
クリスタルキーパーリピートの方程式 クリスタルキーパー受け渡しトーク例
施工していただいたお客様に、施工後どのような対応を取るかがリピート率を上げるための大事なポイントです。
クリスタルキーパーを例に施工後のファン作りの大切さと方法をご紹介します。

受け渡しはお客様にコーティングについて知っていただき、次のリピートへつなげるチャンスです。
ぜひお客様とのコミュニケーションづくりの参考にしてください。

品質 受け渡し
コーティングの品質を確認していただいたら、受け渡し時にぜひコー
ティングの説明をしましょう。コーティングを購入する機会は、人生の中
で数多くありません。施工したコー
ティングの特長、アフターフォロー
などお客様が知らないことはたくさ
んあります。お客様と上手にコミュ
ニケーションを図り、さまざまな
サービスやコーティングの魅力を
伝えましょう。

1ヶ月点検
コーティングの1ヶ月点検はぜひ実施しましょう。コーティングを施工
して1ヶ月経ち、疑問や不信を感じているお客様もいるかもしれませ
ん。点検をすることにより、話すキッカケになって疑問点が解決され
ることも多いはず。お客様に安心していただき、継続して来店してい
ただくにはとても重要な施策です。

途中の対応
コーティングは目に見えづ
らく、お客様も問題を認識
しにくいものです。
「いつでも相談を受け、手
直しする」ことを伝え、不思
議だなと思う疑問点がス
タッフに伝わる環境を作る
ことが大事。お客様にコー
ティングの調子などを積極
的に聞いていきましょう。

11ヶ月目 DM
コーティングビジネスにおけるDMは反応率が非常に高
いものです。メンテナンスや再施工の時期を案内するこ
とは非常に有効的。お客様に「そろそろそんな時期かな
あ」と気づきを与えます。

電話
DMだけではなかなか伝わらないことも、電話で言葉
を交わせば、思いが伝わりやすくなります。売り込みの
電話とは違う反応なので、勇気をもって一度トライし
てみよう。「わざわざありがとう！」と感謝されることの
方が多いはず。

再施工
再施工時にはぜひ昨年過ごした
1年間のコーティングライフがど
うだったかを聞いてみよう。「ク
リスタルキーパー2度目の施工
ありがとうございます。この1年
間クリスタルキーパーを施工し
ていかがでしたか？」こんな質問
の中にお客様の要望や悩みが聞
き出せ、解決できるチャンスがあ
ります。

【施工直後】

【店内のカウンターでコーティングの説明】

「本日はクリスタルキーパーと○○を施工
させていただきました。」

リピート率が決める来年・再来年の実績

高いリピート率を保てば、新規獲得が少なくても
毎月の施工台数が安定する。
1ヶ月間にコーティングをアプローチできるお客様の数は限られていますので、新

規施工台数を維持するのは大変な努力が必要ですが、昨年施工した人のリピート

施工の比率が高ければ、年々施工台数は増えていくはずです。

新規施工獲得台数を20台維持するとします。

例えば70%のリピート率を維持すれば、翌年同年は20台×70%＋20台＝34台

施工が可能になります。2年後には44台、そして5年後には55台がコンスタントに

販売でき、安定した収益が得られる大きな成果となります。リピート率70%を維持

できれば、新規施工獲得をするモチベーションも上がるはずです。

しかし、ほとんどリピートせずに30%のリピート率の場合になると、いくら毎月20

台の新規施工を行っても、1年後に26台、2年後28台、5年後に29台に上がるも

のの、そこに限界点があって、10年後でも29台のままです。まるでザルに水を注

ぐように、施工したお客様の70%は離れ、毎月29台の施工しか得られず、毎月20

台の新規を獲得する大変な努力の甲斐もなくなってくるのではないでしょうか。

この施工台数は、毎月たった7台新規獲得台数を上げながら、リピート率70%を維

持した時の5年後の毎月施工台数と同じ台数です。

リピート客を積み上げることで
高い実績を上げられる
圧倒的な客数を持っている店舗ならばまだしも、限られた客数の店舗では、リピート

率を如何に上げるかが勝負の分かれ目になるのでしょう。ましてや客数の多い店舗

において高いリピート率を確保できれば、今までに考えられないような実績を上げ

られる可能性があります。

クリスタルキーパーに限らず、継続販売の性質を持った商品は、新規獲得も大切な

要素ではありますが、それ以上にリピート率を確保、毎年リピートを積み上げること

が実績を上げる最も重要な要素と言えます。

売りっぱなしにしないこと

クリスタルキーパーは1年で繰り返すコーティングです。

施工させてもらった後の対応もとても

大事です。お客様と1年のお付き合い

ができるように心がける必要がありま

す。リピートの方程式にある7つのポ

イントなどを意識して行きましょう。

直営KeePer LABO全店舗の一昨年12月のクリスタルキーパー施工台数802台のうち、昨年12月、494台が再施工をされまし
た。つまりリピート率は、494台/802台で61.4%。これに新規の施工が681台あって、昨年12月は494+681台=1,175台がクリス
タルキーパーを施工しました。
さらに、昨年1月は219台の施工に対して、今年1月はなんと519台で前年比236%と大きく伸びており、一昨年施工した方が1年間
を過ぎて1月に施工されている方も多いと想像されます。とすると、昨年12月だけに限ったリピート率61.4%はさらに上がり、70%
台に入っていると予想されます。

○リピート率の違いによる年別施工台数

全国9ヶ所のトレーニングセンターで毎月開催されている「クリスタルキーパー研修」。
クリスタルキーパーの理論から実践まで、トータル的に学ぶことができます。

ご提供価格ご提供価格

￥15,452

1年前、新車を買ってすぐにコーティングをかけたくて、クリスタルキーパーを施工しました。
コーティングをしたおかげで1年間水はじきも良く、長持ちしてキレイでした。それから、汚れ
にくく自分で洗う時、汚れを落としやすく手間が減りましたね。やっぱりコーティングをしてる
車としてない車は違うなぁと実感しました。再施工したのはやはり、1回やっていただいて良
かったことと料金がサイフに優しかったからです。ディーラーは高くてなかなか手が出せませ
んでした。１年ごとにクリスタルキーパーで新車の輝きを取り戻すことで、また１年大切に乗
ろうと思えますね！

「1年間水はじきが長持ちして、キレイが続きました！」

石和田 様（写真右側）
マツダ デミオ

クリスタルキーパー研修毎月実施中！

施工内容の確認1

「仕上りのご確認をお願いします。」
（お客様と車を一周して）「よろしいでしょうか？」
「はい」
「ありがとうございます。」

仕上り確認2

「では店内でコーティングの説明をしますので、こちらへお願いいたします。」

店内でコーティングの説明をします。店内への案内3

「本日はクリスタルキーパーを施工していただき、ありがとうございます。」

お礼4

「こちらが本日施工させていただいたクリ
スタルキーパーの施工証明書です。」

施工証明書の説明5

「このあとですが、1ヶ月点検というものがございます。本日より1ヶ月後に無料
で手洗い洗車をさせていただき、コーティングの点検をいたします。コーティン
グの定着状態を確認させていただく作業です。
その際にもし何か気になることがございましたらおっしゃってください。」

1ヶ月点検の説明とその他気になる
点も手直し可能なことを伝えます。1ヶ月点検の説明6

「ではこの後のお手入れですが、普段の洗車はどうされていますか？」
例1「自宅で洗っているよ。」
「はい、そうですか。その際ですが、洗った後の水はしっかりと拭き取ってください。
水道水を拭き残すと水はじきをじゃまするミネラルが付くことがありますのでお願
いします。」
例2「いつも洗車機で洗っているけどダメ？」
「いえ、大丈夫ですよ。でも拭き上げはしっかりしてくださいね。」

7 お客様の普段の洗車方法をお聞きし、
適切なアドバイスをします。普段のお手入れ

「それから、気を付けていただきたい点ですが、フロントまわりに付着する虫や木の
下で付着する樹液、鳥フンなどは長期間放置してしまうと、コーティングと塗装面に
ダメージを負うことがあります。付着したら早めに洗い流してください。」

虫、樹液、鳥フンなどが付いたら、
早めに洗い流すことをすすめます。留意点8

「当店は手洗い洗車のメニューをご用意しております。よろしければ、お気軽に
お申し付けください。」

自店の手洗い洗車のおすすめ9

「コーティング表面にミネラルなどの汚れが付着すると撥水状態が悪くなること
があります。その際は当店で専用ケミカルを使って洗車させていただければす
ぐに元に戻りますので、ぜひお申し付けください。」

撥水状態が悪くなってもすぐ元に
戻せることをお伝えします。汚れと撥水の関係10

「こちらのコーティングは、自動車保険に対応したコーティングです。修理などを
行った場合、修理箇所を保険でコーティングし直すこともできますので、こちら
の施工証明書を大切に保管しておいてください。」

11 保険と施工証明書

「では、コーティングに関して何かご質問はありませんか？」
（お客様の質問にお答えする）

13 質問を聞く

「またどうしても取れない汚れなどありましたら、ご相談いただければ、手直しい
たしますので、ご相談ください。」

14 手直しの案内

「以上がコーティングのご説明ですが、よろしいでしょうか？では会計をさせてい
ただきます。」

15 会計

「こちらのコーティングは1年ごとに繰り返
すコーティングです。1年経過する前にハガ
キやお電話でお知らせをさせていただきま
すので目安にしてください。
また、1年後の○月○日までに施工してい
ただきますと割引されるサービス券が入っ
ていますのでぜひご利用ください。」

1年ごとに繰り返すコーティングであることを説明。12 1年後

すぐに始められる
クリスタルキーパー取組みセットを
ご用意しました。

それまで3～4か月ごとのコーティングをしていましたが、忙しくて定期的にできなくなり、もっ
と長持ちするものにしたかったからクリスタルキーパーにしました。とにかく汚れにくくなりま
した。洗った後の輝きが今までとまったく違いましたね。汚れても汚れが表面に乗っかって
いる感じで簡単に洗い流せました。施工も2～3時間ですんで、その間、自分の車をずっと
見ていられるのも安心です。車が大きい（LLサイズ）の割に、価格が手ごろですよね。１ヶ
月点検や施工証明書など、アフターフォローをちゃんとしてくれるのもうれしいです。

佐野 様
トヨタ　アルファード

「手頃な価格でアフターフォローもしっかりしてくれる！」
リピーター

の声

セット内容セット内容

（ ）

（ ）

●ダイヤモンドキーパー

黄スポンジ   6個
ダイヤクロス 6枚

●クリスタルレジン

レジン用スポンジ 2個
キーパークロス　 2枚

●キーパークロス

●メニュー表

●三角POP

●はじめて物語

●施工証明書　 

1枚

1枚

1個

100冊

9冊

3本

1個

重要なのは“仕上りの品質”
です。お客様が驚くほどの
キレイを提供できたら勝
ち。想像以下の仕上りだと
負けです。想像を超えるキ
レイさを作りあげることを
意識すること。仕上り確認
の際、お客様の「驚いた顔」
「笑顔」をよく見て、キレイ
の品質を確かめましょう。ま
た人はキレイになった自分
の車を誇らしげに見る時は、距離が離れ、車全体を見るものです。不信を持って見
る時は、距離が近づき、塗装面を見ようとします。このように、仕上り品質の確認の
際、お客様と愛車との距離を意識してみるのも面白いもの。お客様の反応を常に
確認し、スタッフと共有してみましょう。

施工当日施工当日

再施工までの10ヶ月再施工までの10ヶ月

再施工のアプローチ再施工のアプローチ いよいよ
リピートへ！
いよいよ
リピートへ！

対　象　者

カリキュラム

費 　　 用

すべての方

クリスタルキーパーの長所や特長、
作業方法、接客トーク等

10,000円（税抜）
※ケミカル（ダイヤモンドキーパー・クリスタルレジン）
をご持参の方は無料

毎月新規施工台数を20台がんばって、リピート率70%を確保すると5年後1年間で13,310,880円(月平均約110万円)になるが、
リピート率を30%しか取らないと、同じく毎月20台の新規台数を獲得しても約半分の6,840,489円(月平均約56万円)にしかならない。
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リピート率30%(売りっぱなし） リピート率50%（DMのみ） リピート率70%（リピートの方程式〈2面〉を実施）

新規施工
台数/毎月

リピート施工
台数/毎月

合計施工
台数/毎月

新規施工
台数/毎月

リピート施工
台数/毎月

合計施工
台数/毎月

新規施工
台数/毎月

リピート施工
台数/毎月

合計施工
台数/毎月

5年目1年間の
施工台数と金額

5年目1年間の
施工台数と金額

5年目1年間の
施工台数と金額

(1台の平均単価をMサイズの20,000円とした場合) (1台の平均単価をMサイズの20,000円とした場合) (1台の平均単価をMサイズの20,000円とした場合)

342.0台　¥6,840,480

20.0
30.0
35.0
37.5
38.8

0.0×0.5=
20.0×0.5=
30.0×0.5=
35.0×0.5=
37.5×0.5=

0.0
14.0
23.8
30.7
35.5

0.0×0.7=
20.0×0.7=
34.0×0.7=
43.8×0.7=
50.7×0.7=

465.0台　¥9,300,000

20.0
34.0
43.8
50.7 
55.5

665.5台　¥13,310,880
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