
お客さまとサロンをつなぐビューティ ライフツール

※本書は実写とイメージ画像を組み合わせ作成した資料となります。

Kizna サロンアプリ

※より良いサービスを提供するため、サービスの内容が変更する場合がございます。

※本書では、スマートフォンをスマホ、アプリケーションをアプリと簡略しております。
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アプリならではの戦略が可能

２０１６年以降、
スマホが情報
デバイスの
主流に！

スマホの所有率が上昇し、モバイル機器分野でノートPCをついに抜きました。

また、スマホの所有率が上昇するにつれて、広告市場にも変化が生じてい

ます。近年、パソコンよりスマホ、そしてスマホサイトよりアプリの利用が

主流になっています。

企業も店舗もこれからはアプリを活用した戦略が活発化していきます。

アプリ特有の機能を最大限に活かし、店舗の集客や再来店に特化した

サービスが期待されます。

なぜ？アプリが必要なのか！ 10人中8人がスマホで情報収集その1

1店舗＝1アプリの新時代到来！

10人中8人がスマホで情報収集！多くの方が毎日の情報収集に欠かせないツールとし

てスマホを肌身離さず持っています。下図のように、スマホの1日あたりの平均利用時

間約3時間のうち、そのほとんどはアプリでのサービスを利用しています。

利便性を求め、予約、買い物、健康管理、道案内、天気予報、送金等々、あらゆる

サービスがアプリ化されています。

自店アプリを持つにあたり、「隣のお店がやってからでも遅くない」という考えも間違え

ではありませんが、今なら競合が少なく、目新しさによりお客様の獲得がわりと容易に

できるタイミングと言えます。

アプリによるサービスがすべてではありませんが、アプリを活用した方が合理的で生産

性が上がることは確かです。
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ロイヤルカスタマーを育てやすい！

ロイヤルカスタマーとは、「他店で購入せず、ほとんど自店で購入してくれる顧客」、「固定的に自店のサービスを利用してくれる顧客」のことを指します。

いわゆる“常連のお客様”ということです。

ロイヤルカスタマーは、お店に対しての満足度が高く、お店やブランドに愛着を持ってくれるため、口コミでの紹介を積極的にしてくれるようになります。

１９世紀に発見された「パレートの法則（２：８の法則）」という学説では、売上の８０％は、上位２０％の顧客によってもたらされるとされています。

この上位２０％の顧客というのが、お店に愛着や忠誠心を持っているロイヤルカスタマーに当たります。

特に、本アプリに搭載されている「ポイント」、「ランクアップ」、「ご紹介」機能は、消費者心理を引き出しやすい機能となり、リピーターやロイヤルカスタマーを

育てるための必須コンテンツとなります。

アプリの特性を活かし、継続的な来店を促すことが可能になるので、ロイヤルカスタマー育成ツールとしてお役立ていただけます。

新規客獲得に苦戦する中、ロイヤルカスタマーの育成が

あらためて見直されています。

その2なぜ？アプリが必要なのか！
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いかに経費を減らすか、そして、いかに時間を増やすか！

アナログツールからデジタルツールへ

店舗で利用している「アナログツール」をアプリで一本化！

＜ポイントカード＞＜クーポン＞ ＜スタンプカード＞

＜友達紹介カード＞ ＜サロンメニュー＞＜バースデーカード＞

その3なぜ？アプリが必要なのか！

アナログツールの作成を、おっくうに感じたことありませんか？

さらに、ダイレクトメール（ＤＭ）を年間２回 ５００名に配布した場合→→５万円から１０万円のコストが発生します。

□✔企画やデザインを決める □✔ 印刷コスト □✔ 送料などの配布コスト
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「仕掛け作り」をアプリで！

再来店しない70％の理由は「忘れていた」だけ！忘れさせないための〝仕掛け作り″をアプリで！

ホームページを更新しても、ブログに書き込みをしても、メルマガを配信しても、「本当に見てもらえているのか？」と、不安を感じたことはありませんか？

こんな時、合図を出すことで配信情報や更新情報に気づかせる機能が 「プッシュ通知」

今、届けたいタイムリーな情報をお客さまのスマホのトップ画面に直接表示させることができます♪

圧倒的な開封率を誇る「プッシュ通知」をうまく活用し、”忘れさせない”ための

仕掛け作りを実践することができます。

KIZNA APP 4：33

【プリンセスネイルからのお知らせ】

今週のおすすめメニューをチェック！

30日まで利用可能なお得クーポンを発行♪

詳しくは、アプリ内クーポン一覧をご覧ください

2

プッシュ通知

その4なぜ？アプリが必要なのか！
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7

サロンアプリの概要
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「Kiznaサロンアプリ」 の起動方法

9

サロンコードを入力して

サロンアプリを呼出し！

KIZNAサロンアプリ

KIZNAサロンアプリをインストール
様々なサービスを受取るため、アカウント

を登録します。

サロンコードを入力します。 登録したサロンアプリに移動します。

初回
起動フロー

次回
ログイン
からは

KIZNAサロンアプリの

アイコンをタップ

1

登録したサロンアプリに移動します

1

1

1

1
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機能のご案内
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サロンからのお知らせやニュースを画像付きの記事でお客様に届けることができます。

プッシュ通知による配信通知ができるので、見逃されにくくお客様にアピールすることができます。

お知らせやニュースをあらかじめ作成しておき、希望日に合わせ自動配信ができるので、忙しいオーナー様にも安心してご活用いただけます。

お知らせ／ニュース配信

サロンアプリ 9：07

「パラジェル」3月限定メニュー

「パラジェル」クーポン発行中♪

クーポン欄を今すぐチェック！

お知らせのアイコンに

バッジマークが表示され

ます。

お知らせが配信されると

プッシュ通知が表示され

ます。

お知らせの詳細ページ

が表示されます。

商品入荷、新メニュー、新人スタッフの紹介、求人募集、年末年始のご挨拶、

イベント情報、キャンペーン情報、長期休暇や研修のお知らせ、空き時間の

お知らせ、ブログ・インスタグラム・フェイスブックの更新等々・・・

お知らせ／ニュース配信機能を活用し、お客様にアピールを！

ホームページ、ブログ・メルマガに載せても気づかれにくい情報

を「プッシュ通知＋バッジ表示」機能で、お客様のスマホに即時

に伝えることができます♪

2
【BriliantNailからのお知らせ】

さらに、遷移先を指定することで、メニュー

ページやクーポン一覧に移動できます。
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この機能だけでもアプリを導入する価値あり

アイコンが表示されるの

で、送信元のサロンが

一目でわかります。



プッシュ通知／バッジ機能

サロンアプリ 9：07

「パラジェル」3月限定メ
ニュー！クーポン発行中♪
クーポン欄を今すぐチェック！

【BriliantNail からのお知らせ】

サロンアプリ 9：07

【BriliantNailからのお知らせ】

①
②

③
「パラジェル」3月限定メニュー
クーポン発行中♪
クーポン欄を今すぐチェック！

＜プッシュ通知欄について＞

①「サロンアプリ」と表示されます。

②送信元のサロン名またはタイトルや件名を表示（22文字／太文字）

③通知の内容を表示（44文字／普通文字）

④送信元のアイコンが表示されます。

サロンアプリ 13：10

BriliantNail★明日4/21（金）予約空き情報

明日予約が可能となりました。

アプリ内予約システム連携また

は、サロンまでご連絡願います。

◆お客様の急なキャンセルに

より、サロンに空き時間が・・・・

お知らせ機能やメッセージ機能

を使いお客様に配信！さらに、

プッシュ通知でもアピール！

サロンアプリ 15：30

BriliantNail★ゴールド会員クーポン

ゴールド会員限定のクーポンを
配信しました♪
3月内限定！特別割引＆ポイン
ト2倍の感謝イベントとなります。

◆クーポン、メッセージ機能は

セグメント配信が可能です。お

客様の性別、生年月日、ランク、

最終来店日等でセグメントし、

特定の方に送ることができます。

※セグメントとは全体を何らかの条件で

分割した際のそれぞれの固まりのこと。

条件を「ゴールド会員」と指定することで、

ゴールド会員のみにクーポンを配信す

ることができます。

2

対象のアイコンにバッジ

マークが表示されます。

＜プッシュ通知 case1＞

＜プッシュ通知 case2＞

※プッシュ通知は、お知らせ／ニュース配信、メッセージ、クーポンを配信した際、画面上部に表示されます。

サロンから「お知らせ／ニュース配信」、「メッセージ」、「クーポン」など、何らかの配信情報があった場合において、

お客さまが働きかけなくても配信されたことを「プッシュ通知」で知ることができます。

これによってリアルタイムな情報を受け取ることができます。

プッシュ通知右下に、送信元サロンのアイコンが表示されるので、一目でサロンを知ることができます。

また、アイコン右上に表示される「バッジマーク」により、プッシュ通知の見落とし防止につながります。

通知を開封するまでバッジマークは消えないので、お客さまがアプリを起動するきっかけにつながります。

＜プッシュ通知欄＞

13

月平均１０％のキャンセル率を→５％に半減

キャンセルによってできた空き時間を埋める

ため、メッセージ機能とプッシュ通知を活用し

「〇月〇日〇時～予約可能となりました」と

一斉配信！

半数の再予約が入り、機会損失を防いだ

実例があります。

これってすごくないですか！

この機能だけでもアプリを導入する価値あり

④



メッセージ機能

タイトル３０文字、本文１０００文字をテキストで送信できる機能です。

個人的なお客様へメッセージ、セグメント（条件絞込み）をおこない特定の方へメッセージなど、少人数から複数の方までメッセージを送ることができます。

お知らせやニュース機能と違い、画像を添付することなく、テキストのみで簡易的にメッセージ配信ができます。

感謝やお礼（サンキューコール）、商品入荷のお知らせ、キャンセル待ちのご案内など、個人的メッセージを送信した

り、上位ランク（ＶＩＰ会員、特別会員）の方々にプライベート的なメッセージを送ることができます。

メッセージ機能は発信専用のため、お客様との双方向のトーク機能は付いていません。

サロンアプリ 9：07

BriliantNailから

稲村めぐみ様へのメッセージ

個別メッセージをダイレク

トに送信することができ

ます。 2

対象のアイコンにバッジ

マークが表示されます。

タイトル３０文字

本文１０００文字
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クーポン発行

サロンのアイディアだけクーポンがある♪

クーポンの利用経験者は９割弱！ほとんどの方がクーポンを抵抗なく利用している事実があります。

「あなたは、クーポンがあることで、購入・サービス申込に影響しますか？」という質問に対し、３割強の方が新規購入

や継続購入がクーポンに影響すると回答しています。

魅力のあるクーポンを発行することで、効果的な集客と確実なリピート率が上がることは実証されています♪

KIZNA APP 今

【BriliantNail】からスワロフス

クーポンが発行されました！

サロン名とクーポンタイトルで

存在感をアピール！ 1

対象のアイコンにバッジ

マークが表示されます。

画像付きでクーポンの

詳細が表示されます。

お店独自のクーポンをいつでも発行することができます。

インストールクーポン、お誕生日クーポン、雨の日クーポン、イベントクーポン、割引クーポン、有効期限付きのクーポンなど

来店のきっかけにつながる様々なクーポンを考案しましょう！

お客様の性別、年代別、会員ランク、地域等でセグメントし、的を射た限定クーポンを配布することも可能です。
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アクセス分析

アプリのダウンロード数、お知らせ・ニュースやメッセージ、クーポンの開封率などを数字で把握することができます。

各項目を分析することで、リテンション率（アプリを継続して使ってくれる）を高め、サロンの経営戦略を立てることができます。

※アクセス分析イメージ画像

スマホのアプリもWebサイトと同様、データを収集し分析することが重要です。

例えば、月間のインストール数の目標を立て、インストール数を増やすため休眠会員の掘り起こしを行う。

クーポン開封率とクーポン利用者数により、反応が良かったクーポンを月毎やイベント毎にまとめることができます。

このように、数字の「みえる化」を行うことで、利用者のアプリ内での行動を把握し、利便性の向上・利用促進・新規ユーザーの獲得・

商品の購入数増加といった成果につなげていくことができます。
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店舗情報

サロンの基本情報を知ることができます♪

店舗写真、店舗住所、営業時間、ワンタップ電話機能やマップ機能でサロンにお客様をスムーズに誘導します。

また、ベッド数、スタッフ数、最寄駅からサロンまでの道順など、サロンに関する情報を１０００文字まで記入することができます。

サロン情報以外にも、公式ウェブサイト、サロンから発信しているＢＬＯＧやインスタグラムなどのＳＮＳに外部連携することができます。

一つのページからワンタップでＳＮＳに移動ができるので、知りたい情報を素早く入手することができます。

アプリの顔ともいえる「店舗情報」

サロン代表者の挨拶、サロンのコンセプトや得意とするメニューなど、なるべく多くの情報を

お客様にアピール！また、連携できるＳＮＳはさらにお客様にサロンのイメージを持たせる

ために重要です。お客様の来店の動機付けにつながります。
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サロンの基本情報がたっぷり掲載！ 店内写真とサロン紹介が1000文字ま

で表示可能です♪

ＳＮＳに外部連携することができます。 ワンタップ電話機能で楽々コール♪ さらに詳しい「地図アプリ」に連動します！

地図アプリを立ち上げる

ワンタップ電話機能で楽々コール♪



外部リンク・内部リンク機能

店舗情報のページから外部リンク、内部リンクを設定することができます。

画面の切り替えをせずに希望のページに移動することができるので、さまざまな情報をスピーディーに得ることができます。

このリンク機能をきっかけに、閲覧数やコンヴァージョン率をあげ、来店の動機づけにつながります。

公式ウェブサイトへリンク

アプリ内のメニューへリンク インスタやブログへ（外部）

予約サイトへリンク（外部）

さらにインスタグラムや
予約サイトに連携
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予約システム連携

「予約ボタン」をタップすると、現在ご利用いただいている予約システムに連携することができます。

電話予約にくらべて心理的負担が少なく、２４時間どこからでも予約状況を確認できるので、お客さまにとってとても便利になります。

いつでもどこでも予約ができるので、お客さまの予約したいという気持ちを逃しません。

現在ご利用いただいている
予約システムに連携いたします。

店舗情報→各種リンクボタンの「予約する」からの遷移

ＨＯＭＥ画面の「予約」から

本アプリにおける「予約機能」は、２０１８／１１月下旬

リリース予定となります。

使い勝手の良い、完成度の高いシステム構築を目指します。

image

Ａ

Ｂ

19

＜目的別予約システムの使い方＞

新規客の獲得と予約は「ホットペッパービューティー」

既存客は自社予約システムで予約を入れてもらう。

そうすることで、ホットペッパービューティーのプランを下げ、広告料とポイント付与率を抑えることができます。

顧客情報をしっかりサロンの財産にし、アプリを使った戦略にシフトしていくことをおススメいたします。

※ホットペッパービューティーを例としています。



スライドショー

サロンアプリを提供していく中で最も力を入れたい機能が「スライドショー」

例えば、販売を強化したい商品があれば、対象となる商品をスライドショーで大きくとり上げることで、購入ボタンまで誘導するように、仕掛けづくりができます。

訴求力のあるスライド画像を表示することで、商品販売はもちろんのこと、集客や売上アップにつながるサポートができるのがスライドショーの特徴です。

スライド画面をタップすると

サロン専売品「ショッピング」に移動します。

スライド画面をタップすると

サロンの公式ウェブサイトに移動します。

スライド画面をタップすると

スクールの詳細画面に移動します。

アプリにアクティブな印象を与えるスライド画像は、最大６枚まで掲載することができます。

スライドショーを活用した仕掛けづくりのセミナー随時開催中 20

※ショッピング機能は９月リリース予定です。



紹介機能

02

STEP

01

STEP

9：11

9：21
既読

この前言っていたエステね！

帰宅後、インストールしてみるね！

お仕事頑張ってね！
10：08

URLをタップしてコンテナ

アプリ公式ウェブサイト

に移動します。

03

STEP

04

STEP

「App Store」「Google Play」

それぞれから、コンテナアプ

リをインストールします。

サロンコードを入力し、アプリ

の登録をおこないます。

アプリをインストールしていただいているお客さまから「紹介」機能を使い、友達や家族、身近な人にアプリを紹介することができます。

身近な人から紹介された情報は、ネットや様々な広告から得る情報よりも、断然“信用”できるため、圧倒的な効果を得ることができます。

紹介できる身近な人だからこそ、価値観も似ているので、紹介したサロンも気に入ってもらえるはず！

紹介機能は、高い効果が得られ、コストパフォーマンスの良い機能として活用いただけます。

紹介した方には、お礼として紹介特典を付与！（サロン任意）

紹介された方は、インストールクーポンが受取れるので新規来店につながります。

両者に紹介特典を付与することでさらに口コミ促進と新規来店のきっかけづくりに役立ちます。
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顧客管理機能

顧客管理機能では、アプリを登録いただいたお客様個々のプロフィール（生年月日、性別、住所（都道府県まで）、職業）、最終来店日、来店回数、購入商品、購入サービス、

所持ポイント、ランク、サロン利用履歴から購入した商品やサービス、付与されたポイント、使用したポイント等、一元化された情報を閲覧することができます。

また、「東京都」に住む「女性」などのようにターゲットを絞り込むことができるセグメント機能を備えているため、ターゲットに合わせた内容のクーポンやメッセージを送ること

ができます。このような、お客さまとの関係を構築・管理するマネジメント手法を「ＣＲＭ」（ Customer Relationship Management）と言い、ロイヤルカスタマーを育てるために

役立てられています。
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※イメージ画像※イメージ画像



来店履歴

お客さまは、来店履歴から購入したサービスや商品、付加されたポイント、使用したポイント、無料サービス券やクーポンの利用履歴をいつでも確認する

ことができます。過去の履歴を確認するだけではなく、商品の購入や予約のタイミングなど、次回の計画を立てるための重要なツールとなります。

ご利用履歴
2018/04/06 03 41 19

スワロフスキーピクシーネイル

クーポン利用後合計

お支払合計金額

※イメージ画像となります。

10,000円

フットネイル（ゴージャスコース） 8,500円

小計金額 18,500円

スワロフスキーピクシーネイルクーポン割 1,500円

フットネイル（ゴージャスコース）クーポン割 500円

16,500円

スワロフスキー2粒無料クーポン割 0円

ポイント使用 500円

ポイント使用後合計 16,000円

今回の取得ポイント 800 ｐｔ

現在のポイント残高 1200ｐｔ

16,000円

支払区分：クレジット

カード種類：VISA

ＨＯＭＥ画面の「来店履歴」をタップします。 閲覧したい履歴をタップします。 ご利用明細が表示されます。

さらに詳しいポイント情報は、ランク機能にある「ポイント獲得履歴」

で確認することができます。
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サロンメニュー

通常メニューに加え、クーポンやキャンペーンなどの特別ページを設定することで、バイタリティのあるサロンメニューをアピールすることができます。

商品価格を「定価→割引価格」のように、比較対象価格を設定することができるので、お得感をアピールすることができます。

痩身、脱毛、フェイシャル、リラクゼーション、ネイル、エクステ等、思い通りのメニューをお作りいただけます。

02

STEP

01

STEP

03

STEP

04
STEP

05
STEP

さらに見やすく、メニュー

ごとに表示します。

メニューの詳細ページが

表示されます。商品の特徴

や価格を表示します。

メニューはカテゴリ別に

表示することができます。

さらに、紹介ページがある場

合、リンク先を設定すること

ができます。（任意）

巷でよく見る価格表示のテクニックですが、

元の黒い字の価格を消して、赤い字で割引価格

がついている比較対象価格があります。これを

見ると消費者は、どれくらい値引きがされている

のかが一目でわかり、購買意欲がわきます。

ありふれた価格表示ですが「アンカリング効果」

という、れっきとした心理効果なのです。

※景品表示法による二重価格表示にご注意ください。 24

視覚効果は絶大！

脳は文字よりも画像を好みます。イメージが沸く

より良い画像で視覚的な効果が期待できます♪

試供された画像ではなく、リアルな画像をアップ

しましょう！

メニューの画像は適当にならないで！

この機能だけでもアプリを導入する価値あり



ランクアップ機能からのポイント獲得履歴

ＨＯＭＥ画面の「ランク」をタップします。

「ポイント獲得履歴」をタップします。

付加されたポイント、使用によりマイナス

されたポイントが時系列で表示されます。

獲得したポイントにより、お客様のランクがステップアップしていきます。

・最大5ランクまで設定することができます。（ランクの名称は変更することができます）

・セグメント機能を使い、ランクごとに「クーポン」や「メッセージ」を送ることができます。

獲得したポイントにより、お客様のランクがステップアップしていきます。

ランクアップの心理メリットとして、「あと少しでランクが上がる」「このカードで支払いをしないともったいない」という気持ちをお客さまに持たせて、ランクアップのモチベー

ションを上げることができます。もう一つは、優良顧客に対して差別化ができるところです。優良顧客は少なからず、「自分は特別扱いされたい」「優待があったら嬉しい」

と思っています。それが全てではありませんが、そういったお客さまに恩恵をもたせるという意味で、ポイント還元率も優待すると、さらに相乗効果が得られます。
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ポイント機能 （サロン管理画面）

「基本ポイント」、「特別ポイント」（キャンペーンやイベントの際に適応させる）、2種類のポイントを設定することができます。

設定したポイントは、商品やサービスを購入していただいた際、自動的に付与されます。

サロンの管理画面から「ポイント付与」と「ポイント使用」を手動で操作することもできます。

顧客情報において、ポイント履歴、来店回数、所持ポイント合計、現在

のランクが表示されます。

上記の顧客データを活用すれば、あらゆる販促活動ができます。

たとえば、お客さまの来店回数に応じて特別クーポンを発行したり、

所持ポイントやランクに応じ優待クーポンを発行するなどのプロモー

ションが可能です。

アプリを機に綿密な設計を行いダーゲットに的確なアプローチをするこ

とで、より多くの優良顧客（ロイヤルカスタマー）を育ててはいかがで

しょうか！

26

付加されたポイント、使用によりマイナスされた

ポイントが時系列で表示されます。



ショッピング機能

＜個人商店のECサイトを構築するために必要となる費用一例＞

ショッピング

COMING 
SOON

イメージ

サロンで販売している商品に関してこんな経験ありませんか？

「美容液がなくなりそうなんだけど、サロンに行けそうにないからネットで買っちゃった～」

「カード払いもできるし、送料も無料だから〇〇〇で買っちゃった～ 」

上記のように、お客様の需要があるのにも関わらず、なんらかの理由で販売ができないチャンスロス

（機会損失）を回避できるのが、本アプリの「ショッピング機能」になります。

お客様は、お店まで足を運ぶ必要がなく、好きなタイミングでサロンの商品を購入することができます。

サロン専売品や美容商材、お世話になったあの方にプレゼントとして「エステギフト券」など、ショッピング内で販売することができます。

＜ショッピング機能の主な仕様＞ ※仕様が変更になる場合がございます。

・テンプレートが用意されており、商品画像と商品説明文を入力することで、商品ページができあがるようになっています。

・お客様は、好きなタイミングでサロンの商品を購入することができます。（クレジットカード決済対応）

・購入した商品は「配送」または「サロン店頭で受取る」どちらか選択することができます。

・エンドユーザー用（Ｂｔｏ Ｃ）、サロンからサロンへ業務用美容商材の卸売（ＢｔｏＢ）としてもご活用いただけます。

・ショッピング機能は追加料金なく月額利用料金のみでご利用いただけます。

リリースは10月予定となります

27

※イメージ画像となります。

※許認可が必要な商品の販売は、許可証の提出が必要となります。

※薬事法・医師法に抵触する商品の販売はできません。

※個人で輸入した商品の出品はあらかじめ審査が必要となります。

※クレジットカードによる決済機能は別途審査が必要となります。



お客様は、予めクレジットカード情報を登録しておくことで、２タップで決済することができます。

ポイント機能と連動しているので、決済と同時にポイントが付与されます。

※決済機能は別途審査が必要となります。

決済機能

STEP

02

STEP

03

STEP

05

STEP

01
ホーム画面の「決済」アイコンをタップ

します。

決済金額、クーポン情報をサロン側で

入力します。

お
客
様
に
よ
る
操
作

サ
ロ
ン
管
理
画
面

サロンで入力した金額がお客さまの

スマホに表示されます。

STEP

04

予め設定したポイント率に応じ、

自動でポイントが付与されます。

支払方法確定後、完了ボタンを押して

終了します。

ご希望の支払い方法をタップします。

決済の明細が表示されます。

来店履歴から明細を再表示することが

できます。

28

この機能だけでもアプリを導入する価値あり



29

導入費用



各種費用

※すべて税別となります。

30

月額利用料は口座振替（株式会社アプラス）にて徴収させていただきます。※毎月27日引落し（27日が土日祝の場合は翌営業日となります）

口座振替の手続きが完了し、実際に口座引落としが開始されるまで約2か月間を要します。そのため、登録費用10,000円（税別） と2か月分の月額利用料9,600円（税別）

は弊社指定口座までお振込みください。

コンテナアプリのため、リリースに至るまでの審査が簡略化されます。

アプリの登録が完了し、コンテナアプリに集約した時点からリリースとなり、リリース翌日より日割り料金が発生いたします。

日割り料金に関しては、34ページの「各種費用のシュミレーション」をご確認ください。

追加店舗について

登録費用と月額利用料について

日割り計算について

サロンアプリの登録および、基本ベースの設定、サロン管理画面の登録・設定費用となります。

サロン管理画面を使い、プッシュ通知、画像やテキストの編集、クーポンの発行など、様々なコンテンツをご利用いただけます。

登録費について

屋号が同じサロンでも、出店している地域により一押しのメニューや料金体系に違いがある、配信するクーポンが店舗ごとに異なる、お知らせが店舗ごとに異なるなど、

サロンの特徴と個性を前面にアピールしていく必要があります。そのため、サロンアプリはそれぞれ店舗毎のご登録および、生成となります。

屋号が同じサロンの場合は、多店舗割引きとして、2店舗目以降の月額利用料金が4,800円→2,800円（税別）となります。（次ページをご参考ください。）

※登録費用10,000円は割引対象外となります。※追加店舗の月額利用料金割引条件として、①屋号が同一であること、②経営者が同じであること。

✓

✓

✓

✓

サロン紹介特典
大きい声では言えませんが・・・

＜サロンの先生からサロンの先生へ！＞
✓ サロンアプリ契約店舗から同業のサロンに本アプリを紹介いただいた場合、紹介割引が適応されます。条件は以下の通りです。

①紹介するサロンが本アプリを契約していること。 ②紹介されたサロンに本アプリが納品完了していること。
その場合、納品完了した翌月の月額利用料金より毎月800円を減額いたします。

項目 料金

追加店舗（屋号同一の場合）

月間利用料金

登録費

修正による追加料金

（すべて税別となります）

1店舗 ４，８００円（税別）

１０，０００円（税別）

1店舗 ２，８００円（税別）

工数によりお見積りいたします。
※システムの仕様上修正ができない箇所もございます。

＜店舗系アプリの相場＞

★初期費用：5万円～20万円

※導入店舗数により変動

★月額費用：1.5万円～3万円

※プランによって使える機能

が制限される場合がある。

オプションで追加料金が発生

する場合がある。

他社比較
多機能サロンアプリ
これだけ使えて！

業界最安値！



複数店舗の登録（2店舗目以降の割引）

本店 渋谷店 新宿店 青山店 池袋店

¥4,800 ¥2,800 ¥2,800 ¥2,800 ¥2,800

店舗一覧

追加する

›

›

›

›

美up本店

美up渋谷店

美up池袋店

お客様が３店舗登録した場合のイメージ

2

1

複数店舗の場合は、それぞれ店舗ごとの生成と登録となります。

31

多店舗経営している場合において、サロンアプリを複数登録する場合、割引きが適応されます。

割引の条件は以下のとおりです。

※登録費用は店舗毎10,000円が発生いたします。

※すべて税別となります。

「屋号が同じ名称であり、且つ、経営者が同じであること」

割 引 条 件

2店舗目以降 割引対象店舗



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

各種費用のシュミレーションとリリースまでのタイムスケジュール

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

お
申
込
み

リ
リ
ー
ス

3月

4月

5月

リリース後 22日～31日＝10日間

@155円×10日分=1,550円

口
座
振
替

（※1）リリースまでの日程ですが、アプリ生成のための素材がそろっている状態での日程となります。

※口座振替代行会社は株式会社アプラスとなります。毎月27日となり、土日祝日の場合は翌営業日の振替となります。

※上記シュミレーションは口座振替の登録が最短で完了した場合となります。口座振替用紙の提出日によっては、初回の口座振替日がずれ込む場合がございます。あらかじめご了承願います。
32

本資料の最終頁「申請書」をご記入
いただき、ＦＡＸにてお申込みください。

045-410-1611

＜契約に関してご準備いただくこと＞

申請書のＦＡＸを受け取り後、「契約書＋口座振替用紙＋請求書」を
ご送付いたします。
①契約書をご返送いただく
②口座振替用紙をご返送いただく
③初期登録費用と月額利用料の2ヶ月分をお振込みいただく （※1）

例
え
ば
10
日
申
請
の
場
合

・初期登録費 ￥10,000

・月額利用料3月分 ￥4,800
・月額利用料4月分 ￥4,800

（※1） 合計：￥19,600（税別）

＜アプリに関してご準備いただくこと＞

①ホームページ等で使用している「店内、施術、商品、スタッフ」等の画像
②店舗のロゴ（ロゴの背景が白ではなく透明なデータ）
①＋②のデータを一両日中に下記のアドレスまで添付願います。

support@kizna-club.com

・月額利用料金 4,800円（6月分）

合計：4,800円（税別）

口
座
振
替

・月額利用料金 4,800円（5月分）から
リリース前（21日間分3,255円）を相殺

よって口座振替金額は1,545円（税別）

リリースに至っていなかった21日間分を5月分の月額利用料金より相殺いたします。

リリース前 1日～21日＝21日間

@155円×21日分=3,255円

初回はお振込
みです♪

リリースまで
おおよそ

５営業日（※1）



アプリの基本ベースを設定し、納品（リリース）となります

各コンテンツの基本ベースの内容となります。

弊社にて基本ベース（各コンテンツの作り込み）を設定し、納品（リリース）となります。なお、基本ベース完了と共に月額利用料金が発生いたします。（２９ページをご確認願います。）

納品時、サロン用の管理画面をお渡しします。リリース後は御社にてメニューの追加や画像の差し替え、クーポンやニュースの配信等を行ってください。

一部有料となりますが、弊社にてアプリ生成のお手伝いが可能です。詳しくは弊社担当者までお問合せください。

サロン画像１枚 サロン紹介（１０００文字以内）／地図／電話番号など、

サロンの基本情報を設定します。

また、ホームページ／予約サイト／ブログ／ＬＩＮＥ／インスタ／ｆａｃｅｂｏｏｋ、

６つのサービスに連携する設定を行います。

お客様がアプリをインストールした際、自動で受け取れる「インストール

クーポン」を設定します。

インストール特典として、〇〇円割引／〇〇サービス／などを設定します。

※要ヒアリング

階級システムを採用している場合、ランク名とポイント値を設定いたします。

最大５つのランクまで設定が可能です。 ※要ヒアリング

※要ヒアリング：お電話にて内容を確認させていただく場合がございます。

カテゴリとメニューをそれぞれ１つずつ入力設定いたします。

以降、メニューを加える場合は、御サロンで行ってください。

「〇〇〇サロンの公式アプリをインストールするとお得な情報やサービスを

受けられます！・・・・のような、紹介文を設定いたします。

お客様による紹介文の入力は不要となります。

今サロンでご利用いただいている予約機能に連携する設定をおこないます。

※予約アイコンを非表示にすることもできます。

お支払の際、お客様に付与するポイントの設定を行います。

「基本設定」とイベントやキャンペーン時に適応となる「キャンペーンポイント

設定」の２種類の設定が可能です。

利用金額に対して〇％やポイントの有効期限などを設定します。

※ポイントはサロンの任意となります。 ※要ヒアリング

〇〇サロンのアプリをリリースしました！

インストールクーポンのほか、イベントクーポン、割引クーポンなど、サロン

から定期的にお得なクーポンが届きます♪

当サロンのさまざまな情報やサービスをアプリの便利機能を活用して皆さ

まにお届けいたします♪

これからも〇〇〇サロンをよろしくお願いいたします♪

のような、ニュースを１通設定します。

・ホーム画面の「スライドショー設定」（最大６枚）を行います。

・サロンのイメージカラーに合わせた「基本カラー設定」を行います。

・サロンのロゴが入ったアイコンを作成します。

・アプリの利用規約やプライバシーポリシーの表記設定を行います。

・プッシュ通知、バッジ表示の設定を行います。

クーポンやニュースのテスト送信をおこなうため、セグメント設定をおこな

います。（専用スマホにインストール後、セグメント設定を行います）

事前にテスト送信することで誤字脱字金額間違え等の誤送信を防げます。

※サロン様にてテスト用のスマホをご用意ください。（Ipad可）
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