
エステサロンの
顧客管理を簡単に。

サロンワークの効率化
×

売上UPを実現

顧客管理システム-A’staff
開発元
株式会社アライド・システム
販売店
株式会社グランキャスト



・A’staffについて P3～

・オプションについて P22～

・ハード構成について P26～

・導入の流れ P27～



A’staffとは

＝業務効率化×売上向上を実現するPOSシステム

豊富な搭載機能
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WEB/DBサーバー

サービス全体図

データセンター

店舗 本社お客様

・自動メール配信
・WEB予約
・お客様マイページ

・予約/会計
・勤怠
・売上/顧客管理
・在庫管理

WEB本社システム

・売上一括管理
・顧客/ｽﾀｯﾌ情報管理
・全店分析
・各種ﾒﾝﾃﾅﾝｽ
※ﾘｱﾙﾀｲﾑに閲覧可能。

ディーラー

経理

・受注管理
・伝票発行

・データ連携
・勘定/経理システム

※標準ご提供範囲
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A’staffが選ばれる理由

01.予約～会計の連動性

02.業界No.1の分析

03.発展性・拡張性



01.予約～会計の連動性

予約～会計を中心にサロンワークすべてに連動したシステム。

予約～会計、勤怠など日常業務に
必要な機能はすべて連動していま
す。予約表や顧客カルテなど知り
たい情報が簡単に登録・呼出がで
きます。

日常業務を行うだけで、豊富なデー
タが蓄積され、様々な集計として出
力されます。

売上日報/月報、担当別売上など

予約管理 顧客管理 会計処理 集計

分析・DMアプローチ

蓄積されたすべてのデータから、様
々な分析が可能になります。各種分
析機能には、DM機能が搭載されて
いるため、より的確・高度なDMア
プローチが実現します。
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データ蓄積/出力

各種データの連動によってフロントワーク効率化と、より高度な売上分析・DMアプローチが実現します。

勤怠管理 商品管理



02.業界No.1の分析力
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いかに早く、簡単に、知りたい情報が得られるか。

【売上ロジックツリー】
売上をブレイクダウン。サロン/スタッフ
の売上は何に支えられているのか。強いサ
ロンになるために、何をすべきかを分析。

【実績評価グラフ】
サロン/スタッフの成果・課題をより直
感的に。リピーターは獲得できている
のか。サロンは成長できているのかを
分析。

【紹介者ツリー】
ひとりのお客様から、いったいどれだ
けの紹介者が生まれているか。お客様
の関係性を可視化。

売上分析 スタッフ分析 顧客分析 商品分析 など

A’staffは豊富な分析機能によって、『明日、何をすべきか』を明らかにします。



03.発展性

日々、バージョンアップを行っています。
A’staffの誕生から今年で25年。

システムは常に進化するべきもの。現在でも、日々ユーザー様の要望をもとにバージョンアップを行っております。
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2012 2013 2014

・実績評価グラフ
・新消費税対応
・中区分分析
・新再来店向上分析
・既存来店動機登録
・セットメニューのレイアウト
・月次処理/バックアップの効率化
・マニュアル機能

・WEB予約連動
・売上ロジックシート
・新エステ仕様
・DMラベルサイズ追加
・予約登録機能アップ
・asmobiメール機能アップ
・ECサイト機能追加

・売上ロジックツリー
・次回予約獲得集計表
・予約キャンセル集計表
・A’staff新デザイン追加
・次回予定日機能追加
・予約表機能アップ
・売上回数分析機能アップ



画面イメージ

1.予約表

2.予約画面

3.会計画面

4.顧客管理画面

5.CTI機能

6.エステ仕様
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1.予約表

予約は
1.部屋ごとに時系列で管理できます。
2.色で担当スタッフを把握できます。
3.誤って重複予約できないようにできます。

2.

3.
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2.予約登録

予約登録は

1.お客様の情報を呼出し(名前・TEL・顧客Noから)

2.コース・メニュー、担当者を選択するだけ。

もちろん過去の担当者やコース・メニュー、
商品購入履歴まで確認できます。

会員区分も登録できます。

さらにリライトカードを使えば、

カードを読み込むだけで顧客情報が表

示されます。

※デザインはイメージです。
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3.会計処理

【効率化】
会計内容を事前に入力し、
保存しておく機能になります。
会計の効率化はもちろん、空いた時間
に、次回予約のオススメも。

【値引】
単品でも一括でも行うことができます。
さらに値引対象外コース・商品を個別に設定可。

【ポイント】
ポイント調整も2倍、3倍など、様々に設定できます。

【お支払い方法】
現金・カード・コースと幅広く対応。
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4.顧客管理

【顧客管理】
来店履歴や会員区分、誕生日などはもちろん、会話メ
モや趣味/嗜好など、接客する上で必要となる項目をす
べて管理できます。

【カルテ】
カルテには写真を登録しておくことができます。
登録された写真は、日付ごとに保存しておくことが
できます。
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5.CTI機能
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【CTI機能】
電話番号が登録されたお客様からの電話着信の際、
顧客名や前回来店時の情報が画面上に表示されます。
本機能によって、電話応対の品質・速度は、大幅に
向上します。

[予約登録]をおせば、そのまま予約登録ができます。
また、対応できなかった着信も履歴から確認すること
ができます。



6.エステ仕様

【掛売管理】 【コース利用】
【コース集計表】

A‘staffでは、コースの契約/販売、来店処理/残数管理が行えます。掛売登録にも対応し、
ご入金/残金もシステムでしっかりと管理することができます。

15



A’staffには、単なるPOSではない売上向上の仕組みがあります。
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問題発見ツール

売上・再来店率・客単価・顧客層、店舗のすべてをグラフ化。
⇒現状把握&課題発見までの負担を劇的に軽減します。
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紹介者ツリー

ひとりのお客様から、いったいどれだけの紹介者

が生まれているかご存知でしょうか。

お客様同士のつながりを把握することで、売上や

来店回数とは違った視点からのアプローチが可能

になります。

あるサロン様の場合、たったひとりのお客様から

の紹介で累計100万円以上の売上がありました。
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顧客動向分析

売上×最終来店日で顧客を25段階にランク付けします。

この分析だけで優良顧客～失客防止まで幅広く対応でき

ます。

【活用例】

1.ランクA1のお客様へゴールド会員キャンペーンの案内

2.来店時のDM提示⇒会員登録で会計5％OFFやプレゼントなど

※顧客ランクは予約~会計画面にも表示。

会員区分ごとに自動値引が設定できます。

※値引率は事前に設定できます。

顧客ランクの推移は毎月、レベルUPとDOWNに集計され、店舗運営の

成果がダイレクトに表れます。

毎月何人の顧客を、レベルUPさせるか、目標設定にも活用できます。
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再来店向上分析

リピーターはスタッフ or サロン or メニューどこについているのか分析できます。

分析

お客様がなぜリピートしてくださるのか、ご存知でしょうか?

再来店率を様々な角度から分析することで、お客様がどこにロイヤリティを感じているのかを把握することができます。
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基本・応用検索

様々な条件から顧客のリストアップ＆アプローチができます。
客単価UPのコツはNOT検索「～をまだしていない人」を探し出すことです。

リストアップ

ヘッドスパ比率が15％UPした活用例

1.分析で[ヘッドスパ]×[パーマ]の組合せ比率が多いことが判明。
2.[パーマ施術あり]×[ヘッドスパ施術なし]の顧客をリストアップ。
3.DMで定期的にPR。

【結果】ヘッドスパ比率が15％前後⇒30%近くまで上昇しました。
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-オプション-

1.WEB本社システム

2.メール配信

3.WEB予約



1.本社機能
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各店舗のデータを一元管理。複雑な歩合計算や高度なマーケティング分析など
これまで最も手間のかかった作業を効率化。
いつでも、どこでも、iPadで。

WEB本社システム

1.データの一元管理&高度な分析
例えば、全店舗の売上を分解＆3年比較、今月の売上予測など
経営を強力にサポートする機能が充実。さらに、各種分析から
はそのままDMアプローチが可能です。

2.基幹システム連動
今まで最も手間のかかった歩合計算やディーラーとの受発注を
システム化。本社管理の見えないコスト-人件費-を削減。

3.セキュリティ体制
各IDごとに権限を制限。顧客個人情報の保護、自店舗以外への
閲覧不可など。もちろん、レジ操作や伝票修正・削除の履歴
まで管理。万全のセキュリティ体制です。



2.ケータイ会員サービス
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1.メールアプローチ
顧客カルテ×受講履歴をもとに、顧客ごとメールの送り分け。
例①来月、バースデーで来店回数5回以上の40代女性へ
②新メニューをまだやったことのない常連顧客へ

2.WEB予約
①サロンのホームページから会員登録不要のWEB予約。
②会員専用ページからケータイ予約。

3.カンタン会員登録
カルテと連動しているため、
面倒な個人情報の入力は不要です。

まったく新しいメールアプローチ。24時間のWEB予約。
システム×データによる、キャンペーンには依存しない
『新世代の集客システム』を体験してください。

携帯会員サービス －asmobi－
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※A’staffの予約表と連動。

1.担当者&メニューを選択 2.予約の日時を選択

3.名前&連絡先を入力

面倒な会員登録はありません。
初めての方でも簡単に予約登録ができます。
パソコンはもちろん、スマートフォンからも予約できます。

WEB予約♪

店舗様ホームページ
スタッフA スタッフB スタッフC

3.WEB予約



ハード構成
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デスクトップ ノート 周辺機器

ご希望に応じたハード構成で提供いたします。



導入までの流れ
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ヒアリング

お打合せ

セットアップ

ご利用開始

･･･現状のお悩み・ご要望について、まずはお伺い致します。

具体的なサロンのオペレーションをお伝え頂ければ、より具体的なご提案が可能です。

･･･ヒアリングの内容をもとに、システムのデモ・ご提案を致します。

遠方の場合はリモートによるデモも可能です。

･･･サロンのオペレーション、運営方針にしたがって、マスタや細かな設定を行います。

カスタマイズをご希望の場合は、ご相談ください。

･･･ご利用開始の際は、美容サロン専門のサポートスタッフが立会います。

その後も、お電話・リモート接続にて丁寧・迅速にサポート致します。


