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テキストの無駄転載・複写は固くお断りします。 

 

インストラクターテキスト 
パーソナルコーディネーター（PC）コース開催方法 

 

 

自己紹介（インストラクターがパーソナルコーディネーターになった経緯などを話してください） 

受講生自己紹介  

 

受講上の注意 

この講座では使用されている全ての資料（コンテンツ）については協会の許可なく、いかなる事由に

おいても無断で使用することを禁じています。 

デジタルカメラ・スマホそのほかの機器を用いての撮影や録音も不可です。 

 

第 1回 1、パーソナルコーディネーター®とは 

   2、マーケティング概要 

         3、集客講座（ブログ編） 

         4、コーデ提案のポイント 

         5、【ワーク】コーデマップ作成 

第 2回 6、起業のノウハウ 

         7、２STEPマーケティング  イベント（フロントサービス）開催方法 

         8、募集ページの作り方（LP ランディングページ） 

         9、集客講座（インスタ・Facebook 編） 

第 3回 10、集客講座（LINE公式 

編） 

   11、ショッピング同行・ショッピングクルーズのノウハウ 

   12、アンケートの分析方法 

第 4回 13、ショッピング同行実習テスト 

   14、ショッピング同行の注意点 
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P2 

１、 パーソナルコーディネーターとは 

 
 

おしゃれにお悩みの方の（お困りごと）をファッションコーディネートで解決し、（似合う服）だけで 

豊かな暮らしを！ 協会理念が大事なので強調してください。 

 

 
P3 
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協会について 

・パーソナルコーディネーター®の説明をしてください。 

 

「似合う服だけで豊かな暮らしを！」の理念を強調 

・協会設立の意図は「個人向けコーデビジネス」の「統一基準」の制定です。 

パーソナルスタイリストは一般名称化されていて、誰でも自由に名乗れます。基準がなく、概ねファ

ッション感覚だけてサービスを提供している人ばかりです。 

それらの競合他社との差別化のため、ファッションスキル、及びビジネススキルを徹底的に学び、個

人のお客様のお洋服周りのお困り事をコーディネート提案で解決するコンサルタント「パーソナルコ

ーディネーター®」という資格・職業を当会で作りました。 

 

ショッピング同行ができるコースがパーソナルコーディネーターコース。 

次は骨格診断とイメージコンサルができるイメージディレクターコース。 

そしてファッションプロデューサーコースでは、ワードローブプランナー®の資格が取得でき、サービ

スのパッケージ化が可能になります。プラス、セールス方法が学べて高額サービスを販売できるよう

になります。 

また、インストラクターとして教える仕事ができるインストラクター養成講座もあります。 

 

入会のメリットは５つあります。 

①、ビジネスを学ぶことにより独立起業がスムーズになります。 

②、一般社団法人日本パーソナルコーディネーター協会認定パーソナルコーディネーター®（登録商標）

の名称及びロゴが使用できます。 

③、当会のウェブサイトで紹介されます。 

④、会員限定の交流会への参加できます。 

⑤、インストラクター制度があるので認定講師として講座を開催し、受講料の60％を報酬として得る

ことができます。 

 

 

アパレル業界のマーケティング 

ファッション関連市場が縮小の傾向にありますが「売れない」のではなく消費者の「購入する時の考

え方」が変わって、賢い消費を始めたからです。 

またネットによってアパレル業界にいる人よりも、早くファッション情報を入手することが可能で、

今までの流れが変わってきました。 

ファッション情報、商品の良し悪しがわかれば、どこで買っても一緒です。結局どこで買ったかでは

なく、「何を買ってどんなコーディネートを楽しむかがポイントだ。」と気付いたのです。そこでパー

ソナルコーディネーターのビジネスが台頭してきたのです。 
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P4 【ここ重要】購買意思決定プロセスモデル  

 

【潜在欲求】「何か欲しいなー！」  

【顕在欲求】無意識にファッション情報を収集している  

今までは、そこから意思決定→購買となりましが、今はネットによる「検索、口コミ」が加わります。

そして購入という流れになります。 

 

パーソナルコーディネーター®の仕事のポイントは、「素敵ね。似合う。」という外部評価だけでなく、

再現性があり、手持ち服とも合う「着こなし能力」が大事です。 

ここを着地としてコーディネートやお洋服提案するようにお伝え下さい。 

 

この図でもう１つ大事なことがあります。 

この「検索、口コミ」であなたが選ばれなくては仕事になりません。 

だからしっかり自分メディアを作り込み、理想のお客様に選んで頂ける準備をするよう伝えましょう。 

 

ファッションの温度差 

【ここ重要】 

ファッションに関する「興味の度合い」を、４段階にわけてみました。 

この中で私たちのお客様になる人は「困っている人」です。 

だから「３、オシャレに自信がない、なんとかしたい人」がターゲット。 

世の中、「困っている事」にしか、人はお金を出しません。 

（事例 ダイエット業界、かつら増毛業界などコンプレックス産業） 
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必ず「お洋服周りのお困り事」を意識して「解決」するよう伝えて下さい。 

 

P5  

 

 

 

生活用途図 

自分のお客様のメインのゾーンの説明をしてください。 

（事例：結婚式のドレスを頼まれる事が多い、スーツの需要が多い、など） 

 

必要なスキル 

「似合う服だけで豊かな暮らしを！」提案するパーソナルコーディネーター®協会なので、お客さまの

要望、欲求のヒアリングに一番力を入れて下さい。一般的なスタイリストと違います。個人向けのフ

ァッションコンサルタントなので、とにかく一番大事なのはお客様のお洋服周りのお困りごと・お悩

みごとを、ファッションコーディネートによって解決する事です。 

 

２、マーケティング    

P6 

 
 

マーケティングはどの業種でも必要です。こちらは井上の経験を活かしパーソナルコーディネーター

として独自のマーケティングを体系化しました。 
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ワークをしながら受講中に１、自分の強み ２、お客様は誰か（ターゲット）まで決めてください。

仮決めでも構いません。 

マーケティングは「売れる」仕組みを作ってから、それを「売る」ための仕組みを作ることです。 

スライドのフロー図を必ず覚えるよう伝えてください。 

 

 

パーソナルブランディングについて 

1、掘り下げ⇒ 2、ニーズの確認⇒ 3、コンテンツ作成⇒ 4、プロモーション⇒ 5、ブランドの確率 

大手企業と違って潤沢な広告費は使えません。このために最初に自分の強み（＝売り）を決める事に

よって、軸がブレないようにするのが肝心です。特にパーソナルコーディネーター®の仕事は企業に属

することはなく、自分で集客して仕事につなげる為に、パーソナルブランディングが必要です。 

今はネットの普及のおかげで、大企業の社長だけでなく無名の個人がＨＰやブログメルマガなどで、

情報を発信し活躍できる時代です。 

個人で自分自身をブランド化することによって、大きいビジネスチャンスがつかめます。 

検索エンジンで、競合他社よりも先にお客様に探して頂くことが大事です。そのための独自のブラン

ド（=売り）なのです。 

「プロフィールスキルの掘り下げ」～「パーソナルブランディングの確立」をインストラクターご自

身の事例で紹介して下さい。 

 

P7【ワーク】 

１、あなたは何ものか 

２、アンチタグ（やりたくない事） 

３、自分の強みのまとめ 

４、ターゲットはどんな人か：（具体的に書いてもらう） 

５、競合ライバルは誰か  

発表後、このアドバイスがインストラクターの大事な仕事です。 

１人 1人の強みをアドバイスし、ターゲットを絞り込んであげて下さい。 

 

リピートがあって長期的に売れ続けるサービスを目指してください。 

その為にはお客さまの満足を徹底的に追求するのです。 

逆を言えば、徹底的に不満を解消、お困り事を解決すれば良いのです。 

コンセプトとは買う前に「買いたい」と思わせる力です。つまりそのサービスの「特徴」です。その

ためにはターゲットを絞り込み、そのお客さまのニーズを見つける事が大事なのです。（ターゲットの

絞り込みを強調） 

 

ここまででだいたい1時間30分～2時間 
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3、集客講座（ブログ編） 

 

 

ブログのメリットを言って説明してください。 

1、自分のブランディングができます。 

2、潜在顧客・見込みのお客様ができます。 

3、自分のサービスの宣伝販売ができます。 

4、コメントや感想を頂けてモチベーションが上がります。 

5、キーワード検索に上がりやすいので、メディアからの依頼が来る場合があります。 

6、無料の場合が多いです。 

 

タイトルに固有名詞・ブランド名などいれると効果的です。 

 

井上理事長の事例です。 

せんべろ（千円でべろべろになるという造語）というキーワードを使い 

女性起業家限定の「せんべろ女子会」を開催していました。 

毎回その模様をブログに掲載していたら、「せんべろ」「女子会」のキーワード検索で必ずヒットする

のでテレビ出演や取材の依頼がありました。 

またシニアファッションのキーワードを意識して使ったところ、株式会社ニッセンのシニア向けカタ

ログのファッション監修の仕事や、NYのシニアスタイル本や映画が紹介されるテレビ番組から、出演
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依頼が入りました。 

とにかくひと足早めに取りたいキーワードや、ブランド名などをブログタイトルに使用することを勧

めてください。 

 

 

P9 

 
 説明してください。 

 

 

P10 

コーディネート画像の撮影のポイント 
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背景・光にこだわる 

ポージング 

縁取り・コラージュ 

余白をつける 

着こなしのポイントに寄る 

 

インストラクターの事例を話してください。 

 

P11 

 
（コーデ画像）麻日奈芽実インストラクターの事例です。 

井上理事長が勝手に麻日奈先生の画像を借りて、同時にFacebook にアップしたところ置画と着画で

は「いいね！」の数が３倍違っていました。 

着画がおすすめだと伝えてください。 

 

 

P12 

４、コーデ提案のポイント 

1、小物のセット化 

2、カラーテクニック 

3、トレンドの取り入れ方 

 

この 3つを説明してください。 

ターゲットが絞り込まれ、自身の得意なコーディネートがあれば、この 3 つのポイントで個人向けス

タイリングは完成します。 

 

読み上げてください 
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P13 

 

 

アクセントカラーのバッグと、その色が入ったストールのセット使いは再現しやすくおしゃれに見え

ます。（このような簡単なテクニックで良いと伝えて下さい。） 

 

 

P14 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright(c) 2009-2015jpc-aAll Rights Reserved 

コーディネートをお願いする 
お客様には・・ 

まとまり感 再現性 わかりやすい 
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アイテムことの色をリンクするのをお勧めしてください。 

 

ポイントは、簡単でお客様が再現できるコーデです。 

ここが一番求められていると伝えてください。 

トレンド感の強い、ひねりのあるコーデは不要です。 

 

P15 

 
5、【ワーク】コーディネートマップ作成  

 

※テキストに切り貼りしてもらいますが、大きい場合も考慮してA 4のコピー用紙を準備しておいて

下さい。またのり、はさみ、カッターなども持参してもらいますが、予備に準備しておくと安心です。

最後がワークなので、前半が伸びた場合は時間を調節して下さい。 

 

ワーク終了後、アンケートに記入する時間をとってください。 

合計 3時間 
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P17 

第 2回 6、起業のノウハウ 

 

 
経営とは   

（１）モノ・サービス 

（２）販売すること 

  売上 ＝  商品 × お客様の数   

 

読み上げてください。 

 

価格設定 高付加価値 薄利多売 

１、同業・競合より高くするべき？ 

安くするべき？ 

２、その理由は何ですか？ 

３、その為には何を考えれば良いですか？ 

 

 

P18～19 

「あり方とは？」【ワーク】 

１）あなたのミッション（使命）は？ 伝えたい事は？ 

２）あなたのサービスを受けるとお客様はどうなるか？ 

 

※全部で２０分くらいかけてワークを行ってください。一番大事なところです。発表してもらい、じ

っくりと時間をかけて的確なアドバイスをお願します。 インストラクター自身の事例もたくさん出し

て下さい。 （30分） 
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P20 

 7、2 STEP マーケティング・ファッションイベント（フロントサービス）開催方法   

 
※１０年前だったらブログから２万円のサービスは簡単に売れました。 

しかし今は「ショッピング同行サービス」を展開する同業者が増えたので 

難しくなっています。 

だから、２段階で売っていくのです。 

 

 

１STEPのフロントサービスとは価格の安いイベントで3,000円～5,000円くらいのお茶会、ランチ

会・体験会・ワークショップ、インストラクターの場合 3,000 円の個別相談会・説明会のことです。 

まだサービスや講座を購入したことがないお客様には、「損をしないか？」「この人で大丈夫か？」と

不安に思っています。 

そこで１STEP 目で満足してもらえる内容を提供し信頼して頂くのが大事です。信頼関係ができたら

２STEPのバックエンドサービス（本命商品、高額商品）を提案していきます。 

 

キチンと後ろに売るサービスやその資料を準備しておくのが大切だと伝えてください。この１STEP

のフロント参加者を集めるためにブログや Facebook を使うのです。だから読者や友達、そして露出

を増やすことが重要だと伝え、受講生を腑に落としてください。  

 

P21 
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トレンドコンテンツ   

トレンドコンテンツがあると、毎回内容が変わるので受講生がリピートします。協会からの資料を参

考に、「簡単でわかりやすく」を心がけトレンドコンテンツを作るように伝えてください。画像はコレ

クションの画像が良いです。クローズのイベントなので、ネットや雑誌からの画像引用は問題ないで

すが、事前に参加者には「撮影禁止」と伝えておきましょう。 

セミナーと違い、お茶会・ランチ会ではパソコンやプロジェクターを準備するのは難しいので、しっ

かりしたファイルを使っての開催方法を勧めてください。 

そのトレンドを等身大ファッションに落とし込んでください。 

使えるアイテムやコーデ画像を選んで、提案ページを作成します。パーソナルコーディネーター自身

のお客様（参加者）に合ったものを選ぶよう伝えて下さい。 

 

 

P22   メインコンテンツ 

 

 

フロントイベント開催には「季節」と「催事」を考慮し、ネットで「百貨店催事カレンダー」と検索

すると参考になるデータを入手できると伝えてください。 

 

販促カレンダーを参考にしてください。２ヶ月先をチェック！が大事です。今の時期の事例を伝えて

ください。 （例）１月開催のプロ１講座だったら３月の催事を見てイベントを企画→入卒スーツなど 
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【ワーク】ターゲットの悩みは？     

1、イベントに参加する人の悩みは？ 

2、イベントタイトル 

3、イベントの内容 

4、誰がどうなれるイベントか？ 

5、その後、バックエンドで売るサービスは？金額は？ 

 

発表 

（1時間 30分くらい） 

 

 

 

P23 

 8、募集ページの作り方 

 
まず下記の構成を説明してください。 
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P24 

 

 

 

P25 

 
必ず感想・受講生の声を入れましょう。 

できたら写真入り・なければアンケートの内容を書き写してください。 
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P26 

 

お申込ボタンはページ内に3つくらい。参加特典もつけると申込率が上がります。 

 

 

P27 

9、集客講座（インスタ・Facebook 編） 

 

集客を安定させるのに一番大切なのが「リストビルディング」です。 

名前通りリストの構築です。 

これは見込みのお客様のリスト（名簿）を集めてアプローチする手法です。 
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まずは認知！あなた自身、あなたのサービスを知ってもらうのが大切です。大手企業は広告費をかけ

て認知を高めていますが、個人事業主・零細企業では広告をかける代わりに無料のSNSを活用して認

知度を上げています。 

そしてここからメルマガや LINE公式に登録してもらう流れを作ります。このことを集客といいます。 

  

売上を安定させるために、常にメルマガやLINE公式の登録数を増やし続けることで、集まったリスト

に対して教育して販売するという流れを作りましょう。 

 

そこで、これからパーソナルコーディネーター協会では、認知のためインスタと Facebook を使い露

出を高め、そこからLINE公式に登録の流れを推奨します。 

メルマガも大切ですが、もっと気軽で簡単にでき効果が高くアクティブに使っている人が多いので

LINE公式を勧めます。 

LINE公式登録者に、役立つ情報やサービスの良さを教育して販売していきます。 

 

 

P28 

 
ビジネスアカウント設定を一緒にしましょう。 
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P29 

 

データ分析で一番大事なのが、インサイト⇒アクティビティの「プロフィールのアクセス」と「ウェ

ブクリックの数」の部分です。ここの数を上げるよう伝えてください。 

 

P30 

 
2、魅力的なプロフィールを作りましょう。 

（1）LINE公式に登録してもらうために魅力的なプレゼントや特典を準備しましょう・ 

PDF小冊子や動画・メールセミナーなどがオススメです。 

PDF小冊子の作り方は、Instagram×LINE公式完全設定マニュアルオンライン講座の中の「特典PDF

の作り方と、アップロードしてURLを取得する方法」を参考にしてください。 

（2）インスタで唯一のURLに LINE公式リンクを入れて登録を促してください。 

 

3、役に立つ情報 

あなたの投稿記事が読者（＝未来のお客様）に価値を感じてもらえることを書きましょう。 

世界観を出すためにオススメなのが、写真⇒文字の市松配列です。 

写真に文字入れもオススメです。 
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P31 

 
5 分くらい実際アプリを使ってみましょう。 

 

4、フォローしていきましょう。 

まず、自分に合うモデリング先を見つけ、その人の投稿に「いいね！」をしている人をフォローして

いきましょう。ただし、1日上限200～300人を数回に分けてします。 

（一度にフォローの数を増やすと、ブロックがかかります。） 

フォローの数がフォロワーの数の3～4倍になったら、アンフォロー（フォロー外し）をしてください。 

 

P32 

5、タグをつけましょう。インスタの虫めがねマークから検索して自分に合ったタグを探しましょう。 

 

●スモールワード 

全体投稿数5,000～50,000 （例：6個） 

 

●ミドルワード・ 

全体投稿数50,000～15万 （例：6個） 

●ビッグワード 

全体投稿数15万以上 （例：3個） 

（ビッグワードで検索上位にくるのは、かなりフォロワー数がないと難しい。）   
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P33 

 
 

1、 Facebook はあなたを知ってもらうツール 

コマーシャルゾーンなのでプライバシー設定は公開！ 

 

2、 インスタ同様・LINE公式の読者登録を促しましょう 

 

時間が余った場合は、P16のアプリを使って実際にインスタを投稿してみましょう。 

 

 

P34 

第 3 回 10、集客講座（ LINE 公式編） 

１、集客講座（LINE公式編） 

２、ショッピング同行・ショッピングクルーズのノウハウ 

３、アンケートの分析方法 

  

 
（振り返り）集客を安定させるのに一番大事なのが「リストビルディング」です。 

名前通りリストの構築です。 

これは見込みのお客様のリスト（名簿）を集めてアプローチする手法です。 
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P35 読み上げてください。 

 

P36 

 

 

左から 

メッセージはメルマガ同様、一斉送信ができる重要な機能です。 

チャットは1対 1トークができるので、ここで未来のお客様との会話を増やし、信頼関係を深めます。 

ホーム投稿（タイムライン機能）とは、Facebook のウォールと同様の機能です。 
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P 37 

 LINE 公式の2つの大きな役割は教育とお役立ち情報です。 

《教育とは?》 

見込み客を成長させてあげること。あくまでお客様との関係性を築き上げること。 

洗脳をして、無理やり商品を売るためのものではない。 

 

●商品が売れる3つのポイント  ここを教育していく。 

1、あなたのことを信用していない⇒ 自分自身を信用してもらうために 大切なのが、 

・接触頻度 ・権威性（実績・お客様の声） 

【ワーク】あなたの実績を書き出しましょう。 

 

2、あなたの商品のことを信用していない⇒ 商品を信用してもらうために  

【ワーク】あなたの商品のベネフィット書き出しましょう。 

その商品、ノウハウ、サービス等を受けることによってど のような変化が生まれるのか? 

 

 

P38 

3、今やるべき理由がわからない⇒ なぜ今必要なのかを 

【ワーク】今すぐやる理由。今やっておかないと起こり得るデメリットを書き出しましょう。 

 

時間をかけてワークをしてください。（2時間） 

 

 

P39 

 11、ショッピング同行のノウハウ 

とにかくインストラクターの事例をたくさん伝えてください。 

 
 

 
Copyright(c) 2009-2015jpc-aAll Rights Reserved
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P40  

流れを説明してください。  

 

 

１、料金策定   

時給換算がおすすめです。 

目安としてはショッピング同行１h８，０００円～１０，０００円 

認定パーソナルコーディネーターはしっかりとビジネスを学び、資格を取得しているので（キャンペ

ーン割引・モニター価格を除いて）ショッピング同行１時間 

５，０００円以下にはしないでほしいと伝えて下さい。 

最近「業界最安値」をウリにしているパーソナルスタイリストが出ています。価格競争に巻き込まれ

ないために、しっかり集客に力を入れましょう。 

２、サイト・フォーム作成 

３、アプローチ HP・ブログ・Facebook 

 

こちらは【特典】起業スタートパック内の資料等を参考に作成してください。 

今回はオーダーが入ったところ（受注）から説明します。 
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４、受注    

即レスが大事なので、申込フォームに自動返信メール設定をしておきましょう。 

 

５、事前アンケート  

私たちパーソナルコーディネーターは個人のお客様のファッションに関するお困り事を解決するのが

仕事なので、必ず事前アンケートで悩みや要望などを聞きましょう。アンケートに関しては、のちほ

ど具体的な事例を交えてお伝えします。 

 

６、事前準備   

・商業地区の下見 

自分の好きで得意な商業地区を決めておきましょう。 

事前アンケートに基づき、ショップやアイテムの下見をしましょう。 

・待ち合わせ場所 

人混みが少なく、わかりやすい待ち合わせ場所を決め、その地図やフロアガイドのURLを送りましょ

う。 

 

予算の作成 

（事例） アイテム別予算   

  トータル予算 １５万円 

   

  ジャケット   ４万円 

  パンツ     ２万円 

  スカート    ２万円  

  シャツ    １万円×２枚 

  セーター    ２万円 

 

事例を説明してください。 

 

アイテムの金額が出ると、ブランドやショップが決まります。少し余裕のある予算の組み立てがおす

すめです 

      

７、下見  

この下見がなくては、絶対に時間内に収まりません。 

「１アイテムにつき３オプション」を探しておきましょう。 

その場合、１つのデパートやファッションビル内で準備しておくとコーディネート提案がスムーズに
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なります。 

８、ショッピング同行  本日のコース 

まずは本日の購入アイテムとお買い物のコースを伝えましょう。 

（例）ジャケットは三越で、そして松屋に移動してスカートを試着してもらいます。など 

 

お客様から何も聞かずに一方的なお仕着せの コーディネート提案はNGですが、事前アンケートでヒ

アリングをしているので、全てをパーソナルコーディネーターが選び、コーディネートの提案をして

ください。 

そして似合う、似合わないかをハッキリ言い切る事が大事です。 

売るのが仕事ではないので、似合わなかったらキチンとお伝えして、オプションとして準備しておい

た別のアイテムを提案しましょう。 

 

インストラクターの経験談をたくさん伝えてください。 

 

９、クロージング 

アンケートに記入してあるアイテムを全て提案した後、「本日私が準備していたアイテムはここまでで

す。他に希望するアイテムはありますか？」と確認します。 

なければ持っていたショッピングバッグをお渡しし終了となります。 

必ず買い物中は、全てのショッピングバックをパーソナルコーディネーターが持ちましょう。 

 

１０、お礼のメール 

必ず２４時間以内にお礼のメールを送りましょう。 

その後も定期的にメール（メルマガ）を配信し、お客様とつながることが大事です。 

定期的なメール（メルマガ）は売り込みではなく「トレンド情報」がオススメです。 

リピートにつながります。 

 

インストラクターが行っているリピート方法を伝えてください。 

交通費やお茶代などサービス料金以外にかかる金額はキチンとサイトに明記することや、ビジネスネ

ームを使用している場合の振込口座名義など、細かいことにも気を遣うよう強調して伝えてください。 
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P41 

 

ショッピングクルーズ 

ショッピングクルーズとは１対複数のショッピング同行のことです。 

１、お客様の属性 

統一しておきましょう。 

 

２、ショップの決め方 

店員の接客の無いファストファッションショップがオススメです。 

 

３、サービス料金の策定 

ご自身の時給に合わせましょう。例えば通常１対１で２時間２０，０００円ならば、３名のショッピ

ングクルーズだと、７，０００円×３人＝２１，０００円のような計算で料金を決めましょう。 

集金方法は必ず事前払いにしてください。キャンセル率が下がります。 

 

４、事前のヒアリング 

事前の下見はありませんが、きちんと事前アンケートで各お客様の要望をヒアリングしてください。 

 

５、ルート決め 

複数で移動するので、スムーズにいくよう事前にルートを決めてください。 

 

６、写真に関して 

ショッピングクルーズの模様のアップは、サイトの宣伝になりますが、必ずお客様に「写真撮影・サ

イト掲載の可能、不可」の確認をしてください。 
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７、お茶・ランチでSTEP２へ！ 

終了後のお茶会・ランチ会では購入アイテムのコーディネートアドバイスが喜ばれます。また次のサ

ービスやイベントを提案するチャンスです。事前に準備しておきましょう。 

 

インストラクターの経験談をたくさん伝えてください。 

 

 

P43～ 

12、アンケートの分析方法 

読み上げてください。インストラクターの事例も伝えてください。 

◆いつも読んでらっしゃる好きな雑誌を全て教えて下さい。 

◆今現在、気に入っていらっしゃるアパレルブランドを全て教えて下さい。 

◆憧れていたり、参考にしている芸能人の方を教えて下さい。 

◆これだけはNG（避けたいアイテム）などはございますか？ 

（例えばVネックがNG,ロングスカートがNGなどです。） 

◆今回、必ず御購入されたいアイテム（パンツ、ジャケット、スーツ等）を 

全て教えて下さい。 

◆身長、及びヌードサイズでなく普段好んで着てらっしゃるサイズを 

教えて下さい。 

◆なりたいイメージを教えて下さい。 

◆ファッションに関してのお悩み、お困り事がございましたら教えて下さい。 

◆好きな色、嫌な色を教えて下さい。 

    好きな色      嫌いな色    

◆今回ご購入予定の金額を教えて下さい。（あくまでも目安で結構です。） 

 （○万円程度） 

◆差し支えなければ当サイトを何で知ったか教えてください。 

お客様事例 N様 

ポイントは「ファッションに関してのお悩み・お困り事がございましたら教えてください」の項目が

重要ということ、コーディネートBook提案を勧めることです。 

 

まず１人目の事例ですが、井上理事長が女性のビジネススクールで「コーディネート入門講座」を担

当している時の生徒さんだった２０代のOL、埼玉県在住のN様です。 

 

読み上げてください。 

◆ご希望の日程時間帯（第3希望までお願いします） 
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１１月１日と、毎月第３土曜日以外の、土・日・祝日の１８時～１９時ぐらいまでにショッピングが

終わる形でしたらいつでもいいです。             

◆仕事内容を簡単にお知らせ下さいませ。 

男性 5人の営業所で事務をしています。（女性はわたしだけ） 

伝票入力、電話応対、小口現金管理、水周りなどの雑用、備品の発注など。 

N様は久喜市内の小さい営業所に自転車で通勤しているそうです。 

読み上げてください。 

◆N様のいつも読んでらっしゃる好きな雑誌を全て教えて下さい。 

（ｗｉｔｈ、steady.ＡｎｅＣａｎ、Ｏｇｇｉ、マキア、美的、ビジネス誌2誌を立ち読み、ネットで

調べて面白そうだったら購入しています。毎号は買わないです。）                                      

◆ 今現在、気に入っていらっしゃるアパレルブランドを全て教えて下さい。 

（ユニクロ、Ｈｏｎｅｙｓ、クリアインプレッション）  

◆憧れている、参考にしている芸能人を教えて下さい。 

（モデルの矢野未希子さん、杏さん、）                        

◆なりたいイメージを教えて下さい。 

モデルの矢野未希子ちゃんみたいなスタイルはいいな、と思いますが、レベルが高いので、女性らし

いかわいらしさ、やわらかさを出したいです。 

初対面の人にも好印象を持ってもらえるような感じ。 

N 様は背が高くスラリとしたモデル型の体型ですが、ボーイッシュなイメージなので女性らしいコー

ディネートを希望しているようです。 

 

下記の項目を解決するのがパーソナルコーディネーターの仕事だと伝えてください。N 様の場合、１

つ１つ解決する方法を説明してください。 

 

 

【ポイント】 

◆ファッションに関してのお悩み、お困り事がございましたら教えて下さい。 

１．洋服の組み合わせ、色あわせがまったくと言っていいほど分からない。 

→このような要望がある場合は、コーディネートBookを提案します。 

２．トップスによって胸が強調されて見える。 

→胸が強調されない服を選びます。 

３．スカートをはきたいが、はきなれていないため、買っても数えるぐらいしかはけない。傷だらけ

なので足に自信がない、見せるのが恥ずかしいと思ってしまう。 

→秋口だったので、ブーツや厚手のタイツで対応。   

４．洋服のオンとオフの違いがわからない。  

→１のコーディネートBookに「オン（お仕事用）」「オフ（休日用）」とわかりやすく明記する。 
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◆ 好きな色、嫌いで絶対着たくない色を教えて下さい。 

好きな色   パステルカラー 

嫌いな色   赤、黄などの派手系原色    

◆カラー診断を受けたことがありますか？ 

ない（ ○  ）  ある（    ）  

ある場合はタイプ（スプリング、サマー等）を教えて下さい。 

◆今回、必ず御購入されたいアイテム（パンツ、ジャケット、スーツ等）を全て教えて下さい。 

トップス、スカート、ベルト（黒、こげ茶のシンプルなのしか持っていないので）、アクセサリー、今

くらいの気候に着られるベージュや白系のコート（スプリングコート）、パンツなどは必要に応じて。

必ずではないですが、ツイードのコートもあこがれています。 

◆身長、及びヌードサイズでなく普段好んで着ているサイズを教えて下さい。 

身長 （１６８cm） トップス（９号、１１号）  

ボトムス（ウェスト６３～６７の丈がつんつるてんにならないサイズ）                                                            

◆今回ご購入予定の金額を教えて下さい。（あくまでも目安で結構です。） 

5万円ちょっとですが、場合によっては８万円ぐらい   

 

P46画像の説明 

 

  

強調してください。【ポイント】 

ファッションに関してのお悩み・お困り事がございましたら教えてください。の項目 

↓ 

ここをコーディネート提案で解決するのが、パーソナルコーディネーターの仕事です。 

必ずアンケートの項目に入れてください。 

 

P47～48 

お客様事例 林田紀子様 フラワーサロン リシェス運営 

ポイントはお客様のイメージメイキングと、お客様に手間をかけさせないよう、アンケートの返信を

簡単にするかという点です。 

Copyright(c) 2009-2015jpc-aAll Rights Reserved
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読み上げてください。 

◆いつも読んでらっしゃる好きな雑誌を全て教えて下さい。 

（Domani、STORY、Marisol を時々読みます             ） 

◆今現在、気に入っていらっしゃるアパレルブランドを全て教えて下さい。 

主に購入しているのはNDIVIUNIQLO、EPOCAです   ） 

◆憧れていたり、参考にしている芸能人の方を教えて下さい。 

（黒木瞳さんに憧れています） 

◆これだけはNG（避けたいアイテム）などはございますか？ 

（例えばVネックがNG,ロングスカートがNGなどです。） 

（特にありません） 

 ◆今回、必ず御購入されたいアイテム（パンツ、ジャケット、スーツ等）を全て教えて下さい。 

 （トップス、スカート） 

◆身長、及びヌードサイズでなく普段好んで着てらっしゃるサイズを 

教えて下さい。 

身長 （157cm）トップス（9号） ボトムス（38～40号） 

◆なりたいイメージを教えて下さい。 

（可愛らしいけど、どこか大人っぽい女性） 

 ◆ファッションに関してのお悩み、お困り事がございましたら教えて下さい。 

（年齢的に自分に似合うものが何かわからないのです。） 

 ◆好きな色、嫌いで絶対着たくない色を教えて下さい。 

 好きな色   （白、紺、水色、ピンク） 嫌いな色 （赤い洋服は苦手です） 

◆今回ご購入予定の金額を教えて下さい。 

（あくまでも目安で結構です。）（○万円程度） 

◆お差し支えなかったら当サイトを何で知ったか教えてください。 

（○○さんの紹介 HPから ）  

ここをアンケートで聞いておくのをオススメします。ご紹介者にすぐにお礼を伝えられますし、どこ

に広告費をかければ良いかも分析できます。 
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P49 

・イメージメイキング 

 
林田様の写真をいただきましたが、なかなかイメージが浮かばなかったので 

メールにコーディネート画像（１～１０まで番号付き）を添付して、どれが好きかを選んでいただき

ました。 

 

それによってコーデの方向性がわかり、また画像によって林田様にもコーデイメージが浮かんだので、

ぴったりなアイテムをご提案することができました。 

 

・回答方法は○×で 

お客さまにとって自分の服を選んでもらうためのなので、質問メールは迷惑ではありません。ただ、

回答に時間がからないように工夫しましょう。簡単に○×式で回答できる形式がオススメです。 

 

 

NEWP50 

 

 

次回までの宿題（オンラインでのショッピング同行実習） 

読み上げてください。 
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P51 

 
 

ワードやメモ帳にURLをまとめるように伝えてください。 

 

 

P52 

次回（第4回）の内容を伝えてください。 

 

 

読み上げて説明してください。 
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P53 

第 4 回 13、ショッピング同行実習テスト 

 

筆記テスト 

スライドを共有してテストを行って下さい。 

 

キーワードもテキストに掲載しています。 

 

筆記テストはZOOMで解答用のフォームのURLを伝え、そちらから送ってください。 

 

P55 説明してください 

 

□三方両得（お客様・お店側・パーソナルコーディネーター） 

 お店あっての私たちの仕事です。お客様を紹介している！売上に貢献している！などと 

 横柄な態度はNG。 

□お買い物を楽に楽しんでいただくため、購入した商品はパーソナルコーディネーターが 

 全て持ち運ぶ。 

□購入前提ではないが、取置き可能かお店側に事前確認する。 

 (当日お客様に試着して頂き、サイズが合い、気に入られてから購入になるなどの 

 理由も伝える) 

□お客様の試着写真を購入検討のため、撮影可能かお店側に事前確認する。 

□試着室が少ない店舗は、なるべく試着室を短時間で使用する。 

□なるべくセールや週末などの混雑時を避け、平日の午前中など空いてる時間に 

 アテンドする。 

□当日中にお礼のメールや LINEを送る。 


