
LINEミニアプリ利⽤を促進させ、
顧客流失を防ぐ美容室のLINE活⽤

⽬的

施策

効果

・既存のアプリよりさらに⾝近で、ユーザーとのコミュニケーションを
図れるツールを導⼊してデジタル接点を強化したい

・POSシステムのオプションメニューとして利⽤していた標準アプリから、
LINEミニアプリに移⾏してもらえるよう、ユーザーに案内

・LINEミニアプリを使ってデジタル会員証の提⽰やサロン予約できる仕組みを整備

・LINE公式アカウントから予約リマインドや来店のお礼メッセージを⾃動配信

・2021年6⽉以降、旧アプリを使っていた3割強のユーザーがLINEミニアプリに移⾏。
以降も案内を継続する予定

・メッセージの⾃動配信で予約リマインドを⾏ったユーザーの実際の来店率と、来店
のお礼メッセージを送ったユーザーの次回来店率がそれぞれ90％以上を記録
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埼⽟県鴻巣市を中⼼に出店する美容室effaceは、理美容サロン特化型のPOSシステムと、POSに連携して
いる標準アプリを利⽤していました。しかし、標準アプリのアクティブ率に課題を感じて、2021年6⽉よ
りLINEミニアプリを導⼊。同サロン代表の相原佑企⽒（以下、相原⽒）、LINEミニアプリの開発パート
ナーであるエクシードシステム株式会社（以下、エクシードシステム）の坂⽥剛⽒（以下、坂⽥⽒）、
LINEミニアプリの提案・導⼊を担当したLINE株式会社（以下、LINE） ミニアプリ事業企画室Growth企
画チームの橋本純⼀（以下、橋本）に、取り組みの内容や得られた成果について話を聞きました。
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付加価値のあるサービス
提供を⽬指して、LINEミ
ニアプリを導⼊

effaceは地域密着型のサロンと
して、埼⽟県内で美容室やアイ
ラッシュサロンなど現在6店舗を
展開しています。ターゲットは
年齢層を問わず幅広く、客単価
は平均1万円前後。「地元エリア
では⽐較的⾼めの単価ですが、
満⾜いただける質の⾼い施術と
空間を提供している」と、同サ
ロンのオーナースタイリストで
ある相原⽒は話します。

付加価値のあるサロンづくりを
⽬指して、ゆったりとした施術
スペースや個室のシャンプース
ペースのほか、上質な空気感の
照明などインテリアにもこだ
わっているそうです。また、
ユーザーの利便性を⾼めるため
に、デジタルツールの導⼊にも

積極的に取り組んできました。

創業時より、会計時にはタブ

Efface
相原佑企⽒

エクシードシステム
株式会社
坂⽥剛⽒

LINE株式会社
橋本純⼀

レット型端末を使ったPOSレジ
アプリを採⽤。ユーザーとス
タッフ双⽅にとって使い勝⼿の
良いサービスを探し、2019年11
⽉には理美容サロンに特化した
POSシステム「Salon Answer」
を導⼊しました。Salon Answer
は、理美容サロンに求められる
予約状況や顧客情報の管理、売
上やデータの分析などを⼀貫し
て⾏うことができるクラウド
サービスです。Salon Answerを
開発・提供するエクシードシス
テムの坂⽥⽒は、同システムの
特徴を次のように解説します。

「インストール不要のクラウド
サービスなので、どんな場所か
らでもシステム内のすべての機
能を利⽤いただけます。特に、
effaceさまのように複数店舗を
展開している場合の情報管理に
便利で、タブレット端末を使っ
たスマートな会計も可能になり
ます。また、理美容サロンには
⽋かせない電⼦カルテ機能を搭
載しているのも特徴です」（坂
⽥⽒）

effaceでは当初、Salon Answer
のシステムと、POSに連携して
いる標準アプリを使⽤していま
したが、導⼊から約1年半が経っ
たころ、標準アプリのアクティ
ブ率に課題を感じるようになり
ました。そこで、ユーザーに
とってさらに⾝近なツールでコ
ミュニケーションや情報発信を
強化できないかと考え、2021年
6⽉にSalon Answer のLINEミ
ニアプリを導⼊しました。

ユーザーが求めるアプリ
は、“特別感”より“⽇常
的”なもの

Salon Answer のLINEミニアプ
リでは、LINE経由でサロン予約
ができるほか、デジタル会員証
を提⽰でポイント付与されるな
ど、ユーザーメリットのある機
能を多数備えています。相原⽒
はLINEミニアプリを導⼊した経

緯について振り返ります。

「パートナーさまからはよく、

http://www.linebiz.com/jp/
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『⾃社アプリを作りませんか』
とお声がけいただきます。確か
に、⾃社アプリはサロンにとっ
ては特別なものですが、お客さ
まにとってはそこまで重要では
ないように感じるのです。どん
なにリッチな機能を備えたアプ
リでもお客さまに利⽤いただけ
ないと意味がありませんし、そ
のためには特別感よりも⽇常で
使うツールの延⻑にアプリが
あったほうが良い。そこで、利
⽤ユーザーが圧倒的に多く、1⽇
に何度も起動するLINE上でアプ
リを呼び出せるLINEミニアプリ
を導⼊しました。

また、LINEミニアプリはさまざ
まな業界の企業に導⼊されてい
ます。LINEのホーム画⾯で名だ
たる有名ブランドやサービスの
ロゴに並び、effaceのサロンロ
ゴが⼀緒に表⽰されれば、ブラ
ンド価値の向上につながると思
いました」（相原⽒）

LINEの橋本は、「LINEミニアプ
リの導⼊で、サロンさまはより
快適なサービス体験を実現でき
る」と⾃信を⾒せます。

「LINEミニアプリには、⼤きく
3つの特徴があります。1つ⽬は

LINE内でサービスを起動できる
ため、煩雑な情報⼊⼒を省いて
数タップで利⽤を開始できる点。
２つ⽬はLINE内のさまざまな導
線からアクセスできる他、Web
サイトやSNSなどに掲載した
URLリンクやQRコードからもク
イックに起動できる点。3つ⽬は、
LINEミニアプリからサービス予
約やクーポン取得ができるほか、
LINEのトークを使ってユーザー
にリマインドや各種情報の通知
が可能になる点です。

特に、追加でアプリをダウン
ロードいただく必要がないのは、
案内する店舗側の負担軽減につ
ながると確信しています。また、
スマホの機種変更をする時に通
常のアプリは移⾏の⼿間がかか
りますが、LINEミニアプリで

あればそうしたこともありませ
ん。LINEをプラットフォームと
するLINEミニアプリは、ユー
ザー・事業主双⽅にさまざまな
メリットがあると考えていま
す」（橋本）

LINEミニアプリの導⼊から約4
カ⽉が経過し、effaceでは引き
続きSalon Answerの標準アプリ
からLINEミニアプリへの移⾏を
進めています。「QRコードを読
み込むだけで利⽤スタートでき
るので、案内したお客さまのほ

とんどに登録いただいている」
と語る相原⽒。現在の移⾏率は
全体の3割強ですが、今後は
LINEミニアプリへの⼀本化を⽬
指す予定です（実績はefface調
べ）。
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LINE公式アカウントから
来店のお礼メッセージを
送信して、リピート率
90％超

Salon Answer のLINEミニアプ
リは、利⽤開始時にユーザーが
effaceのLINE公式アカウントに
スムーズに友だち追加される仕
組みを導⼊しています（※LINE
公式アカウントの友だち追加に
はユーザーの許諾が必要になり
ます）。

「LINE公式アカウントの活⽤に
ついては模索中ですが、LINEミ
ニアプリの利⽤浸透に伴い、
ターゲットリーチを増やしてい
くことが重要だと考えています。
現在、約400⼈のターゲット
リーチがいるのですが、1,000
⼈を⽬指してLINEミニアプリの
ご案内を続けています」（相原
⽒）

また、LINEミニアプリはPOSシ
ステムと連動しているため、
LINE経由でサロン予約したユー
ザーにeffaceのLINE公式アカウ
ントから予約のリマインドメッ
セージや、来店後にお礼のメッ
セージを⾃動配信しています。
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予約のリマインドをして実際に
来店するユーザーと、来店後に
お礼のメッセージを送って次回
リピートするユーザーは、いず
れも90%を超えています（実績
はefface調べ）。

「現在は、お客さまから送られ
る個別のチャットには返信して
いません。それでも、来店後に
お送りするお礼の⾃動配信メッ
セージに対して、毎⽇のように
『今⽇のヘアスタイル、とても
気に⼊っています︕』といった

喜びの声が届きます。メッセー
ジを直接お届けする⼤切さを再
認識しています」（相原⽒）

Salon AnswerのLINEミニアプ
リはユーザーのサロンでの⽀払
⾦額に応じてインターフェース

を変えるなど、アプリそのもの

の使い勝⼿や魅⼒を⾼めること
にも注⼒するとともに、美容室
で必要とされる機能拡充を⾏っ
ていくそうです。

また、LINEミニアプリの今後の
展望について、「プラット
フォームとしてのさらなる機能
向上を⽬指す」とLINEの橋本は
語ります。

「会員証やサロン予約などの機
能をフックに、美容業界でLINE
ミニアプリの活⽤は広がってい
ます。今後、より便利に使って
いただけるようプラットフォー
ムとしての機能を向上させるほ
か、LINEミニアプリとLINE公式
アカウントを連動させて、LINE
のサービス全体の価値を底上げ
したいです」（橋本）

http://www.linebiz.com/jp/
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effaceの相原⽒は「LINE公式ア
カウントのメッセージ配信や
クーポン配布にも⼒を⼊れ、お
客さまとの関係性をより強化し
たい」と話します。

「今後は店舗ごとにLINE公式ア
カウントを開設して、スタイリ
ストとお客さまが直接コミュニ
ケーションを取れる体制をつく
りたいと考えています。また、
将来的にはLINE上で決済まで⾏
えるようなシステムが構築でき
れば、利便性が⼤きく向上する

はずです。コロナ禍において、
お客さまの来店頻度や店内オペ
レーションに変化があったとし
ても、美容サロンが⼈と⼈との
結びつきによって成り⽴ってい
ることは変わりません。その結
びつきを新しい時代に合わせな
がら、LINEで強めていきたいと
思います」（相原⽒）
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