
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

（様式２－１：単独１事業者による申請の場合） 

経営計画書兼補助事業計画書① 

名 称： 株式会社●●    

＜応募者の概要＞ 

（フリガナ） 

名称（商号または屋号） 

カブシキガイシャ ●● 

株式会社●● 

法人番号（13桁）※１ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

自社ホームページのＵＲＬ 

（ホームページが無い場合は「なし」と記載） 
http://●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

主たる業種 

【以下のいずれか一つを選択してください】 

①（ ○ ）商業・サービス業（宿泊業・娯楽業を除く） 

②（   ）サービス業のうち宿泊業・娯楽業 

③（   ）製造業その他 

④（   ）特定非営利活動法人（主たる業種の選択不要） 

常時使用する 

従業員数※２ 
●人 

＊常時使用する従業員がいなければ、「０人」と記入してください。 

＊従業員数が小規模事業者の定義を超える場合は申請できません。 

資本金額 

（会社以外は記載不要） 
●万円 

設立年月日（西暦） 

※３ 
昭和●年●月●日 

直近１期（１年間） 

の売上高（円）※４ 

●円 

決算期間１年未満の場合： か月 

直近１期（１年間）の 

売上総利益（円）※５ 

●円 

決算期間１年未満の場合： か月 

連

絡

担

当

者 

（フリガナ） 

氏名 

●● ●● 

●● ● ● 
役職 ●● 

住所 
（〒●●－●●） 

●●県●●市●● 

電話番号 ●● 携帯電話番号 ●● 

FAX番号 ●● E-mailアドレス ●● 

代表者の氏名 ●● 
代表者の生年月日（西暦） ●●年●●月●●日 

満年齢(基準日は P.73 別紙参照)        ●●歳 

【以下、採択審査時に「事業承継加点」の付与を希望する、代表者の「基準日」時点の満年齢が「満 60 歳以

上」の事業者のみ記入】 

補助事業を中心にな

って行う者の氏名 
●● 

代表者からみた「補助

事業を中心になって

行う者」との関係 

[右の選択肢のいずれか１

つにチェック] 

 

□①代表者本人 

□②代表者の配偶者 

□③代表者の子 

□④代表者のその他親族 

■⑤上記以外（親族外の役員・ 

  従業員等） 

＊「様式６（事業承継 

診断票）」Ｑ１【 】 

記載の「後継者候補」 

の氏名と同一の者か 

[いずれか一方にチェック] 

□①「後継者候補」である 

⇒追加資料の添付が必要 

(公募要領 P.51 参照) 

■②「後継者候補」でない 

（日本商工会議所・補助金事務局からの書類の送付や必要書類の提出依頼等の電話・メール連絡は、全て「連絡担当者」宛てに

行います。補助金の申請内容や実績報告時の提出書類の内容について、責任をもって説明できる方を記載してください。電話番

【日本商工会議所提出用】 



 

号または携帯電話番号は必ず記入をお願いします。FAX 番号・E-mail アドレスも極力記入してください。） 

※１ 法人の場合は、法人番号を記載してください。個人事業主は「なし」と明記してください。マイナンバー（個人番号（12

桁））は記載しないでください。 

※２ 公募要領Ｐ. 30 の２．（１）②の常時使用する従業員数の考え方をご参照のうえ、記入してください。なお、常時使用す

る従業員に含めるか否かの判断に迷った場合は、地域の商工会議所にご相談いただけます。 

※３ 「設立年月日」は、創業後に組織変更（例：個人事業者から株式会社化、有限会社から株式会社化）された場合は、現在 

の組織体の設立年月日（例：個人事業者から株式会社化した場合は、株式会社としての設立年月日）を記載してください。 

 ＊個人事業者で設立した「日」が不明の場合は、空欄のままで構いません（年月までは必ず記載してください）。 

※４ 「直近１期（１年間）の売上高」は、以下の記載金額を転記してください。 

    ・法人の場合： 「損益計算書」の「売上高」（決算額）欄の金額 

    ・個人事業者の場合： 「所得税および復興特別所得税」の「確定申告書」第一表の「収入金額等」の「事業収入」欄、 

または「収支内訳書・１面」の「収入金額」の「①売上（収入）金額」欄、 

もしくは「所得税・青色申告決算書」の「損益計算書」の「①売上（収入）金額」欄の金額 

※５ 「直近１期（１年間）の売上総利益」は、以下の記載金額を転記してください。 

    ・法人の場合：「損益計算書」の「売上総利益」（決算額）欄の金額 

    ・個人事業者の場合：「収支内訳書・１面」の「⑩差引金額」欄または「所得税・青色申告決算書」の「損益計算書」の 

「⑦差引金額」欄の金額 

   ＜注（※４、※５共通）＞ 

①設立から１年未満のため直前決算期間が１年に満たない場合は、直前期の決算額の下に、決算期間（月数）を記載 

してください（例えば個人から法人成りした後、１年に満たない場合も、法人としての決算期間で記載）。 

     ②設立から間がなく、一度も決算期を迎えていない場合は、「売上高」・「売上総利益」は「０円」と記載するととも 

に、「決算期間（月数）」欄も「０か月」と記載してください。 

＜確認事項＞ 

本事業の補助対象者として申請する場合は、下記の項目についてご確認下さい。 

＜法人のみが対象＞ 

資本金又は出資金が 5 億円以上の法人に直接又は間接に 100％

の株式を保有されていないこと 

□該当する 

（該当する場合は応募で

きません） 

■該当しない 

 

株主名簿の提出又は、出資者と出資比率を記載してくだ

さい。（記載例：出資者の名称○○、出資比率▲▲％） 

※注・出資者については、株式を保有する方の全員（全社）分の名称お 

よび出資比率をご記載ください。 

出資者の名称（※） 出資比率（※） 

●● 

●● 

 

 

 

●％ 

●％ 

 

 

 

 

＜全ての事業者が対象＞ 

過去３年のうち課税所得額は 15 億円超の年がある。 

（課税所得が 15 億円超の年がある場合は、過去３年分の課税

所得額を記載してください。） 

注・上記への該当の有無の確認のため、必要がある場合には、納税証明書等の

提出を求めることがあります。 

□該当する 

（過去 3年間の課税所得額

を記載してください） 
■該当しない 

（いずれも 15 億円以下） （ 前 年 ）   億円 

（2 年前）   億円 



 

 

（3 年前）   億円 

＜全ての事業者が対象＞ 

「申請を希望する回の受付締切日の前 10 か月以内に令和元年度補

正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>の採択・交付決定を受

け、補助事業を実施している（した）事業者か否か」 

注・受付締切日の前１０か月以内に、先行する受付締切回で採択を受けて、補助事

業を実施した（している）者は申請できません（共同申請の参画事業者の場

合も含みます）。P64【参考８】再度申請が可能となる事業者をご参照下さ

い。 

  

 

□補助事業者 

である 

（該当する場合は応募で

きません） 

 

■補助事業者 

でない 

 (10 か月以内に採

択・交付決定を受け

ていません) 

<全ての事業者が対象> 

「申請を希望する回の受付締切日の前 10 か月以内に令和２年度補

正予算 小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>の採択・交

付決定を受け、補助事業を実施している（した）か否か」 

注・受付締切日の前１０か月以内に、先行する受付締切回で採択を受けて、補助事業

を実施した（している）者は申請できません（共同申請の参画事業者の場合も含

みます）。P64【参考８】再度申請が可能となる事業者をご参照下さい。 

 

 

□実施してい 

 る 

（該当する場合は応募で

きません） 

 

■実施してい 

ない 

（10 か月以内に採

択・交付決定を受け

ていません) 

＜全ての事業者が対象＞ 

補助対象事業として取り組むものが、「射幸心をそそるおそれがあ

る、または公序良俗を害するおそれがある」事業（公募要領Ｐ．34

参照）か否か。 

□該当する 

（該当する場合は応募で

きません） 

■該当しない 

＜全ての事業者が対象＞ 

採択審査時に以下の政策加点の付与を希望するか（重複可）。 

希望する場合は、以下の欄を記載すること。 

 

□希望する 

 

■希望しない 

 
政策加点項目 

該当者チェッ

ク 
加点条件 

１．賃上げ加点（いずれか一つを選択してください） 

 

 

  

 

①給与支給総    

 額増加 

 

□ 補助事業完了後の１年間において、給与支給総額を１年で１．５％以上増加させる計

画を有し、従業員に表明していること（被用者保険の適用拡大の対象となる小規模事

業者が制度改革に先立ち任意適用を受けている場合は、１年で１％以上増加させる計

画）。従業員に表明した文書の写し等を添付。 

②給与支給総

額増加 

□ 補助事業完了後の１年間において、給与支給総額を１年で３．０％以上増加させる計

画を有し、従業員に表明していること（被用者保険の適用拡大の対象となる小規模事

業者が制度改革に先立ち任意適用を受けている場合は、１年で２％以上増加させる計

画）。従業員に表明した文書の写し等を添付。 

③事業場内最 

低賃金引

き上げ 

□ 補助事業完了から１年後、事業場内最低賃金（事業場内で最も低い賃金）を地域別最

低賃金＋３０円以上の水準にする計画を有し、従業員に表明していること。従業員に

表明した文書の写しを添付。 



 

 

 

④事業場内最 

 低賃金引き 

上げ 

□ 補助事業完了から１年後、事業場内最低賃金（事業場内で最も低い賃金）を地域別最

低賃金＋６０円以上の水準にする計画を有し、従業員に表明していること。従業員に

表明した文書の写しを添付。 

２．事業承継加点 □ 基準日時点の代表者の年齢が満６０歳以上の事業者で、かつ、後継者候補の者が補助

事業を中心になって行うとして、経営計画「４－２．」（事業承継の計画）を記載して

いること。事業承継診断票（様式６）および「代表者の生年月日が確認できる公的書

類」「後継者候補の実在確認書類」のそれぞれ写しを添付。（基準日はＰ.73 別紙参照） 

３．経営力向上計 

画加点 

□ 基準日までに経営力向上計画の認定を受けていること。認定書の写しを添付。（基準

日はＰ.73 別紙参照） 

これまでに実施した以下の全国対象の「小規模事業者持続化補助金」（※被災地向け公募事業を除く）の補

助事業者に該当する者か。（共同申請で採択・交付決定を受けて補助事業を実施した参画事業者も含む。） 

「補助事業者である」場合、応募時に、該当回の実績報告書（様式第８）の写しの提出が必須です。 

＜第１回～第７回受付締切分に応募の場合のみ＞ 

（１）平成２９年度補正予算事業のうち【全国向け公募】で、持続化補助金の採

択・交付決定を受け、補助事業を実施した事業者か否か。 

 

□補助事業 

者である 

 

■補助事業 

者でない 

＜第１回～第７回受付締切分に応募の場合のみ＞ 

（２）平成３０年度第２次補正予算事業のうち【全国向け公募】で、持続化補助

金の採択・交付決定を受け、補助事業を実施した事業者か否か。 

 

□補助事業 

者である 

 

■補助事業 

者でない 

＜第１回～第７回受付締切分に応募の場合のみ＞ 

（３）令和元年度補正予算小規模事業者持続化補助金【一般型】で、持続化補助

金の採択・交付決定を受け、補助事業を実施した事業者か否か。 

 

□補助事業 

者である 

 

■補助事業 

者でない 

＜第１回～第７回受付締切分に応募の場合のみ＞ 

（４）令和 2 年度補正予算小規模事業者持続化補助金【コロナ特別対応型】で、

持続化補助金の採択・交付決定を受け、補助事業を実施した事業者か否か。 

 

□補助事業 

者である 

 

■補助事業 

者でない 

（上記のいずれかで「補助事業者」に該当する方のみ） 

それぞれ該当する回の補助事業での販路開拓先、販路開拓方法、成果を記載した上で、今回の補助事 

業との違いを記載してください。（共同申請による実施は、代表事業者名を明示のこと） 

 

 



 

＜経営計画＞【必須記入】 

<経営計画>及び<補助事業計画>(Ⅱ.経費明細表、Ⅲ.資金調達方法を除く)は最大 8 枚程度までとしてください。 

１．企業概要 

【企業概要】 

会社名：株式会社●● 

代表者名：●● 

所在地：●●県●●市●● 

業種：美容室運営 

創業：昭和●年●月 

従業員数：●人 

沿革： 

昭和●●年 ●●市にて創業 

平成●●年 ●●を開始 

平成●●年 後継者候補として、●●が入社 

平成●●年 ●●が代表取締役に就任 

 

【当社のこれまでの取り組みや実績】 

（１）●●美容室部門 年間売上●●百万円 

主なサービス：●● 例）パーマ、カラー、トリートメント、カット 

独自のサービス：●● 例）カラー会員（主に白髪染めの方の会員制度）、オゾンパーマ、良

草カラー 

店舗： 

●●（店舗名） ●●県●●市●● 

 

ここから、今回の補助事業に関係する、直営美容室部門について詳細に書きます 

 

【現在の経営状況】 

●店舗別売上推移（3年）                    (単位：千円) 

店名 2018年●月期 2019年●月期 2020年●月期 2021年●月期

（予） 

●● ●●,●●● ●●,●●● ●●,●●● *●●,●●● 

 

●客数と技術単価の推移（3年） 

 2018年 

●月期 

2019年 

●月期 

2020年 

●月期 

2021年●月期

（予） 

客数   （人） ●,●●● ●,●●● ●,●●● ●,●●● 

 うち新規客数 （人） ●●● ●●● ●●● ●●● 

技術単価  （円） ●,●●● ●,●●● ●,●●● ●,●●● 

 

●売上・利益推移（3年）                      (単位：千円) 

 2018年●月期 2019年●月期 2020年●月期 2021年●月期

（予） 

◀️店舗写真 

◀️スタッフ写真 



 

売上高 ●●,●●● ●●,●●● ●●,●●● ●●,●●● 

売上総利益額 ●●,●●● ●●,●●● ●●,●●● ●●,●●● 

営業利益額 ●,●●● ●,●●● ●,●●● ●,●●● 

 

●●（売上・利益推移の具体的要因） 

 

例）出店があった分、合計売上は増加しているが、既存店ベースでは売上は横ばい〜微増 

2021年 4月期についてコロナの影響を受け、客数を伸ばせなかった、新規も減少 

スタッフを増員しているため営業利益は減収になる予測 

幸いパーマやケアメニューへのニーズは引き続き高く、単価は微増できているので、スタッフ

人数に見合う集客ができれば売上増加ができると考える 

コロナの影響が長期化する中、お客様に安心してご来店いただける体制をつくり、新規集客と

再来店を促す必要がある 

 

【経営課題】 

➀●● 

➁●● 

➂●● 

例）①安心して通える美容室というアピール ・・コロナ感染予防対策の実施と発信 

②差別化 MENUの強化 ・・他店にない MENUの強化 

③新規集客をはかるための広告・プロモーション 

 

２．顧客ニーズと市場の動向 

【顧客ニーズ】 

●● 

 

例）当店の顧客層は 50代以上で約 2/3を占め、地元の中高年層を獲得している。また白髪染

めをする同年代向けに「カラー会員制度」を設けてい

る。この制度は１年会員 23000円（税別）をいただく

と、1年間カラー施術が無料になるというものだ。このカ

ラー会員比率が 70％以上になり、毎月来店される固定客

をつくれている 

 

地方で人口減少が進むが、段階ジュニア世代が 40代後半

となり、ここを中心に白髪染めニーズは引き続き高く増

加している （株）リクルートライフスタイル 2020年

白髪調査より 

 

 さらにエイジングによる髪の悩み（薄毛・つや・くせ・ボリュー

ム）が増しパーマやトリートメントなどへのニーズも高まる 

 

しかし一方でこの世代は新規集客が難しく、コロナ感染予防意識も高い 



 

グラフは「サロンワークのための衛生管理」（著：

上原由紀：髪書房）から引用 この調査によると

コロナによりサロンを変えた・変えようと思って

いる人が 14％いる 

さらに約 7割の人はサロンの感染予防を何かしら

の形で事前確認している 

 

今後、●●（例：当店の強みのカラー会員制度と

パーマやトリートメントを提案していくこと、そ

してコロナの安全対策をアピールしていく必要を

強く感じている） 

 

【市場規模・市場動向】 

美容室の件数は２６万件で毎年微増、しかし市場規模は１.６兆円で毎年０.５％ほど縮小し

ている。人口減少、高齢化、競争による単

価ダウンにより、市場は縮小しているが、

独立する人が多いことから、小規模１人や

２人で運営する美容室が増えている。 

またリーズナブルな専門店の出店が多くな

り客数が減る状況下で、昨年コロナの影響

を受け、ギリギリで運営している美容室が

多い、廃業や倒産も増え始めている 

  

小規模でも差別化できる経営戦略、生産性を高める仕組み、コロナも含めた顧客ニーズをと

らえ変化対応していくマーケティングが必要になっている 

 

【競合他社の状況】 

どのエリアでも美容室件数が多く飽和状態だ

が、その中でも最近の傾向は、カット専門

店、カラー専門店といったリーズナブルな専

門店増加が顕著なこと。 

例えば、丸亀製麺が資本参加した、ヘアカラ

ー専門店 fufuは 8年で 100店舗を超え、業

界大手アルテサロンホールディングスが手が

けるカラー専門店「Choki Peta」は現在では 65店舗以上に急拡大している カラー専門店と

の差別化が必要 

 

 カラー専門店 当店 

内容 評価 内容 評価 

価格（カラー） 部分染め 2400円 

全体染め 3400円〜 

◎ 通常は 6000円だが、会員にな

ると１回あたり 1700円ほど 

◎ 

価格（カラー以外） カラー以外もあるがいずれも安 ◎ プラスメニューをすることで結果 △ 



 

い 7,000円〜9,000円程度 

技術 カラーしかできないお客様の細

かな要望にこたえられない 

△ パーマ、トリートメント、カットまで

幅広く 

○ 

ダメージ 簡単に早く染まれば良いというス

タンス 薬剤も同様の考え 

△ 毎月染める方でも痛まない薬剤

選定と技術 

◎ 

コミュニケーション 回転数を高めるため、コミュニケ

ーションは少なめ 

△ カウンセリングと提案に時間をか

ける トレーニングもあり 

○ 

商品販売 ほとんどなし × お客様にあった商品提案 ○ 
 

３．自社や自社の提供する商品・サービスの強み 

【当店の強み・他社より優れている点】 

当店ではターゲットを●●と定め、 

➀●● 

➁●● 

➂●● 

を差別化ポイントとして、●と●に力を入れている。 

（強み詳細） 

 

例）当店ではターゲットを「40代以上の髪の白髪・ハリ・ツヤ・コシ・ボリュームに悩みを

持ちオシャレに自己投資する女性」と定め、 

①パーマ ・・・ ボリュームアップ、若返り、質感アップ、手入れのしやすさ 

②ダメージレス ・・・ 毎月染めても髪が痛まない 

③時間 ・・・ 待たない、時間通り終わる 

を差別化ポイントとしてスタッフを教育し、販促に力を入れている 

単に白髪が染まるだけなら安い専門店で良いかもしれないが、オシャレにこだわる女性、い

つも綺麗で若々しくいたい女性に、カラー以外の満足を提供していく 

 

【お客様に評価されている点】 

当店のお客様にアンケートを実施した結果が以下の通りである 

実施時期 20●年●月〜20●年●月 

 

Q1．当店を利用する主な理

由は何か？ 

件数 割合 

立地、店内環境 ● ●％ 

価格 ● ●％ 

技術レベル ● ●％ 

接客やサービス ● ●％ 

時間がかからない ● ●％ 

コロナ感染予防策 ● ●％ 

その他 ● ●％ 

 ● 100％ 
 

Q1．当店で満足している

MENUは何か？ 

件数 割合 

カラー ● ●％ 

パーマ ● ●％ 

トリートメント ● ●％ 

カット ● ●％ 

ヘッドスパ ● ●％ 

その他 ● ●％ 

 ● 100％ 

４．経営方針・目標と今後のプラン 



 

【今後の経営の方向性】 

前述の顧客ニーズ、市場動向を踏まえ、当店の武器であり強みである「●」を最優先に取り

組む そのためには●が必要 

 

●●（具体的取り組み内容） 

 

例）前述の顧客ニーズ、市場動向を踏まえ、当店の武器であり強みである「カラー会員」の

増加を最優先に取り組む そのためには新規獲得が必要 

そしてカラー会員様にパーマやケアメニュー、商品販売を行うことで単価も上げ売上拡大を

目指す 

新規獲得には、コロナの長期化を前提に感染予防策の強化とそのアピールも必要 

具体的な取り組みは以下の通り 

 

①感染対策の強化とオゾン機の購入（補助対象事業） 

②上記施策とともに、新規向けキャンペーンを用意しチラシの作成・配布を行う 

③ホームページ、SNSでの情報発信 

④上記オゾン機は施術でも使えるため、当店の差別化 MENUとしてオゾンパーマ、オゾントリ

ートメントを強化する 

具体的な取り組みの実施時期 

 実施時期 

 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 

①感染予防強化オゾン活用         

②新規キャンペーン         

③ホームページ SNS発信         

④オゾンを使った MENU強化         

 

【今後の経営目標】 

①定量目標 

 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 

目標売上 （千円） ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● 

新規集客数 （人） ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● 

会員人数  （人） ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● 

 

②定性目標 

（１）●● 

（２）●● 

（３）●● 

 

例） 

（１）当店の認知度向上 

 当店の感染予防策と差別化メニュー、技術やサービスへのこだわりを広く、ポスティング

チラシ、ブログ、SNSを活用し、来店の魅力度向上を図る 



 

（２）地域に愛される美容室としてブランディング 

 中高年のターゲット層の顧客に喜んでいただけるサービスの徹底、たとえば誕生日プレゼ

ントやキャンペーン立案など さらに地域貢献活動を行なっていき、地域で口コミで評判に

なる美容室を目指す 

（３）会員・常連客の満足度向上 

 新規が増えても、現在のカラー会員・常連客が失客しないように、技術・サービスともレ

ベルアップを図る 

 

４－２．事業承継の計画【採択審査時に「事業承継加点」の付与を希望する事業者のみ記入】 

「事業承継加点」の付与を希望する場合には、以下の３項目すべてについて、いずれか一つを

チェックするとともに、地域の商工会議所から交付を受けた「事業承継診断票」（様式６）を添

付すること。なお、事業承継には、事業譲渡・売却も含まれます。 

（１）事業承継の目標時期 □①申請時から１年以内 □②１年超５年以内 □③５年超 

（２）事業承継内容（予定） □①事業の全部承継 □②事業の一部承継（業態転換による一部 

事業廃止含） 

（３）事業承継先(予定)  □①親族 □②親族以外（□(ⅰ)親族外役員・従業員、□(ⅱ)第 

三者（取引先等）） 

＜補助事業計画＞ 

Ⅰ．補助事業の内容 

1．補助事業で行う事業名【必須記入】（30 文字以内で記入すること） 

●● 

例）コロナでも安心、いつまでもキレイを約束する美容室が地域を元気にする！ 

2．販路開拓等（生産性向上）の取組内容【必須記入】（販路開拓等の取組内容を記入すること） 

【補助事業を行う理由】 

➀●● 

➁●● 

 

例） 

①コロナで失った顧客を増やすため新規獲得が必要であるから 

コロナの拡大がはじまった 2020年 4月〜6月に、予約客のみの営業、時短営業を行い、既存

顧客を失ってしまった。売上を戻しさらに伸ばすためには新規集客が必要になると考えた 

 

②他店との違いを明確にし、地域に発信する必要を感じたから 

 美容室の増加、リーズナブルな専門店が増加していることもあり、他店との明確な差別化、

ウリになる MENUそして当面はコロナ感染予防策をアピールし、新規顧客への来店魅力土をあげ

る必要があると考えた 

 

【補助事業で行う販路開拓方法の具体的内容】 

●● 

 

例）当店の武器であり強みである「カラー会員」の増加を最優先に取り組む そのためには新

規獲得が必要 そしてカラー会員様にパーマやケアメニュー、商品販売を行うことで単価も上



 

げ売上拡大を目指す 

新規獲得には、コロナの長期化を前提に感染予防策の強化とそのアピールも必要 

具体的な取り組みは以下の通り 

➀●● 

➁●● 

➂●● 

 

例） 

①感染対策の強化とオゾン機の購入（補助対象事業） 

2020年 5月奈良県立医科大学発表「オゾンによるコロナ不活化を確認」 

2020年 8月藤田医科大学医学部発表「低濃度オゾンでもコロナ不活化」 

このニュース発表後オゾンへの注目度が高まっている 

 

              

 

美容室の通常の感染予防に加え、空間除菌を毎日実施していることをお客様にアピールするこ

とで、他店と差別化しかつ安心してご来店いただけるようにする 

特に当店のターゲット層が中高年になるので感染予防策はより高めるべきと考える 

 

 

 

②上記施策とともに、新規向けキャンペーンを

用意しチラシの作成・配布を行う 

新規の方限定、カラー、パーマ施術を 20％OFF

でお試ししていただく。一度施術を受けてもら

えれば他店との違いを実感し、カラー会員に入

会いただけると考える 

 

③ブログ、SNSでの情報発信 

コロナ対策を調べる顧客が多いこと、またコロナで近所で美容室を探している方が多いことを

ふまえ、情報発信を週に３回以上行っていく 

新規の方にイメージしやすいように、スタイル写真を増やしていく それに合わせて、新規向

けのキャンペーンをつくる 

コロナ感染対策も写真で、見せることが安心感につながると考える 

 

◀️オゾン発生機 

「レボナイザーURNX」 

美容室専用「空間除菌

＋施術」で使用できる 

産経新聞▶️ 

2020.8.26 

チラシイメージ▶️ 

感染予防策とウリ MENU 

◀️店頭掲出用タペストリー 

オゾンで空間除菌 PR 

 

写真 



 

④上記オゾン機は施術でも使えるため、当店の差別化 MENUとしてオゾンパーマ、オゾントリ

ートメントを強化する 

   

オゾンパーマは全顧客の●％が目標、オゾントリートメントは全顧客の●％を目標にする 

結果技術単価が●円にできる 

 

【当店の強みを生かした取り組み】 

●● 

 

例） 

先般、当店の固定客を対象に実施したお客様アンケートの結果、それとお客様の口コミ評価を

分析すると以下の項目が高い評価を得ていることがわかった 

（１）パーマ、カラーの利用が多く、その技術レベルが高いこと 

（２）スタッフの接客が親しみやすく提案力を評価いただいていること 

（３）トリートメント、ヘッドスパの利用も多くケアメニューに満足いただいていること 

逆に、評価の低い、改善の必要な点として 

（１）コロナ感染予防策、店内環境の改善 

（２）少数ながらも髪がいたんだ、良さが実感できないという意見もある 

ということで、強みを伸ばし、弱点を補うためにオゾンを用いた感染予防策と、パーマ・トリ

ートメントメニューのアピールをすることで、コアファンになりうる新規獲得を増やしていく 

 

【これまでの当店の取り組みと異なる点】 

●つの点がこれまでと異なる 

（１）●● 

（２）●● 

例） 

（１）一般的なコロナ感染予防策は行なっているが、空間除菌までを行う点 

（２）新規顧客に一律値引きはしていたが、競合差別化でき満足度の高いパーマ、カラーに特

化した新規限定 MENUをつくることで、当店のファンになってもらう＝会員になってもらう 

初回の満足度が高いほどその可能性が高いと考える 

 

【積算の透明・適切性】 

●● 

例）補助事業対象にするオゾン発生機は、株式会社レボルの商品である 

写真 写真 



 

美容室向けで空間除菌が可能、かつ、MENUの施術でも使えるオゾン機は他社にはないもの 

（同社はオゾン機について 30年以上の販売実績があるが、空間除菌ができる商品 URNXが 2021

年 3月に新発売されたばかり）この機械を購入したいと考えている 

 

【補助事業を遂行するために必要な能力】 

●● 

例）補助事業を遂行するために必要な資金は、すべて自己資金で対応可能である 

 

【創意工夫している点や特徴】 

●● 

例）小規模な店舗だからこそ、差別化が必要 

オゾンを空間除菌でも、MENUとしても使用している美容室は近隣になく、大きく差別化でき集

客につなげられると考える 

3. 業務効率化（生産性向上）の取組内容【任意記入】 

＊公募要領 P.33 に該当する取組を行う場合は本欄に記入します。特になければ本欄は空欄のままご提出ください。 

4．補助事業の効果【必須記入】 

＊販路開拓等の取組や業務効率化の取組を通じて、どのように生産性向上につながるのかを必ず説明してください。 

【補助事業が効果に結びつく理由】 

●● 

例）コロナで減ってしまった顧客をとりもどすため、ターゲットである 40代以上の新規集客が

優先課題。中高年齢層が重要視するであろうコロナ対策において安心安全を明確に発信でき、

当店の良さがわかりやすい MENUをお試しいただけることで、リピートしやすく常連化につなが

ると考える 

 

【補助事業の効果】 

①定量的効果 補助事業における増加分              （単位：千円） 

  １年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 

期待できる売上総額  ●●  ●●  ●●  ●●  ●● 

感染予防強化オゾン活

用・新規キャンペーン 

新規獲得による売上額 

※１ 
 ●●  ●●  ●●  ●●  ●● 

差別化 MENU強化 

ブログ SNS発信 

新規が固定化することで

の売上額 ※２ 
 ●●  ●●  ●●  ●●  ●● 

※１ ●● 例）新規増加分（総客に対して 2％分）×単価 6,000 円で計算 

※２  ●● 例）※1 の新規客のうち、半分が固定客になり年間 6 回来店×単価 6,000円で計算 

 

②定性的効果 

（１）●● 

（２）●● 

（３）●● 

※【今後の経営目標】で記載した定性目標の内容でも良い 



 

 

例） 

（１）当店の認知度向上 

 当店の感染予防策と差別化メニュー、技術やサービスへのこだわりを広く、ポスティングチ

ラシ、ブログ、SNSを活用し、来店の魅力度向上を図る 

（２）地域に愛される美容室としてブランディング 

 中高年のターゲット層の顧客に喜んでいただけるサービスの徹底、たとえば誕生日プレゼン

トやキャンペーン立案など 地域で口コミで評判になる美容室を目指す 

（３）会員・常連客の満足度向上 

 新規が増えても、現在のカラー会員・常連客が失客しないように、技術・サービスともレベ

ルアップを図る 

 

【補助事業が持続的な経営に貢献する理由】 

●● 

例）コロナによる失客を取り返すため、新規集客が優先課題である 

しかし、今まで通りの新規集客策では、人数も不足であり、コアファンの獲得いたらない。こ

の補助事業により新規増客とコアファンの獲得を目指す 

 

【補助事業終了後の将来の見通し】 

●● 

例）今回の補助事業により新規獲得がすすめば、安定した売上の土台をつくることができる。

もちろんその顧客の固定化、さらに単価アップという課題も同時並行で進める 

集客ノウハウが蓄積し、当店の認知アップ、ブランド力アップが図られ、補助事業終了後も新

規獲得数が安定できると考える 

 

【他の小規模事業者のモデルとなる取り組み】 

●● 

例）今回の補助事業は、当店にとって初めて取り組む「競合差別化を念頭にした」新規客獲得

のための事業活動であり、同様な小規模美容室は多い。 

競合優位性を磨き新規獲得をすることが自軸的な経営を実践する小規模事業者の事業成長モデ

ルである 

 

【地域経済の発展につながる取り組み】 

●● 

例）この補助事業を通じて新規客獲得を伸ばすことで、当店の安定的な経営が図られる。 

また中高年女性がいつも笑顔で元気でいることをお手伝いし、地域の活力となる美容室となっ

ていきたいと考えている 

 

※経営計画・補助事業計画等の作成にあたっては商工会議所と相談し、助言・指導を得ながら進めることができます。 

※採択時に、「事業者名称」および「補助事業で行う事業名称」等が一般公表されます。 

※各項目について記載内容が多い場合は適宜、行数・ページ数を追加できます。 


