利益であり、サービスの特徴ではありません。
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《ワーク》 今まで考えてきたことを踏まえて、あなたのメニューを考えてくだ
さい。
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８・まとめ

３〜７で、あなたのサロンの軸となるものを作ってきました。

このワークはダイジェスト版ですが、時間をとってぜひ取り組んでみてください。
これはサロンの基盤となり、あなたをきっと助けてくれる学びとなるはずです。



９・特別なご案内

ワークをやってみたよ︕というあなたへの特典です

私から直接個別添削をさせていただきます。（通常30000円（税別）→無料）

LINE@に登録して、ワークの解答や質問を送ってくださいね。ワークの解答を
そのまま写真に撮って送っても⼤丈夫。

気軽にコンタクトを取ってみてくださいね。

LINE＠登録
http://nav.cx/dVZtWsv
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⽖をジェルネイルで守り、独⾃のネイルケアで育てる

「プロテケアネイル」は特許取得のネイル技術です。
（特許第6505588号）

あなたのサロンの基盤として導⼊してみませんか︖

詳しくはこちらから https://nailskillup.com/beginner/
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１０・プロフィール

加藤 けい
【現在】
・他と⽐べられないネイリストを育てる専⾨家
・株式会社イーシュ 代表取締役
（⼥性起業⽀援・サロン経営・コンサルティング業務）
・ネイルサロン フィオーレフィオーレ
（つきみ野店・銀座３丁⽬店・銀座４丁⽬店）オーナーネイリスト

【私の⾜跡】
＊誕⽣＊
北海道旭川市で⽣まれ、その後⽗の転勤で道内で転居。
中学⽣からはずっと札幌市に住んでいました。
結婚を機に、札幌から離れます。

＊⼦ども時代＊
器⽤な性格で、何事もこなせる⼦どもでした。
⽗の仕事で⼩学校3校、中学校2校変わりました。
転校先で学年ほぼ全員から無視をされるいじめにあったことが、
私の⼈⽣に強い影響を与えています。
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＊学⽣時代＊
挫折の多い⼈⽣で、⾼校⼤学受験にことごとく失敗しています。
ですが、やりたいことを思う存分楽しんだ学⽣時代でした。
特に⾼校時代はバンド活動に明け暮れ、
princessprincessのコピーバンドとオリジナルを作ってライブ活動を⾏っていました。

＊就職＊
美⼤を落ちて、栄養⼠を養成する短⼤へ。
第⼀志望だった雪印乳業へ新卒で採⽤していただき、史料館と⼯場⾒学・秘書業務担当。
その後念願の⾃社料理教室を任され、メニュー開発から教室開催を担当していました。

＊⼤きな転機＊
会社の健康診断で⾒つかった、甲状腺腫瘍。
そして同時に慢性疾患である甲状腺機能低下症（橋本病）との診断。
当初、腫瘍は癌の可能性が強く、切除してみないと判断できない状態でした。
その時２５歳だったこともあり、はじめて死を現実として感じた瞬間でした。

幸い良性腫瘍でしたが、甲状腺を半分切除したことで体⼒が半減、
⽣涯にわたって甲状腺ホルモン剤を飲まなくてはならなくなりました。
もっと頑張りたい︕そんな時に疲れを感じるのが悔しくもありますが、
現在は薬でコントロールしながら元気に⽣活しています。
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＊結婚〜出産＊
結婚とともに名古屋に移り住み、主⼈の仕事で札幌、神奈川へ（現在）。
結婚してすぐに妊娠出産をし、転勤族の夫についていくため、
再就職できないまま専業主婦を１０年やってきました。
仕事が好きだったので、知らない⼟地で家事育児だけの⽣活は、
私にとってかなり窮屈でした。
結婚したことで、⾊々なことがありました。
本当に、⾊々。私らしさを失ったことは事実です。

＊ネイリストを⽬指す＊
料理講師として再就職したかったのですが、求⼈はなかなかありません。
そんな時趣味だったネイルのワンデーレッスンを受ける機会がありました。
その１回でますますネイルが好きになり、
もっと知りたい、もっとうまくなりたいとネイルスクールに通うようになります。

スクール⽣の時からサロン勤務もしています。⾃宅近くのエステサロンのネイルブース、世
⽥⾕の著名な先⽣のネイルサロンに勤務させていただき、サロンワークを学ぶことができま
した。
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＊独⽴＊
２０１２年１０⽉２４⽇に⾃宅サロンにて独⽴開業、
その後２０１３年１０⽉６⽇に横浜⼤⼝のエステサロンにてネイルブース出店。
２０１５年４⽉２⽇には銀座３丁⽬にてbarber内のネイル部⾨として出店。
同時期３⽉２３⽇には、「株式会社イーシュ」設⽴。
現在、代表取締役として「⼥性は美で輝き解き放たれる」を企業理念とし、
⼥性起業家⽀援・サロン経営・コンサルティングを事業として⾏っております。

＊好きなもの＊
運転と⾞が⼤好きです。愛⾞は現⾏の⾚のハチロク。

＊私の思い＊
お客様のお⽖を傷めない施術を⽬指し、特許申請出願中の独⾃開発の施術を⾏っております。
お⽖に悩んでいる⽅を救いたい︕外⾒も内⾯も美しい⼥性を増やしたい︕
そのような思いで仕事をさせていただいております。

「やってみてから後悔しろ︕」が信条。あれこれ悩む暇があったら、⾏動してみる。
そしてダメだったらその原因を探り、再度トライ。
やらないで後悔することほど、苦しくバカバカしいものはないと思っています。
このような私です。どうぞよろしくお願いいたします︕

ネイルスキルアップラボ 加藤けい
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