
キーパー選手権にエントリーした
キーパープロショップに贈られた
販促ツール3種

▲店頭ポスター（B1）

▲のぼり ▲クリスタルキーパー立体ディスプレイ

●いかにクリスタルキーパーをリピートしてもらうか
クリスタルキーパーが発売されてから、お客様のコーティ
ングニーズを掴んだ上で、キーパーラボではピュアキー
パーが軸ではなく、クリスタルキーパーが軸にしていくこ
とを決めた。行動としてまず「クリスタルキーパーを軸に」
という自分たちの意識を変える（これがなかなか難しかっ
た）。それから、店舗の看板や告知物をクリスタルキー
パーに変更。メニュー表は、クリスタルキーパーを一番上
に載せる。チラシの一面に大きく載せたり、様々な販促を
クリスタルキーパーがメイン商品にし、新規顧客と既存顧
客にお伝えをしていった。
そして、もっとも考えたのは、クリスタルキーパーを「リ
ピートしていただくこと」。1年に1回の繰り返し施工とい
う今までにないコーティングで、お客様にいかに満足して
いただき、クリスタルキーパーをリピートしていただくこと
に力を入れた。

●リピート率は「引渡し方法」で変わる
しかし、店舗によりリピート率の違いも出始めた。品質は同
じ研修を受けているので大きな差はない。その違いは、施
工後の車の「引渡し方法」にあった。
リピート率が高い店舗は、仕上がり確認をしていただいた
後、ゲストルームのカウンターにて、1ヶ月点検を行ってい
ることや施工証明書の説明、今後のお手入れ方法や注意
点をお伝えする。また「困ったことがあればいつでもご来
店してください」と声をかける。さらにクリスタルキーパー
は1年ごとに施工すると車がキレイになっていくことをお
伝えし、最後に担当したスタッフの名刺を渡している。受
注時はもちろん、引渡しにも時間をしっかり取ってお客様
とコミュニケーションを取っている。
ではリピート率が低い店舗はどうか？リピート率が高い店
舗と同じようなことをやっている。しかし引渡しが「外」と
いう環境だと、どうしてもお客様が聞き入れづらいし、頭の
中に入らない。確かに外で引渡すと1ヶ月点検も被膜点検
ではなく、よく無料洗車と思われるケースがある。よって
お客様は今後のコーティングライフを理解しないまま帰っ
てしまい、結果リピートしなくなってしまうのである。
引渡しをどれだけしっかり行うかは、今後コーティングプロ
ショップにとって、とても重要なこと。キーパーラボでは現
在、全店改善し、さらに高いリピート率を上げる活動をして
いる。

●「コーティング1ヶ月点検」と「ダイレクトメール」
　によりリピート率アップ
1.「コーティング1ヶ月点検」をクリスタルキーパーにも取
り入れた。今まではダイヤモンドキーパーのみ実施して
いたが、クリスタルキーパーでも実施。コーティング施
工後、1ヶ月前後にもう一度ご来店していただき、無料
で手洗い洗車をし、コーティングの被膜点検をしてお客
様の満足度向上に努めた。

2.施工後11ヶ月後に繰り返し施工をお伝えするダイレク
トメールを送る。送りっぱなしではなく、電話にてしっか
りフォローも行った。

クリスタルキーパーが発売されて1年過ぎると、活動の結
果が出始めた。昨年の12月はリピート率60％以上という、
高いリピート率を上げることができた。

キーパーラボ進化論 Vol.1
コーティングの引渡し

今回のキーパー選手権は「東日本
大震災支援」の位置付けをもつ
キーパー選手権は、全国約1850店舗あ
るキーパープロショップで毎年2回（8月
と12月）開催されており、今回で第8回目
となりました。今回は、全国のキーパープ
ロショップの皆さんが切磋琢磨し、お互い
に向上することやユーザーへのサービス
向上を目的とするとともに「東日本大震
災支援キャンペーン」として位置付け、実
施。参加店には“任意”で東日本大震災へ
の支援金をお願いいたしました。集まった
支援金は全額、復興支援組織「SAVE 
JAPAN」を通じて被災地に届けられます。
また、キーパー選手権で各店舗が獲得し、
登録されたポイント合計について、キー
パー選手権終了後1ポイント50円を乗じ、
全額支援金としてアイ・タック技研㈱キー
パープロショップ事務局が供出し、同じく
被災地に届けられます。したがって、参加
しポイントを獲得すると復興への支援に
つながります。

キーパー選手権はコーティングの
台数をポイント換算して競う
キーパー選手権は8月1日～8月31日ま
でに各店舗で施工されたコーティングに
対し、コーティングごとのポイントを乗じ、
合計ポイント制で競います。ダイヤモンド
（アクア）キーパー1台施工で5ポイントを
獲得、ダイヤモンド（アクア）メンテナンス
1台施工で1ポイントを獲得、クリスタル
キーパー1台施工で3ポイントを獲得、
ピュアキーパー1台施工で1ポイントを獲
得というようにルールを設定しています。

全国6ブロック＋キーパーラボの
ブロック、合計7ブロックで競う
全国を6ブロックに分け、ブロックごとに
順位を競います。

各ブロック上位6位までを表彰の対象と
し、表彰状を贈呈します。10月から11月
に開催されるキーパープロショップ研修
会にて表彰を予定しています。重ねて、該
当店舗をWebサイト「keepercoating.jp」
の店舗紹介に「入賞店」として掲載します。
また、全国ランキングを別途集計し、全国
1位～6位の店舗にオリジナル表彰盾を
贈呈します。

全キーパープロショップの
7割がエントリー
今回のエントリーは約1250店舗となり、
「東日本大震災への支援」の位置付けが
多くのエントリーに結びついたと考えます。
と同時にコーティングのマーケットの拡大
が日本全国に広がっていることを伺わせ
ます。エントリー店舗にはキーパー選手権
専用の販促ツールを送付しており、選手
権を盛り上げています。

まだまだ戦いの途中
8月・12月はたくさんのユーザーがコー
ティングを施工してくれる季節です。お祭
りとしてのキーパー選手権ではなく、ユー
ザーの満足が積み重なる結果がキーパー
選手権の意義となります。重ねて第8回は
キーパーコーティングを通じて社会に「車
のキレイ」をたくさん提供するとともに、
東日本大震災支援キャンペーンとするこ
とで、より大きな意義のあるものにしたい
と思います。来月号には最終結果を報告
いたします。

日本全国のキーパープロショップで熱い戦いが繰り広げられています。 夏商戦はまだこれから！ クリスタルキーパー販促ツール
第8回キーパー選手権 熱烈開催中！

・北海道東北ブロック・・・約220店舗
（北海道・青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島）

・関東甲信越ブロック・・・約480店舗
（茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・
神奈川・山梨・長野・新潟）

・中部北陸ブロック・・・・・・約380店舗
（岐阜・愛知・静岡・三重・富山・石川・福井）

・関西ブロック・・・・・・・・・・・・・約210店舗
（滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山）

・中国四国ブロック・・・・・・約270店舗
（鳥取・島根・岡山・香川・広島・山口・徳島・
愛媛・高知）

・九州・沖縄ブロック・・・・・約230店舗
（福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・
鹿児島・沖縄）

・キーパーラボブロック・・・・・・37店舗

キーパーラボの
標準接客マニュアル公開！！
「クリスタルキーパー受注時」「クリスタルキーパー施工後の引き渡し」「1ヶ月点検時
の対応」などリピートにつながる基礎的な接客対応を紹介したビデオを製作しました。
社内研修にぜひご活用ください。

キーパーコーティング店頭接客マニュアル DVD
〈PK106-01〉

販売価格　1,980円（税・送料別）

①クリスタルキーパープロモーションビデオ
「アイコさんちのラク・トクコーティングライフ！」
マンガパンフレット「アイコさんのクリスタル
キーパーはじめて物語」のストーリーをベース
に実写化したプロモーションビデオが完成しま
した！簡潔で親しみやすく、クリスタルキーパー
の魅力を伝えています！クリスタルキーパーを
施工することで生まれる快適なカーライフを
ユーザーに想像してもらうことで、受注につな
げることができます！

●プロモーションビデオDVD版　 
　無料で差し上げます。
※本紙1面の申込用紙にてお申込みください。

●プロモーションビデオSDカード版

SDカード（1GB） 1枚 1,980円（税別・送料別）
※SDカードは立体ディスプレイの液晶モニターで使用する場合にお求めください。

②クリスタルキーパー立体ディスプレイ
店舗ゲストルームのカウンターなどに置いて、
クリスタルキーパーを訴求することができます。
マンガパンフレットのイラストを使い、親しみや
すくクリスタルキーパーの4つのメリットを伝え
ることができます。またマンガパンフレット等を
設置することもでき、相乗効果を生みだすこと
もできます。

●立体ディスプレイ　PK101-01
　3,200円（税別・送料別）

③液晶モニター
立体ディスプレイの一部が窓状になっており、7
インチモニターを挿入することができるように
なっています。別売の液晶モニターを購入して
いただくと、クリスタルキーパープロモーション
ビデオ「アイコさんちのラク・トクコーティング
ライフ！」を店頭で流すことができます。ディス
プレイ＋ビデオでより一層ユーザーに訴求でき
るようになります。

●液晶モニター　PK102-01
　6,800円（税別・送料別）

立体
ディスプレイに
はめ込みます

PK103-01
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コーティング技術2級検定 ※③・④いずれかの検定会に合格で
　コーティング技術2級資格取得となります。

コーティング技術1級検定

キーパーコーティング研修・スクールが新しくなりました ！
施工技術をしっかりと正確に身に付けるための「トレーニングスクール」と自信とステータスを築くための「検定会」を実施
アイ・タック技研（株）では各種キーパーコーティングの商品価値を作り出し、お客様に喜んでいただくことができる“確かな技術・知識”を身に付けてもらうためにスクール活
動を行っています。刻々と変化する「車」を取り巻く業界環境と消費者ニーズに対応するべく、このたび従来のスクール内容を変更し、一新して強化することといたしました。
従来の要素はそのままに、施工店様からご要望にお応えし、「クリスタルキーパー2級技術検定」「アラカルトmoreコーティングスクール」「鏡面研磨技術トレーニングスクール」
を新設。全8コースへとレベルアップを図りました。これまで以上に受講される方々の気持ちとなって、全国のインストラクター一同、皆様のご参加をお待ちしております。

洗車・下地処理、コーティング施工まで幅広く習得
①ピュアキーパートレーニングスクール

費用：3,000円/人 ※ 当日研修で使用するケミカルをご持参の方は無料です。
きちんとした手洗い洗車技術を習得した上、ピュアキーパーの商品特
性、施工技術を学びます。鉄粉取り・水アカ落しなどの下地処理やコー
ティング作業から仕上げ作業までが本格的に訓練することができ、知
識・技術を身に付けることができるスクールです。ピュアキーパーを初
めて使用する方に加え、既に使用している方には、再確認・スキルアッ
プの場として有効です。また「待てる時間」で施工できるピュアキー
パーを店頭で販売するための販売ノウハウも学ぶことができます。
【研修内容】
■座学
キーパーとは（ポリシー・変遷・施工実績・ポリマー、ガラスの構造など
DVDを使用）／接客話法／販促／メニュー
■研修
手洗い洗車研修・確認作業／下地処理～ピュアキーパー施工の反復練
習・タイムアタック・仕上げ確認／アラカルト関連の紹介

⑤コーティングマーケットから施工まで本格的に学ぶ 上級キーパートレーニングスクール
費用：30,000円/人
最新のボディガラスコーティング「ダイヤモンドキーパー」の商品特性、施工技術を学び、適切な下地処理からコーティング作業、仕上げ作業まで本格的に学ぶこ
とができるスクールです。最新のギアアクションポリッシャーを使用した「軽研磨」技術の習得ができます。ダイヤモンドキーパーとピュアキーパー・クリスタル
キーパーにも活用できる軽研磨技術を身に付けることにより、これまで以上にお客様に喜んでいただける商品ラインナップを構築することが可能です。
【研修内容】
■座学
キーパーとは（ポリシー・変遷・施工実績・ポリマー、ガラスの構造などDVDを使用）／クリスタルキーパーの既販車への可能性及び車好きに対するダイヤモンドキーパーの
チャンス／ダイヤモンドキーパーの施工手順説明（ダブルダイヤ含む）　　各種ポリッシャー、コンパウンドの説明／ケミカル講座／クリスタルキーパー、ダイヤモンドキー
パー・ハイブリッドの商品特性について／ハイブリッドレジンの塗布作業
■研修
軽研磨作業・手磨き・洗い流し・コーティング施工前仕上げ作業／ダイヤモンドケミカル施工から仕上げまで（ムラの確認の仕方・修正法）／ダブルダイヤ施工手順説明　ヘッ
ドライトクリーンアンドプロテクトの施工方法

アラカルト商品の技術を習得し、メニューの拡大を図る
⑦NEWアラカルトmoreコーティングスクール

費用：10,000円/人
お客様の求める様々な「キレイ」に対応するため、普通の洗車では取り
きれない汚れを除去する方法やシートのクリーニング、室内の除菌抗
菌技術、そして、ヘッドライトの黄ばみ取りやホイールのコーティング、
ウインドウガラスのコーティングなどあらゆる場面で役立つ知識と技
術を習得でき、店舗のメニュー拡大を図ることができます。
【研修内容】
■座学
アラカルト・moreコーティングの種類を紹介／ケミカル・道具を使い分ける必要性
■研修
ホイールクリーニング・油膜取り・虫取り・ピッチ取り・水垢取り・鉄粉取り・ペイントミスト・
エンジンルーム／moreコーティングの説明・作業／ウィンドゥガラス撥水剤・ホイール
コーティング・ヘッドライトクリーン＆プロテクト・バンパーモール・下回り防錆／室内関
連／室内清掃（内窓拭き・掃除機・ダッシュボード・内張りクリーニング）・シートクリーニ
ング・除菌・抗菌・消臭／ラボメニュー表とラボ実績紹介／まとめ

これまで以上の自信とステータスを取得
③コーティング2級技術検定会（ピュアキーパー）

費用：10,000円/人
「ピュアキーパーコーティング技術2級資格」を取得することができます。採点基準を見直し、
これまで以上にステータスの高い検定会になっています。そのため、ピュアキーパーを始め
たばかりの方は、ピュアキーパートレーニングスクールを受講してからご参加ください。
【研修内容】
検定基準説明／ピュアキーパーコーティング技術2級検定／ピュアキーパーコーティング技術2
級認定式

施工から引渡しまでの技術と知識を確認
④NEWコーティング2級技術検定会（クリスタルキーパー）

費用：10,000円/人
「クリスタルキーパーコーティング技術2級資格」を取得することができます。塗装の
状態をきちんと見極めて、正しいケミカル・道具を用い、最高の品質のクリスタルキー
パー施工に加えて、お客様に対しての商品の引渡しまでを検定します。
【研修内容】
検定基準説明／クリスタルキーパーコーティング技術2級検定／クリスタルキーパーコーティ
ング技術2級認定式

⑥キーパープロショップとしての技術・知識を身に付ける コーティング技術1級検定会
費用：20,000円/人
ダイヤモンドキーパーの技術認定を受けることにより、さらなる自信とステータスを持ってもらうための検定会です。「コーティング技術1級資格」を取得することができます。また
「キーパープロショップ」への登録資格も得ることができます。コーティング技術1級検定会後のキーパープロショップ研修では、お客様が抱く「車を長くキレイに守りたい」という
期待にしっかりと応えるべく「キーパープロショップ」としての店作り・メニュー作り・販促なども学ぶことができます。
【研修内容】
■検定
検定内容説明／コーティング技術1級検定（ダイヤモンドキーパーまで）／筆記試験／筆記試験採点／コーティング技術1級検定（ハイブリッドレジン施工）／検定結果発表・技術認定
■座学
メニュー表を使用した商品説明方法／施工証明書から引渡の重要性／メンテナンスについて／キーパープロショップについて／Webサイトについて（店舗情報・フォトログ、キーパー選手権、各種
ダウンロードetc）／販促案内（1ヶ月点検カード、DM、カーライフパンフなど）／まとめ

傷んだ塗装を新車以上のツヤ・輝きに
⑧鏡面研磨技術トレーニングスクール（2日間）

費用:100,000円/人 （2日間)
最新の塗装知識をしっかり学んだ上、傷んだ塗装を新車以上のツヤ・輝
きを取り戻すための知識と技術を習得することができます。各種ポリッ
シャーの違いやバフ、コンパウンドの特性をしっかり理解した上、安全に
確実な作業を行うための技術を中心に身に付けることができます。
【研修内容】
（1日目）　■座学
　　　　　研磨作業の基礎知識、塗装の基礎知識
　　　　　■研修
　　　　　 共通前処理（手洗い洗車→水垢取り→鉄粉取り→拭き上げ）／マスキング

のポイント説明、作業／傷取り研磨のポイント説明、作業　（上面～側面）
（2日目）　■研修
　　　　　 傷取り研磨の作業（側面）／傷取り研磨の作業（側面～前後バンパー・細部）

／仕上げ研磨のポイント説明・作業（ボディ全体）／ディテーリング（ポリッ
シュの洗い流し・細部の拭き取り）／コーティング作業・仕上げ／まとめ

人気のクリスタルキーパーのプロフェッショナルに
②クリスタルキーパートレーニングスクール

費用：3,000円/人 ※ 当日研修で使用するケミカルをご持参の方は無料です。
最新のボディガラスコーティング「クリスタルキーパー」の商品特性、施工
技術を学び、下地処理からクリスタルキーパー施工作業、仕上げ作業まで
本格的に訓練することができ、知識・技術を身に付けられるスクールです。
また、作業する方の負担が少なく、塗装にやさしい本格的な手洗い洗車技
術も学ぶことができます。また、コーティング販売において重要なポイント
である「リピート」を作り出すためのお客様に対する商品説明の仕方や引渡
し方法、施工証明書の活用法などを学ぶことができます。
【研修内容】
■座学
キーパーとは（ポリシー・変遷・施工実績・ポリマー、ガラスの構造などDVDを使
用）／既販車へのコーティングマーケット／施工証明書から引渡の重要性
■研修
手洗い洗車研修・確認作業／下地処理～クリスタルキーパー施工・仕上げ確認（撥
水阻害被膜対処法）／ヘッドライトクリーンアンドプロテクト・軽研磨作業体験
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検　定

検　定

スクール

スクール スクール
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