
問九．コロナ禍における営業回復に向けて、あなたの知恵と⼯夫のアイディア、現場の声をご記⼊ください。 所属組合

（アイロン、パンチ）パーマがリバイバルされてるのでうまく取り込めれば。 三重県
（アンケートばかり書いているのがイヤになって来ました…笑）6ケ所⽬…それもコロナのことばかり。 岩⼿県
（ワクチン）早く接種して1⽇も早く正状に戻りたい。 北海道
（業者にて順備中）BARBER形態へ特化するなど男性へアピール！ 福岡県
（個⼈経営）少⼈数での接客をアピールして密にならない安⼼感を提案しています。⼦供を連れて来てくれる
お客様が増えました。

⻑崎県

（理容業の為ありがとうございます） 東京都
｛経費がゆるせば⽾店客にチョキちゃん付のマスク1客に1枚差し上げる（1店ポは50〜100枚位）ことはいかが
でしょうか

⿃取県

“衛⽣管理を整えてコロナを近付けない”みたいなポスターとか？ 静岡県
￥1000円カットとコロナやばい ⾼知県
「GoToBarBer」ポスターに合わせてクーポン券を作ってくばりました。今は物よりお⾦、クーポンはこうかあ
ります。

岩⼿県

「あなたも私も感染者」での対応。 宮城県
「いばらきアマビエちゃん」の発録店として来客に周知している。 茨城県
「ガイドラインの修了証」や「感染防⽌取組店」をフレームに⼊れて、安全・安⼼をアピールしてます。 ⼭形県
「コロナに負けないでね」と書いたクーポン券を年末年始にさしあげます。 岩⼿県
「その後」のことを考えたい。災禍が過ぎたのちのための種をまきたい。 愛知県
「感染させない」努⼒は、しておりますが、「感染」しないと100％安⼼はありません。健康管理あるのみ。 愛知県
「感染防⽌対策を、お客様にご協⼒ご理解をお願い」の紙など、メロ・待ち合いイス・SNS・ネット予約ベー
ジへ記載する

福岡県

「使った物を1⼈1⼈取り換えています」を会話の中で⾔葉に出して⾔うようにしている。 愛知県
「指差し接客で感染低減」「会話せず、指差しオーダー、コロナ⾶沫感染予防」など⾊々⼯夫があるかと思い
ます。

静岡県

「特別定額給付⾦」をあと20万円位すべての⼈に⽀給する。 静岡県
「理客店に⼊るの怖いですか？」と客に質問してみました。答えは⽮張り客が密着する場であり直接⽪フに器
具や⼿指を触れるので不安と云う事です。“ここの店なら⼤丈夫そう”と思える店を選んで来店するそうです。

岩⼿県

◎事業部から営業に来た商品で、コロナに対応出来てる「カルテック社」の除菌・脱臭機を組合店全店に⼊れ
て頂き、そこをアピールする。（TVなどマスコミを使って）

京都府

・こて先の⼯夫をしても⼈の不安な⼼は変えられない ⼤阪府
・セルフのすすめ（メガネ、⾐服の着脱等） 神奈川県
・各お店がガイドラインを徹底に⾏なうことです。 ⾹川県
・換気・消毒・マスク・空間除菌、といろいろ⼯夫しながらやっています。（⽬に⾒えないのがこわいで
す。）

福島県

・今まで通リきちっとした仕事を続けてお客様がもどってくるのを待つしかない ⼤阪府
・⽀部役員の⽴場で⾒ると、消毒等、感染防⽌の為にも、少し堀り下げた知識が必要と思われる、当⽀部に於
ても、新型コロナウイルスに特化した衛⽣講習を開催したが参加率が悪く危機意識を持って欲しいと思った。
巡回中の中で、約20年前講⼊のアルコール（エタノール）を使っていたり、⾼濃度のアルコールを希釈せずに
使っている等。個⼈的な意⾒ではあるが、役員は特に、少し深い知識を持ち、正しく伝へ正しく実⾏する事が
⼤切だと思う。・⾼齢福祉施に出張カットに出向いているサロンは⼼配である。

茨城県

・理容いすを減らし いすの間隔をあける・パーテーション設置・従業員はやとわず・家族で経営・経費を節
約

神奈川県

1．清毒めんと感染防⽌に回復を待つ。 群⾺県
10⽉よりお客様名薄を作りたいさくを取ったのはすばらしいです。 宮城県
1にも2にもコロナ終息、共にがんばりましょう！。 和歌⼭県
1に消毒、2に消毒です。 ⼤阪府
1客ごとに取り変える事が出来ないのは刈布です。その刈布を使いすて刈布があったら良いと思う 茨城県
1時間ごとの換気10分（⼾を開けっぱなし） ⼤阪府
1⼈1⼈が⾃覚を持って⾏動する。 佐賀県
1⼈1⼈の、消毒を徹底しています 埼⽟県
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1⼈1⼈のお客様が重ならないように、換気や消毒に⼼掛けています。 ⻑崎県
1⼈づつやる。 愛知県
1⼈づつ消毒する事
1⼈でしているからこれ以上わからない。 福岡県
1⼈でしているので必ずダブらさない。 愛媛県
1⼈では無理、皆（組合）で動く。 岩⼿県
1⼈でやっているが、お客様を⼀緒にする事しないように10分時間をあけて、予約をしている。私は、窓が沢⼭
あるので独り⾔に窓をあけて換気をしている。もちろんイスや⼿がさわる所は、消毒液でふいている。

⻘森県

1⼈でやっているので、元々予約のみの営業だったので、サインポールは3⽉からまわしていない状態です。お
客様の⽅も4〜5⽉頃は休んだのもありましたが、減少しました。来店の回数が少なくなった感じがします。

福島県

1⼈でやっている衛⽣⾯の良さ。 京都府
1⼈で営んでいるお店ですので⼤型店からのお客様、安い理容室からのお客様が流れてきて、コロナ禍で忙しく
なっております。フェイスシールド、マスクなど供給おねがい致します。

⻑野県

1⼈で営業、●●●なのであまり⼼配ない。 東京都
1⼈のお客様が帰られたら消毒薬でイス、座ブトン等をふいたりかえたりしてます。 京都府
1⼈のお客様の前後、⼊り⼝のドア、マドを開けて、空気の⼊れ替を20分くらいづつ、しています。 新潟県
1⼈営業なので（予約制）楽しく営業しています。 三重県
1⼈営業の為何⼗年完全予約制の営業です。改めて⾃分の営業⽅針に⾃信がもてました。 埼⽟県
1⼈営業の為全予約か事前に電話確認で来店頂いております。 埼⽟県
1⼈々が、予防に気を付けて、とにかく収速に向かう事を節に願っています。 宮崎県
1⼈々がコロナーウイルスに対する意識を⾼めていく 愛知県
1⼈々きちんと消毒を実⾏し、お客様の信頼、信⽤をアピールしております。 神奈川県
1⽣懸命まじめに仕事をしています 岐⾩県
1対1、を⼤切にする。 広島県
1対1の接客をしています。お客様も安⼼して頂けて、コロナ渦ですがほぼ影響ないです、ありがとうございま
す！！

愛知県

1⽇0⼈、1⼈、2⼈等の⽇々を不安に思いながら同業者と電話しあいはげましあっていますが、皆の店も同じだ
と思い安⼼してる様な感じです。

岩⼿県

1⽇でも早く終息し早く安全なワクチンを供給して頂きたい。 福島県
1⽇に3度ぐらいウガイをしている。 神奈川県
1⽇の早いコロナの終息を願うのみ 富⼭県
1⽇も早い終息を。 福島県

1⽇も早い終束の⽇が来る事を願いつつ毎⽇頑張っております。健康に特に気を付けてます。毎⽇歩してます。 ⼤阪府

1⽇も早くコロナウイルスへの特効薬できるのを待つのみです 兵庫県
1⽇も早くワクチンを作ってほしい ⻑崎県
1年間に、限定で、組合費の半額など、思いきった⼿をうたないと、組合数は減少の⽅向へいくでしょう。今⼤
胆な政策を⾏なわいとアウトです。

群⾺県

1番⼤切なことは、まず⾃分が感染しないように努めること！！感染した時点で商売の信頼は終わる！！感染し
ない！させない！が1番の営業回復の近道。

岐⾩県

1名1名のお客様に対して、最⾼の衛⽣設備にて、対応してます。 栃⽊県
20、30代の若者に対してのコロナ認識のなさ
2020年は⼤きな時代の曲がり⾓で、約200年に⼀度の変り⽬に当ります。⾃然には勝てません。 静岡県
2020年夏、コロナ第2波の時、関東、関⻄⽅⾯の⽅と接したお客様のチェック、現在は、市中感染の為、来店
者、全員の連絡先を記載、緊急時にそなえる。

⻑野県

2重マスクと消毒液の使⽤をおしまないで、お客様1⼈代わる毎に使⽤している。 滋賀県
2度⽬の緊急事態宣⾔の発令でこれからの成り⾏きを⾒守るしかないかと・・・。 千葉県
2類を5類にすべきだ 神奈川県
37年前より予約にて営業しています。多少予約時間に遅れても消毒に関してはお客様の前でお客様が安⼼出来
る様「そこまでやるの」とと⾔われる位徹底して実⾏いています

千葉県
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3密、⼿洗い、マスク着⽤、消毒等の持続。 兵庫県
3密防⽌に努めて、うつらない！うつさない！を営業の基本としていくその上で営業⽬標は営業回復でなく、現
状収益を考えたサロン経営を再構築していきたい。

岡⼭県

50才以上のお客様の来店サイクルは元にはもう戻らないので対応を考える。 愛媛県
60代後半なので、コロナに感染せず、病気をせず無理をせず仕事を⻑く続けられたら幸せです！ 新潟県
65才を過ぎているので、公庫からお⾦を借りても、営業しなくなっても借⾦がのこるのは困る、跡継ぎがいな
いので。

宮城県

70歳を越えて、消毒、マスクをして、ゆっくり仕事をするようにしています。来て下さる店のみ 岐⾩県
73才なのでどうにもならない ⼤阪府
80才になると知恵も⼯夫もありません。 東京都
80才台ですので仕事が出来るだけ良いと思っていますが… 福岡県
80歳を過ぎております、迷惑をかけない様⽣きている処であります。 ⻑野県
88才の理容師に何も出来ません 兵庫県
90％以上予約制なのでお客様同⼠がサロン内で顔を合わせる事がほぼ無い様にしています。 和歌⼭県
99．99％コロナ不活化ということは、感染させないということ。コロナだけではなく、様々なことのバランス
をとることの重要性を使えています。

静岡県

9⽉以降、いろいろな営業努⼒をして（美容技術）売上は去年より上がってます。 ⼤阪府
Co2センサーでの換気の⾒える化 神奈川県
CO2センサー導⼊。スタッフとの対話。 北海道
GO TO、！！キャンペーン 新潟県
GO TOなど理容店でも使える商品券の発⾏。 神奈川県
GO TOバーバーのポスターだけでなく、組合として、お⼦様のカット料⾦割引など具体的にすると良い。 ⻑野県
go toみたいな事を理容業界にもしてほしい国にお願してほしい。 静岡県
GO TO床屋の実施。 福岡県
GOTO〜を理容などの他の職業へも⾏なっていただきたいです。（観光飲⾷だけでなく） 神奈川県
GoToBARBARなどピンポイントの⽀援。 ⼤阪府
GOtoCUT等として、補助⾦を出してもらい、理容業会を盛り上げて欲しい。 神奈川県
GO−TOイートは、⼈数を4、5⼈までとかしないと、感染は、広がると思います。 ⻑崎県
GOTOイートみたいに割引にしてもらう！ 愛知県
GOTOカットなど国の政策があってほしい 兵庫県
GOTOだと全国の国⺠にえん助が出来ない。 新潟県
GoToなどこざかしいものを使ってやたらに出歩かない 静岡県
GOTOもbarberやbeautyなどいかがですか？ 福岡県
Gotoをやってほしい 静岡県
GoTo散髪とか、GoTo CutとかのCM、キャンペーンのマスコミへのアピール。 岡⼭県
GOTO理容を政府に働きしていただきます様に！ 滋賀県
HP、LINになどSNSを使ってお客様にコロナ対応してますってのを伝える。 福岡県
ITを駆使した新規客の獲得と既存客の囲いこみとリピート率UP、⾼単価化。 広島県
K．K．ヨコイの30枚￥1000です。名古屋の会社ですTEL052−803−4051http．www．yokoi−mask．jp／で
す。

⼤阪府

NET社会なので情報をしっかり発信する。みんな⾒ています 愛知県
PCRの検査組合の⽅でしてほしいです。 ⼤阪府
PCRをした⼈のみの、来店を希望。 福岡県
PCRを組合で全員受ける 新潟県
PCR検査をもっと⾝近に安価にうけられたら良いと思う 福島県
PCR検査を確実に実施し「陰性」である事を、店頭でわかる様にする 福島県
PCR検査を業界すべてに⾏い、陰性の店というステッカーをはり、お客様が安⼼してご来店出来る様にする。
お客様も必ず検査を受けた⼈に限る。陰性の証明書を出してくれれば良いと思う。

東京都

PCR検査を組合員でして、安全をPRする。 ⼭⼝県
PCR検査全国⺠に 福島県
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PCR保険適⽤してほしいです。 北海道
PR、安全のアピールの強化のみです。 秋⽥県
PRC検査を全組合員にして、お客さんに安全をPRする。 佐賀県
PRおよび安全のアピールの強化について⾏っている ⿃取県
PRおよび安全のアピールをマスコミ、メディアを使ってほしい。 静岡県
PRの仕⽅と、外にむけてのPR作戦。 島根県
PRポスター「コロナに負けずがんばってます、理容店」など⼤きくB2サイズくらいのポスターを作ってほし
い！⾔葉はなんでもいいが…考えてほしい

愛媛県

QRコード等キャシュレス決済などで現⾦のやりとりを減らす。⾮接触の努⼒ 神奈川県
SEO、MEO、ブランディング等、ネット対策。 静岡県
SNS、ユーチューブを使いお客様へのアピールと提案。 愛知県
SNS、⼝コミをつかい地道にいまある技術の強化、進化させた宣伝。 ⽯川県
SNSでお店の安全性を伝えてる 群⾺県
SNSなどでの安全のアピール。 岐⾩県
SNSなどをつかってのお客様の距離感を近くする必要がある！！LINEなどの公式アプリなどの講習などは良い
と思う！！実際良くなる！！

⻑崎県

SNSによる情報発信 岩⼿県
SNSや店内外POPで安全、安⼼アピールをしっかりする。 ⼤阪府
SNSを活⽤したコロナ対策のアピール ⼭形県
SNSを使った上記のPR 滋賀県
SNS活⽤によるPR。 ⼭⼝県
SNS等で情報を全国⼀勢に発信するなど、できることは多いはずです。 新潟県
SNS等などを⽤いて、お客様への安⼼、安全のアピール 兵庫県
TELの予約を優先にしています。 京都府
TVCM（ニュースなど）での取組の紹介（加盟店での取組） 兵庫県
YoutuBe等でニューヘアー等を動画配信してほしい 新潟県
アイデアがあったら教えてほしい位 神奈川県
アイデアは残念ですが⾒つかりませんでした。技術者としての中の職種で先⼈の⽅々を敬う筆頭格な職業で
す。現在、⼈の密を避けて下さいと⾔われている昨今、理容美容はお客様の1時間前後触れて成り⽴つ職です。
今現在町の開業医でも対⾯で1m距離を置き患者に触れることは1〜2分程度です。売上が減る中、除菌機器、消
毒に関する設備投資をして、これ以上個⼈でできることはありません。

神奈川県

アイディアなし 栃⽊県
アウトサイダー（⾮組合員店）との感染防⽌策のちがいを…組合員は都県保健所の指導のもと、組合⼀丸と
なって戦っている、広告・チラシを配布してほしい。

埼⽟県

あくまでも感染防⽌の為の衛⽣⾯をアピールするしかないのではないでしょうか？換気扇、空気清浄機 東京都
あたりまえですが消毒・換気はマメにかかせません 千葉県
あたりまえの事をあたり前にしっかりと⾏えばいいだけ。 神奈川県
あたりまえの事をやって⾏く。 ⼭形県
あったら教えていただきたいです。 千葉県
あったら教えてほしい。 埼⽟県
あとは、都⼼部ではなく近所に切り換える⼈が多いです 埼⽟県
あなたの知恵と⼯夫といいますがそれは政府の考え⽅しだりでとにかく我々理容業会の⾔語にあるように出さ
ない移さない徹底する事です。それしかありません！！

秋⽥県

アピール。 ⽯川県
アピールする。（各サロン店は⼤丈夫です。をお客様に分かって頂ければ常にご来店下さると思います）。 愛知県
アフターコロナで社会が変っていくと思う、うまく集って⾏きたい。 東京都
あまり、しゃべらない。 ⼤阪府
あまりいらんことはせずじっと耐える。 ⼤阪府
あまりピリピリしすぎないこと 北海道
あまり会話をしない 三重県

4



問九．コロナ禍における営業回復に向けて、あなたの知恵と⼯夫のアイディア、現場の声をご記⼊ください。 所属組合

あまり外に出ない。 東京都
あまり話をしない。 埼⽟県
アメリカ、イギリス開発ワクチンに迷よわせられず、⽇本独⾃のワクチンを。 愛知県
あらゆる知恵を出してお客様に安⼼感を与えること。 ⻑野県
アルコール。 広島県
アルコールで1⼈ごとにあちこち消毒 奈良県
アルコール消毒、マスク着⽤を理由無く我が儘で拒む御客様の対応に本当に困る。 東京都
アルコール消毒・換気はもちろんの事、まず⾃分⾃⾝が健康でいるために⼗分な睡眠をとり、しっかりとした
⾷⽣活を⼼掛ける事が⼤事だと思う。免疫⼒を⾼める事も必要だと思う。

静岡県

アルコール消毒のすすめしたりしている。 熊本県
アルコール消毒やマスクの話題で協⼒してもらってる。 福岡県
アルコール消毒を⾃動で出るようにして⼯夫している。
アルコール消毒液などをコロナ禍の間組合から無償にて配布するなどの対策をすると良いと思う。そうすれば
お客様⽅の信頼を得る事が出来て理容室の信頼性が増すのではないか。

神奈川県

アルコール消毒液を⼊⼝に設定し顧客に⾔葉を掛け⼿指消毒をお願いしている 愛知県
アルコール類の無料配布にしてほしいです。 岐⾩県
アルバイトの客が収⼊が無いので来店サイクルが⻑くなってます。とにかく国に何かしらの対策を求めて下さ
い。

神奈川県

ある程度の設備投資も必要かと思います 神奈川県
ある程度やっていて、これ以上やることがあるなら、逆におしえてほしい！！ 京都府
あれば苦労しない。 滋賀県
アンケート記⼊時（1⽉7⽇）、東京都では2447⼈のコロナ感染者が出た、当店周辺でも毎⽇コロナ感染者がで
ています。理容技術者として、密接な施術は、とても怖いです。

千葉県

イオン発⽣器を新に購⼊しました。（脱臭除菌健康対策として） 佐賀県
いくら対策に気を使っても⽬に⾒えぬ敵にはどうする事もできません、こまめな⼿洗消毒マスクそこで我が店
舗は医療⽤物貭⽣成器の空気清浄機を使⽤しお客様の安⼼感を得る様と説明してます空気中のインフルエンザ
ウイルス、花粉、コロナウイルスを上記の器械がイオンを発⽣してウイルスを退治する、信じて使⽤してい
る。

愛知県

イス1台当たりの⾯積を⼩さくして、効率を⾼める（ツボ単価を上げる）経営は、反⾯お客様のプライバシーや
満⾜感を犠牲にした上で成り⽴っている。これを追求し切った形が低料⾦店とも⾔える。今⼀般、お客様が⼀
番⼼配なさる点を担保できていない事が露程した。今後取るべき⼀舵は前記⼆点の担保だろう。

奈良県

イスが3台の店舗ですが今は2台で営業している ⻑崎県
イスとイスの間に、ビニールで間仕切りを設置。 滋賀県
イスとレジ台の間仕切・フェイスシールド・マイナスイオン発⽣器設置・体温測定器・消毒⽤（アルコール）
容器多⽤。

⼭⼝県

イスの間をあける。 愛知県
イス間にビニールをはっている③マスクかけを前⾯においている。 神奈川県
イス器具（道具）の1⼈1⼈回数で消毒、換気ドアノブ等の消毒。 三重県
いつ、対⾯での作業（お顔剃、フェイスエステ等）が出来なくなるかわからないので新しい対策を考えている 岩⼿県
いつもと変わらず衛⽣的な仕事をする 愛媛県
いつもの消毒（⼀客ごとに）しさらにイス、ドアトイレのノブなどにも消毒しています。 宮城県
いつもマスクをしておく。 福岡県
いつもより派⼿なクリスマス及び、正⽉飾りで店内を店外を埋めつくし、元気アピールをした。 静岡県
いつも通りに換気と衛⽣⾯を気をつけてやっていくしかないです。お客様を信じるしかないです。 愛知県
いつも通りの笑顔で接客 ⻘森県
いつも店をまれいにしてます。そうじが⼤切ですね。消毒 三重県
いつ廃業してもよい位だ…。 岐⾩県
いなか町なので感染がプレッシャーになる。出来るだけマスク、⼿話を考えている。 新潟県
いばらきアマビエちゃんなどは組合員は理解しているが、お客様は理解できていない。 茨城県
イベント（結婚式、祭りなど）がない以上、営業回復は⾒込めない。
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問九．コロナ禍における営業回復に向けて、あなたの知恵と⼯夫のアイディア、現場の声をご記⼊ください。 所属組合

イベント等については、⾏かない事 北海道
いまのところなにもありません 愛知県
いままで以上の消毒の対策 千葉県
いろいろな⼯夫はしているもののお客様にマスクをしていただいている間はシェービングができずレディース
シェープのお客様もできず収⼊減にこまっています。指定伝染病の2類から5類に新型コロナがなれば解決でき
るのですが残念です。つくづく思うのは理容という単品だけを売るビジネスでは何かあった時には⾏きづま
る。複合的なビジネスを合せて⾏なうことの必要性を感じ実⾏しています。

神奈川県

いろいろ指導頂き感謝しています 岡⼭県
いろいろ変えているが今後収⼊が減少し、持続化給付⾦を組合が動いてほしいと思う。
いろんな事を考えて精⼼的に疲れている。 三重県
インターネットの活⽤ ⼤分県
インフルエンザといっしょでなん年もつづく。
インフルエンザとくらべても死者重症者が各段に少ないのに〜なぜ経済活動を取めるようなことをするのがよ
くわからない。できるならスウェーデンのように体もしないほうが早く患者数や死者数がへっていくという考
えに賛成します。

愛知県

インフルエンザよりも低リスクなのに⼤さわぎしている報道全てがインチキだと世に広める事。 福島県
ウイルオフという薬品を天井からぶら下げて置く、⽞関マットも1⼈ごと消毒をする。床の掃除をする前にエタ
ノールを散布した後、⾏うようにしている

宮城県

ウィルスがおさまるまで無利⼦でお⾦が貸りられと良いです。貸り⽅を割りとかんたんに出来ると良いのです
が…

新潟県

ウィルスに負けない⾝体造り、消毒、マスクは当り前、ウィルスと共存していくしかない。 奈良県
ウイルスをもらわないうつさないを⼼がける 福島県
ウイルス対策に向けて加湿器を導⼊した 宮城県
ウイルス等を下に落とす、空器清浄器の導⼊ 愛知県
ウェブチケット等の利⽤ 新潟県
うがい ⼿あらいをしっかりと 北海道
ウガイ、⼿洗い、マスク、消毒、換気
うがい、⼿洗い、消毒、マスクの徹底の⼤事さ！これしかないと思った。 福岡県
ウチはほぼワンオペなので、予約制、椅⼦間の間仕切り、換気消毒等清潔な空間を作ることで安⼼して来店し
ていただく努⼒ってとこですかね…。

東京都

うつてなし。 神奈川県
うつらない、うつさないをモットー頑張らきゃならない頑張るしかない。
うりあげがへっていますめんどうなてつづきで10万円ほじょのしんせいのしかたもできないなえとかしてくれ 福島県
エアコンの空気清浄運転を利⽤しています。 北海道
エタノール液等を組合で安く多量に仕⼊れるようにしてほしい。 愛知県
エッセンス液でのミスト設置（店内と出⼊⼝） 兵庫県
おかけになった椅⼦は1⼈のお客様がお帰りになるまで専⽤で使⽤。 富⼭県
おさまるのを待つしかない
おしゃれな⽅にしたい。 兵庫県
オゾン空間除菌及びその他の衛⽣対策を⾏っています。 ⿅児島県
オゾン空気清浄器等を使⽤して、お客様に安⼼感を持ってもらえたらと思っています。 ⿅児島県
オゾン⼩型空気清浄器の室内除菌、消毒剤の併⽤、来店者の体温チェック等。 愛知県
オゾン発⽣器、UVC空間除菌装置、コロナにも対応医療⽤マスク（サージカル）の着⽤（コロナ対応マスクは
国内においてとても少いです）使い捨てシューズが⼀着⽤の徹底、医療⽤⼿袋の着⽤（必要に応じて）。

茨城県

オゾン発⽣器の導⼊。 ⼤分県
オゾン発⽣器を導⼊してから、少し換気の⾯で安⼼した。 富⼭県
オゾン発⽣措置の設置を⾏っている。 茨城県
おもいやり 愛知県
オンラインでのカウンセリングや物販 千葉県
オンラインで物販、オンライン特別価格などで販売。 北海道
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問九．コロナ禍における営業回復に向けて、あなたの知恵と⼯夫のアイディア、現場の声をご記⼊ください。 所属組合

オンラインを強化する。 福井県
オンライン化がすすみ、業種によっては売上アップに成巧しているところもある。理容室は安全な所をもっと
オンライン、SNS、等とRRしなければならない。TVの時代は終わったもかも？

⿃取県

オンリーワンを⼼がける 広島県
お⼀⼈づつのゆったりとしたお時間をとらせていただき、シェービングあとのプチリンパマッサージ等でつか
れた⼼をいやしていただき、よろこんでいただいています。お帰りになりますころには、みなさまお元気にな
ります！やさしさと親切と愛をもって接っしております。

⻑野県

お⼀⼈様対応でやって来て良かったと思いました。 新潟県
お陰さまで今年は昨年よりも10％以上売上げが上がりここ数年で1番いい状態でした。今年つくづく⼈の髪は伸
びるという事であり、コロナ禍以下からの信⽤で勝てたと思っております。細かい⼯夫はここでは書ききれて
いませんが、他にも売上げを伸ばしているサロンはいくつもあります。

宮崎県

お陰様で当店はさほど影響はなく、現有お客様の信頼維持につとめます「お客様の信頼維持」だと思います。 福井県
お顔そりで寝てしまうお客様が正直こわいです。（⼝があくから）皆様どういう対応をされているのでしょう
か？。

⿃取県

お顔そりをしない。 福岡県
お気遣いをお礼申し上げます。 ⻑野県
お客がこわがらないように気を付ける。 三重県
お客さまとの「つながり」「関係性」を⾒つめ直すこと。 神奈川県
お客さまとの対話はコロナのえいきょうでなるべくさけている 愛媛県
お客さまの椅⼦の間隔を広くする。 岐⾩県
お客さまをあまり怖がらせないようつとめたいと思ってます。 神奈川県
お客さんが、外へ出れる様にならないと営業の回復はのぞめない。 福岡県
お客さんがかたまりすぎない。 富⼭県
お客さんが帰った後のイスの消毒、ハサミの消毒をし、使う前にはカミソリの消毒をお客さんの⾒える所でし
ています。お客さんが⼤変ですね…と⾔ってます。

千葉県

お客さんにコロナに対しての安⼼感をあたえるにはどうすればよいが⼊店されたお客さんの検温、⾝体の状態
を聞き安全なお客さんがどうかの確認をする。
お客さんに向けて理容業界の感染防⽌の取り組みをアピール 新潟県
お客さんに不安感をあたえない。（換気、消毒、加湿器等をめだつ所に置く。） 埼⽟県
お客さんの分散で完全予約制の導⼊ 福島県
お客さんの⽬の前で椅⼦の消毒、新しいタオル等の取り出し等清潔感を⾒て頂く。 ⻑野県
お客さんは今まで以上に減ってきています。⽣活⾯では⼤変ですね。 ⼤阪府
お客作に対するコロナ対策のアピール ⼭形県
お客様、スタッフ、家族を守るために徹底することに⼼がけています ⼤阪府
お客様、従業員共々、消毒、衛⽣、ソーシャルディスタンスの確保。 福井県
お客様、店内に対して消毒作業も来店客に勉くアピールする！ 北海道
お客様・店主・スタッフのコロナ感染予防の為、カットは出来るが、シェービングは、マスクをはずすので、
しばらくは、メニューを、考えたら良いかと思っています。

福島県

お客様1⼈1⼈での換気、消毒をするために、事前予約にする 岡⼭県
お客様1⼈1⼈の仕事の後に消毒が⼤へんです。 福井県
お客様1⼈1⼈の持病等を考慮し、予約のとり⽅等をかえる。 新潟県
お客様1⼈ごとの、刈布、ひざ掛け、器具他全ての物の消毒が⼤変 福岡県
お客様1⼈ひとりヘアーカルテ使⽤ ⼤阪府
お客様お1⼈を⼤切にお店の清掃、換気に充分時間を取って対応している。 ⼭⼝県
お客様が、安⼼して来店される事が、営業に関係してくるので、対策のアピールと実⾏。 ⼤阪府
お客様が、不安がある以上コロナ禍では、集客が⾒込めないので完全予約制にするとか、しかないのではない
か、（⼤幅に売上は落ちると思うが！）

岩⼿県

お客様が、密にならない様に確認のお電話をいただき、空いてない時はこちらから再度お電話にて時間を連絡
している。

京都府

お客様が、来店これないからどうしようもない。 京都府
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お客様がいかに安⼼してもらうかしかないと思う、やはり固定のお客様は来てくれます！ 兵庫県
お客様がおられない時にしっかりと衛⽣、消毒などそうじをしっかりとしてます。 ⻑崎県
お客様がおわると、⾒えるように⾼濃度アルコールで、イスや⽤具、⼿すり、ロッカーを消毒する事で安⼼し
てもらっている。

⼤分県

お客様がここなら安⼼と思って頂ける環境づくりとそれを外でお客様がアピールして頂くように仕向ける。 ⻑野県
お客様がこみ合わない様、予約制にしている
お客様がつけて来られたマスクを⼊れる袋をお渡ししている。 佐賀県
お客様がふれた所は、とにかく消毒するいただいたお⾦も 宮城県
お客様がへった今、1⼈1⼈のお客様をあらためてたいせつにし、しんの固定客になっていただけるようにまご
ころをもった営業にとりくんでいます。今が定年のない理容業のチャンスで悪く⾔うとてきとうに仕事をして
たことをこうかいし、お客様への対応お店のそうじ（特にトイレ）今が初⼼にもどってがんばる、本当のチャ
ンスです。これからこられるお客様をたいせつにしていきます。

島根県

お客様がマスク、フェイスシールド等、⼼要としないようにしたい。 愛知県
お客様からの声は「不特定多数のお客様の出⼊りがあるのが不安」とい声に対しては予約優先にし重複しない
ようにし、1⼈事にイス、⼊り⼝のドア等を消毒している

宮城県

お客様から受け取った現⾦は1週間、保管している ・新聞・雑誌をなくした。 神奈川県
お客様から信頼されること。 福岡県
お客様から信頼を頂いています。 岐⾩県
お客様が安⼼してご来店していただける様に消毒、換気、マスクなど感染防⽌に努めます。 ⾹川県
お客様が安⼼して⾜を運べるような店作り。ソーシャルディスタンスをはじめコロナ対策。 福島県
お客様が安⼼して来店出来る様に、清潔に気を付けて、お客様⽬線を忘れず営業しています。 ⿅児島県
お客様が安⼼と思う空間づくり。全個室型にしたい。すべて消毒機・スチーマーも個室に設置。 静岡県
お客様が安⼼安全だと思っていただくその為には⾔葉やポスター等で知っていただく 兵庫県
お客様が⼀緒に成らないように予約などで時間をずらして仕事してます。 福岡県
お客様が⾒て分かる様な感染対策につとめている。消毒、マスク、エアーマスク、ポスター、空気清浄機加湿
機etc

熊本県

お客様が重ならないよう、予約の調整をしている。 兵庫県
お客様が重ならない様に営業する。
お客様が⾝につけたカリフなどの消毒、碕⼦の回りの消毒コロナでなければやらない事が仕事がふえて⼤変で
す。⼀⼈りひとりがじかんしてコロナが早くおさまる事を願いたいです。

愛知県

お客様が前よりずっと、少ないので特にないです。 宮城県
お客様が⼊店、出店までの、消毒作業の徹底 福岡県
お客様が余りにコロナを恐がっている。
お客様が来ないのは、「いらない業界」という事です。 千葉県
お客様ごとの⼗分（10〜15分以上）な換気と店内設備（床、壁も含む）器具、スタッフの⼿指、クロス、⾐類
等の撤底的な消毒
お客様どうし重ならないよう、予約を受けつけている 栃⽊県
お客様とお客様の間を2メートルあけるなど対応をとっている 岡⼭県
お客様とお客様の予約時間の間をたっぷり取り、消毒の時間に徹底している。 埼⽟県
お客様とお店がわは、免疫⼒を⾼めるようにする（⾷事・サプリインナーシャツ） ⻑崎県
お客様との、信頼関係の仕事なので、よりいっそう、お互いを深める事だと思う。 群⾺県
お客様との会話をしないように、スタッフに⾔うのですが、お客様が話しかけてくる時の対応をどうするかで
こまる。

⼤阪府

お客様との会話を減らず 北海道
お客様との関系を⼤切に1⼈暮しの⽅にはお電話で会話して安ぴ確認する 群⾺県
お客様との情報を共有し、感染予防の知識を⾼める。 埼⽟県
お客様との信頼が⼀番、消毒等はお客様の⾒える所で⾏う。 秋⽥県
お客様との信頼関係 静岡県
お客様との信頼関係が重要 千葉県
お客様との信頼関係をどう築いて⾏くか髪をきれいにするだけではない⽅法もあると思う 静岡県
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問九．コロナ禍における営業回復に向けて、あなたの知恵と⼯夫のアイディア、現場の声をご記⼊ください。 所属組合

お客様との話の流れで「この事」になった時は、安全なことをアピールしてます。 ⻑崎県
お客様とよく話をするのだがなったらなったで仕様がないと思っている。 北海道
お客様と協⼒しながらできるまで今（75才）おぎてますのでやれるとこまで。衛⽣⾯は神経質な位気をつけて
ます。ここの店はちゃんと気をつけてるなとわかって頂ければと何とか。

⻑崎県

お客様と⾄近距離の爲、⼜⼝まわりを素⼿で触ることに⼤変危険を感じる。常に⼿洗い、マスク、アルコール
消毒を徹底的にする以外にない。

岡⼭県

お客様に、安⼼していただく為に、今こそ団結して⼤胆に組合加盟店とそうでない店の差をつける絶好のチャ
ンスだと思っています。

神奈川県

お客様に、⾒える消毒の実施 岡⼭県
お客様に、最⼤にサービスする。 福井県
お客様に、理容師は感染症や、消毒についてくわしく勉強して得る国家資格だとアピールして、安⼼してもら
うようにしている。

千葉県

お客様に“安⼼”“安全”理解していただけるようにPRポスター←（⾃作の⼿書きでPRしてます） 千葉県
お客様に「やりすぎ」と⾔われるくらいの感染防⽌策に努める。 ⼭形県
お客様にお店のとっている感染防⽌対策のアピールを、店頭とネットで⾏う。 福井県
お客様にカットをする時に、邪魔にならないマスクを掛けて頂くこと。 岐⾩県
お客様にゴムのないマスクをしていただく。 秋⽥県
お客様にたいして、組合のとりくみ（コロナに対して）が、まったく伝っていない、とりくみに統⼀性を持た
せ、すべてのお客様にとりくみの内容をアピールしていくべき（メディアで）

岩⼿県

お客様にとっては、⼊店されて安⼼してこの店は⼤丈夫、しっかり（消毒他）とコロナ対策している店という
事をアピールすることが⼀番だと思っているので、今は私たちができることはなんでも対策していく事が⼀番
だと思ってつとめています。

埼⽟県

お客様にはピタットマスク（⽿ヒモがない）をしていただいています。 愛知県
お客様にポップなどでのアピール。
お客様にマスクもできず。密接な仕事となる理容業、⼤変な中でお客様のためにみなさんがんばっていると思
います。⾦銭⾯的⽀援をお願いしたいです。

⻑野県

お客様にマスクを差し上げて活⽤してもらっております。 茨城県
お客様にも、できるだけ正しく知ってもらえるよう情報提供していく。
お客様にも⾒える努⼒をしている ⼤阪府
お客様にも⾃覚を持って来店（理容店に限らず）していただける様政府の声を発⽣したほしいです。 岐⾩県
お客様に安⼼、安全の為の⼯夫を⾒える形でアピールする。 兵庫県
お客様に安⼼していただけるよう、マスクのケースなどの使⽤、消毒のてってい、顔そり等直接ふれる仕事を
希望するかの有無のかくにんなど、いつもよりも組かいはいりょに気をつけています。

⻑野県

お客様に安⼼してご来店頂けるように予防対策に気をつけて、営業している 富⼭県
お客様に安⼼してもらうために、予約中⼼に混み合わない様にしている ⻑崎県
お客様に安⼼して来ていただける、設備等のアピール 埼⽟県
お客様に安⼼できる。メッセンジャーやポスターなどあったらいいと思います。 神奈川県
お客様に安⼼できる様⼼がけている。 千葉県
お客様に安⼼をお届けする為に、消毒の徹底（⼿や道具類など）。 茨城県
お客様に安⼼を与える為には何か考える。⽇々です。3密はもちろん 千葉県
お客様に安⼼感をもっていただける様努⼒する。 栃⽊県
お客様に安⼼感を持って頂く為、⽬に⾒える感染防⽌（技術前に、直前にイス消毒・検温）。 ⽯川県
お客様に安全で居⼼地の良い場所、次回も来店したくなるような技術や店づくりをしていきたい。 佐賀県
お客様に衛⽣対策をアピール出来る様にします。 兵庫県
お客様に感謝しております。 和歌⼭県
お客様に感染させない様に気け付ける。 ⼤阪府
お客様に感染させる事のない様に⾃分⾃⾝の体調をととのえてます。 千葉県
お客様に感染防⽌をアピールしていますが、冬場の換気がむずかしいです。特にお年寄がおられると換気のた
めに室温が下がることに不安を感じます。

京都府
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問九．コロナ禍における営業回復に向けて、あなたの知恵と⼯夫のアイディア、現場の声をご記⼊ください。 所属組合

お客様に⾒えない店側の努⼒などを、具体的に話し、安⼼してもらえるようにしています。売上、顧客数の減
少は全くありません。

岡⼭県

お客様に⾒えるように消毒も清掃も⼼がけています。（⾒えない所でやってもお客様に伝わらない） 茨城県
お客様に⾒える型で消毒、換気を徹底しお客様に安⼼して理容店を利⽤して頂くことが第⼀と考えています。 神奈川県
お客様に⾒える形で消毒をすると安⼼感があってか喜ばれる。 新潟県
お客様に⾒える形で消毒換気、を⾏う。
お客様に⾒える消毒、衛⽣管理。 千葉県
お客様に⾒せる消毒をしている。 京都府
お客様に向けてのコロナに対向けての注意事項のステッカを作る。 兵庫県
お客様に消毒は徹底してしている事を伝える。 群⾺県
お客様に消毒液をプレゼントしたりハンドクリームをあげたりした。 ⼭形県
お客様に信⽤してもらうよう、マスク、消毒等しっかりやる事に気を付ける。 埼⽟県
お客様に信頼される様絆を強くして⾏く 千葉県
お客様に真摯に向かいあって、お客様の気持ちになって接するのが⼀番だと思います。 神奈川県
お客様に対して、情報の発信（体調近所のコロナ患者発⽣の有無など）えり紙を信⽤する検討としている。 埼⽟県
お客様に対してマスクをしたままカットできるよう、かんがえています。 茨城県
お客様に対して改めてこれまで以上の接客と満⾜を感じてもらう様に努⼒する。 東京都
お客様に⼊店の時検温のお願いをしていますが、なかなか動意して戴けない事があります。どうしたものかと
不思ぎに思います。

広島県

お客様に悩みをアドバイス出来るよう信頼関係をつくる。 福島県
お客様に不快感がない様⼼がける。 栃⽊県
お客様に聞いて、⾃分で出きる事をみんなより早くやって組合に情報を流して対処している。 岐⾩県
お客様に予約いただいた時、なるべく、重さなりがない様にしています。 ⻑崎県
お客様に予約にして頂き来店して下さいと、お願いしてます。
お客様のアルコール消毒、検温の実施 茨城県
お客様のいごこちの良さ、安⼼、安全が⼤事なので、声のかけ⽅（お願いのしかた）には気をつかいます。 神奈川県
お客様のいない時間をあえて作り、その間に徹底的な換気、消毒を⾏っている 栃⽊県
お客様のカット中に⽿にかけるマスクだとカットしにくいので、顔にはりつけ式のマスクがあれば良と思う。 栃⽊県
お客様のカット中のマスクとして、⽿にかけない（両頬に両⾯テープで⽌める）使いすてマスクを作る 岡⼭県
お客様のカルテ、受付表のPC管理ご来店されたお客様のはあくは⼤切です。 東京都
お客様のクセ直しをかねて、先にシャンプーをする。 愛知県
お客様のコロナ禍におけるストレス発散！「さっぱりした！」の⾔葉を取り戻すのはまだこれから！そして、
これからが我々、理容師の出番！理容業の真⾻頂を発揮する時だと思う。

神奈川県

お客様のご予約⼈数が限られるので、新メニューやプラスメニューで1⼈あたりの単価をUPする。 福岡県
お客様のマスク収納ポリの提供（使いすて）して、おります！ 北海道
お客様のマスク⼊れ→すごく良いと思います。 千葉県
お客様の安⼼、安全を守る営業、安⼼して来客できるお店作り。 ⼭形県
お客様の安⼼を得るために消毒を⾒えるところで必らずやる。（⼿・室内・椅⼦）
お客様の安⼼安全を第⼀に考え、少しでも⼼地よい空間でくつろげるよう努⼒している。 徳島県
お客様の意志がないと営業できないので、とりあえずコロナがおちつくのをまつしかないと思ってますうちは
予約制で1対1なのでまだ、ソーシャルディスタンスも⼤丈夫ですが、⼤勢あつまるサロンはしきりがあった
り、した⽅がいいと思います。

岡⼭県

お客様の意識のちょっと上をいく。（かけ離れすぎない）。 兵庫県
お客様の感染への不安はどうしようもないと思う。ひたすら予防対策をし、安⼼感をもってくれる様、続けて
いくしかない。

⻑野県

お客様の間をじゅう分にあける事。（1時間以上。） 埼⽟県
お客様の間隔をとっている。 福岡県
お客様の健康管理をチェックさせて頂きますと検温してます。 宮城県
お客様の⾒えるよう器具の消毒をしている ⼤阪府
お客様の⾒てる所で消毒して、安⼼、安全をアピールしています。 熊本県
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問九．コロナ禍における営業回復に向けて、あなたの知恵と⼯夫のアイディア、現場の声をご記⼊ください。 所属組合

お客様の減少はくい⽌められそうにないです。 広島県
お客様の⾼齢化による、感染を⼼配しての、⾜の遠のきを、どの様に⽌める事を⾊々、お客様の⽬の⾒える様
な事をするしかないと思っています。

神奈川県

お客様の使える（⾃由に）資⾦が増えてこそ、来客数、来店⽇数の増加ができるため。 静岡県
お客様の⽒名や住所を記録しておくことと⾔われたが個⼈情報の上で無理だとおもう。ココア等のアプリに加
⼊することをてっていした⽅がよいのでは。

栃⽊県

お客様の⼿指の消毒、検温、器具等の消毒等。もし感染した時の対応考えただけでも⼤変だと思う。 東京都
お客様の受付管理をして、コロナ発⽣時に連絡がとれる様にする 茨城県
お客様の収込が少ないし、コロナ禍で外出も出来ないので頭を刈らない⼈が多い。 神奈川県
お客様の収⼊減少のためか、⾼齢化のためか来店の回数がグッと少なくなったと思う 岩⼿県
お客様の信頼を損なわない努⼒をする。 東京都
お客様の信頼度を更に向上させるべく新しい試みを計画中 岩⼿県
お客様の数も少ないので現状維持でやって⾏くしか無いと思ってます ⼭形県
お客様の正⾯に⽴たないような事をアピールしている（カントなどの時） 沖縄県
お客様の声に⽿をかたむける事が⼤切かと思います。
お客様の接近がないように、お客様との会話を少なく。 新潟県
お客様の前で器具や刈布の消毒を、している所を、出来るだけ⾒える様にしています。 富⼭県
お客様の滞在時間を短くする、（仕事を早くする、予約をしてもらい待ち時間を短くする。） 宮城県
お客様の中には収⼊の⾯から低料⾦の店へ⾏く事もあるかもしれない。しかし、それは消費者である私達も同
じである。何らかの選択をし、お⾦をどこかに使っている。つまり⾃分がお客様の⽴場ならどこに⾏くか、ど
こにお⾦を使うか、⾃分⾃⾝のお店を選んで頂くようにするしかない。

⻑崎県

お客様の不安はガイドラインのおかげで少し不安はやわらいで来ていると思います。 新潟県
お客様の不安を安⼼になる⽅法を全て、⾏う！！ 岩⼿県
お客様の⽬につく所にコロナ対策⽤品を置く ⼭梨県
お客様の⽬の前でイスやシャンプー台のアルコール消毒をパホーマンス含め⾏っています ⻑崎県
お客様の⽬線で、気をつけてほしいと思っている事を、営業に活⽤したい。 北海道
お客様の⽬前での消毒、空気の清浄アピール。 埼⽟県
お客様の予約の時間を幅広く撮って、⼀⽇3⼈から4⼈くらいに限定して、1対1の個室の感覚で営業していま
す。（密にならないように！！）。

⼤阪府

お客様の予約を⼩⼈数で調整している、密にしないように。 栃⽊県
お客様の予約時間に余裕をもち重ならないようにしています。 ⻑崎県
お客様の予約票がありますのでもしもの時はすみやかに連絡をし対処したいと思います。 北海道
お客様の来店する回数が、少なく、3ヶ⽉に1回テレワークで⾃宅にいるので⻑く、のびてから来店するので、
⼤波の状態です。

千葉県

お客様の来店ペースが落ちているので来店サークルが早まる様に努⼒にしていきたい 静岡県
お客様の来店間隔がだいぶ⻑くなっています。お客様の美意識の向上を計るキャンペーン等の働き掛けを⾏っ
ています。

埼⽟県

お客様の来店時、帰られるときの消毒を徹底してます。 ⻑崎県
お客様の来店時間の間隔を空けて、お客様同⼠の接触を避ける。 秋⽥県
お客様の利⽤回数が⻑く成った。 富⼭県
お客様の⽴場になれば、⼀度使った櫛やシェービングブラシ、⿐⽑切バサミ、むしタオル等は不快で、使いま
わしは当店ではしない。

京都府

お客様の連絡先を99％把握しています。 秋⽥県
お客様は、コロナで⾃宅でのリモートが多くなり⼈と話さない。1⼈住しならもっとでそんなとき、理容所に来
て、少しでも話しをすることで、安⼼できる、もちろんマスク、ソーシャルディスタンスもしながら。

栃⽊県

お客様は安全⾯の要求第⼀です。椅⼦に御案内する前に当店では体温を計らせて頂いて居ます。最低限の事と
考えますが…

神奈川県

お客様は減少しているが予約で時間をとって営業しているので良いと思います。 宮城県
お客様は毎⽇様々な⼈が来店するので、⽇々の消毒、気づかいを⾏う。 北海道
お客様へのアピールとソーシャルディスタンスの強化 新潟県
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問九．コロナ禍における営業回復に向けて、あなたの知恵と⼯夫のアイディア、現場の声をご記⼊ください。 所属組合

お客様へのアフターケアーのお⼿伝いをしながら仕事をさせて頂く様⼼がけています。 神奈川県
お客様へのアルコール消毒と検温を徹底しております。 三重県
お客様へのお家でのヘアケアなどの店販をアプローチと充実させる 岐⾩県
お客様へのサービスより⼤節にしてる。
お客様への安⼼、安全のPR。 福井県
お客様への安全アピール（テレビCMなど） 岡⼭県
お客様への施設等の消毒除菌対策の安全性をアピールする事 富⼭県
お客様への⼿紙（ダイレクトメール）を出し感染防⽌の対策をしている事へのアピール ⻑野県
お客様への信頼を得るためにつちかってきた、衛⽣と安全をアピールし、安⼼して施術できることをこころみ
ている。

奈良県

お客様へマスク、消毒液の無料配布
お客様へ安⼼安全の信⽤を、確保する。 東京都
お客様へ安全性のPR。 東京都
お客様も、かなり敏感になっていると思います。 ⼭形県
お客様もコロナ感染に気をつけている。私たちもがんばってやっていますのアピールと店の設備にするできる
所はできる限りやる。お客様に安全アピールを⼼がけている。

愛知県

お客様もよく分かっていて、お客さんをしている時は、後で来ると帰っていかれるので、密をふせげていま
す。換気扇窓、共もあり換気は充分にできているので、もちろんマスクは必ずしているので、消毒（アルコー
ル）もしているし、正直コロナの⼼配はしていません。

⼭形県

お客様も協⼒して頂ていてます。 静岡県
お客様も最初から最後までマスクをつける。 福岡県
お客様も年令に合せて少くなくなって来ているので仕⽅ありません！！ 兵庫県
お客様を1⼈ずつの完全予約制にして、安⼼・安全をアピールしている（HPなどで）。 群⾺県
お客様をバイ菌扱いしない。 千葉県
お客様をまもるためには⾃分の健康と消毒、病気を持っている⼈はほかのお客のいない時間に電話で連絡して
きてもらっている

群⾺県

お客様をモットーにすべての⾯でがんばる様にしていけたらと思います。 宮城県
お客様を守り、安全安⼼を⼼にいつも持ち、お年よりの話し合い⼿に努めています。 埼⽟県
お客様を守る事が⾃分達をも守る事なので衛⽣消毒を徹定する 群⾺県
お客様を信じるしかなく、当店ではすでに、／客ごとのイスの配置はしているしその様ないまさら⾔われてい
ることはしているこれ以上なにをするのかをこちらが聞きたい。

三重県

お客様を送迎しガソリン代200〜500頂いております。 宮城県
お客様を待たせないようにしている（半予約状態） ⽯川県
お客様を不安にさせない接客に気をつけている。 埼⽟県
お客様を予約で管理し、きちんと消毒をする時間を作り出していく事が今、⼀番出来る事だと思っています。 新潟県
お客様を予約で来店が⼀緒にならないよう ⻑崎県
お客様⼀客毎の完全消毒（備品等） ⽯川県
お客様⼀⼈⼀⼈を丁寧に施術する事だけ。 ⼤阪府
お客様管理の徹底（カルテ）のぼり等で安全性をアピール 新潟県
お客様減少の為、理容椅⼦を、⼀脚開けて、営業している。 ⻑野県
お客様個々のコロナへの⼼使いけいかい⼼がすごく感じられます ⼤阪府
お客様向けのアルコール消毒液設置や今まで以上の道具・設備の消毒の徹底など、気を使うようになりまし
た。そしてその事をお客様に対してきちっとアピールする事が重要だと思っています。

⼭⼝県

お客様⾃体もたいへんな状況なので、どんな⼯夫をしても来店⽇数も少なくなるのはしょうがないかと思いま
す。

群⾺県

お客様全員予約性なので特にありません。
お客様達に理容業は安⼼安全の宣伝をメディアを通してするべし組合どくじのGotoカットなどのていあん 和歌⼭県
お客様特に（⼩、中、⾼校⽣）と話をし家での会話で注意している事は何とか。 岡⼭県
お客様毎に、理容椅⼦を消毒している。 ⼤阪府
お客様毎にシェービングクロス、カットクロスを変えていきたい ⻘森県

12



問九．コロナ禍における営業回復に向けて、あなたの知恵と⼯夫のアイディア、現場の声をご記⼊ください。 所属組合

お客様予約を30分ずらしています 栃⽊県
お客様⽤、ひも無しマスク導⼊ ⼤分県
お客欄に使うものは全て、⼀客毎とする、個室にできないのでカーテンやパーテーションで仕切ってます。 宮城県
お⾦がないと動けない 熊本県
お⾦ですむことでわない ⽯川県
お⾦はすべて消毒器で（つり銭）。 福岡県
お⾦は借りれるが、返せる余裕がない！ ⻘森県
お⾦を、借⼊を、すれば、かわさなきゃ、いけない、から、たいへん。 静岡県
お⾦を配るのではなく各業種にしか使⽤できない⾦巻を期限付きで配ればお⾦が回るのでは？［Goto理美容
だ］

福岡県

お互いにコロナが消めつすることを待つ 富⼭県
お互いのマスク着⽤は必須で、更にテープで固定させて頂いています。 秋⽥県
お札を紫外線消毒後、200度のアイロンをかけて使⽤している。 岡⼭県
お掃除 兵庫県
お釣りのお⾦、⼩銭は洗ざいで洗う。紙幣はアイロンをあて、コロナを死滅、お客様も安⼼。 奈良県
お店から外に対して、対策をしっかりしてますよのアピールをわかりやすく⾏う 宮城県
お店に植物等を置く様にしています。 三重県
お店の衛⽣、消毒などのアピールする。 兵庫県
お店の中で⼿の消毒を⾏っていたがなかなか徹底は難しかったが、お客さんが⼊る前に出⼝に置き改良されま
した。

⼭⼝県

お店の⼊り⼝、エアコンの吸い込み⼝に紫外線の取り付けを考えていますが、なかなかサイズがなくて困って
ます。

⿅児島県

お店は安全にしてますとSNSなどでお知らせをしてること。 福島県
お得意様が100％であれば、様々な対策について理解していただきやすい。 新潟県
お年寄りがいままで通りにきてくれない。「理美容は安全」を、メディア等でやってほしい。（間かくをあけ
ている）

栃⽊県

お年寄りの⽅、持病のある⽅、命がけでご来店されているのではないでしょうか。ただただむだな時間を⼀切
なくし、素早く正確に仕⽅げるにつきると思います。

岐⾩県

カードレス利⽤を呼び掛けてマス（ク）。 福岡県
ガイドラインがこまかすぎるので年をとった⼈、店も、やりにくいので、わかりやすく、最低げん出来る事に
してほしい

京都府

ガイドラインに沿って、営業回復に⼒を⼊れていきます。 兵庫県
ガイドラインに従って⼯夫しつつ営業を続けるしかないので⼿指消毒、検温、スタッフの健康管理の徹底 ⼤阪府
ガイドラインに努めながら、新しくメニューを作り、リラックス、リフレッシュしてもらえるようにしたい。 三重県
ガイドラインポスターの継続 兵庫県
ガイドラインを守って営業しているので、影響は少ない。 ⿅児島県
ガイドライン遵守するしか⽅法はないが新エステ機器を投⼊して、蒸気を利⽤した新メニュー開発。 北海道
ガイドライン順守する為に、衛⽣管理の厳守をさせる⽅が今後の理容店発展のためにももうすこし厳しくさせ
るべきだと思う。

神奈川県

かからないよう気をつけいてる、マスク、消毒、⼿洗い 神奈川県
カケ布は毎⽇洗う、作業着も週⼆回変えている ⻑崎県
カット、シェービングの単体導⼊。 ⼤阪府
カットオンリー有かな。短時間でさっぱり（ドライシャンプーは好ひょうです） 群⾺県
カットクロース、シャンプクロースのまめな交換。 栃⽊県
カットクロスをお客様毎に、消毒してビニール袋に⼊れている。 ⼤阪府
カットのみ（QB）のお客はおことわり予約等でお客が密にならない様に時間の制限 神奈川県
カットのみのメニーが多くなって来ている。 秋⽥県
カットの回数が減っています、消毒液に⼒を⼊れます。 愛知県
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問九．コロナ禍における営業回復に向けて、あなたの知恵と⼯夫のアイディア、現場の声をご記⼊ください。 所属組合

カットの際だけでもお客様にマスクを必ずつけてもらうように、テレビとか政府に発信していただきたい。お
たがいにマスクをつけていれば、のうこう接触にならないのではないか。こっちも命がけでやっています。も
しかかったら、お店を閉めなければならないし、先も営業してもお客様はこないと思う。
カットの時じゃまにならないマスクがあればいいのに、と思っています（シールでとめる様になっていると
か）

福岡県

カットは気持いい顔が、良いと思います。 神奈川県
カット以外のパーマ、カラーのメニューを時短→ポイント的な、パーマカラーアイロンなどで早く回わせるよ
うにする。で売上の上がるようにする。

⿅児島県

カット後、刈⽑を掃いた後、塩素酸⽔で床を掃き掃除している。⾦銭などは除菌をしてからレジに⼊れて、除
菌済みの物をお客様や⽀払いに使っています。

北海道

カット時におけるひもなしフェイス●を使⽤していますが⼀⼈ひとりに使いすてなので、いがいと⾼く付きま
す。組合で安価に出来たら良いなあと思っております。

⼤阪府

カット時にもマスクを使⽤したままできるよう⽿にかけるひもがないものを利⽤している 静岡県
カット時はマスクに⽑が付かない様に⽬の上に12cm位の正⽅形のテップをサージカルテープで⽌めてマスクも
⽌めて⽿かけはずします。布、ウレタンマスクは良く伸びるサージカルテープ⽿かけはピンで⽌めます。③店
側もマスクはずしません、お客様の服、メガネ、⼿荷物はスーパーのカゴに⼊れてもらい、⼀⻫触りません

⼤阪府

カット前に充分なるシャンプしてカットしてシェビングを無しで割引き料⾦予約制で消毒を⼤切にコロナ
ウィールスを持に

京都府

カット中お客様にマスクの着⽤していただいている。顔そりの時にフイスシールド使⽤
カット等⾏なう前に髪にもウイルスが付着していると仮定してなるべくシャンプーを⾏う、それから施術して
いる。顔そりはお客様に確認してから⾏う控える⼈が多くなった。シャンプーもマスクをはずすということか
ら⾏なわない⼈が増えてきました。
かねておりの不況からの、このコロナ禍でより⼀層、経営は悪化していると思います。お客様がお店を選ふ
際、やはり対策を⽬に⾒える形でPRしている所に動くと思われますので、HPや店内ポスター等で消毒の徹底な
どのアピールは必須。それにともなう⽀援⾦や助成⾦が供給されるよう、組合の⼒でささえてもらいたい。で
す。

千葉県

ガマン 新潟県
がまん。 岐⾩県
ガマンする 島根県
ガラシ、刈布、布⽚類はたくさん⽤意してアイロンがけのタオル、刈布等を使⽤私も出講も多くいってきまし
たが各店舗のブラシ・ハサミ・櫛の消毒か⾏ってない（⽑髪の付着）

兵庫県

カルテの活⽤（TEL等での営業） 静岡県
かんせんよぼうのてっていをしているが、かんせんしたらあきらめる 岐⾩県
がんばるしかない ⼭形県
がんばるしかない。
きちんち店内除菌・空間除菌をしているという看板、幟りを使って営業回復に努めるように頑張っています。 群⾺県
きちんとした対応をとっていれば⼤丈夫だと思います 福島県
きちんと消毒をしている、コロナ対策をしているという安⼼感を持たせる。 岡⼭県
キャッシュレス化により⼿数料の負担を軽減してほしい。 岐⾩県
キャッシュレス化の導⼊で、時代の流れにそった扱いに。 京都府
キャッシュレス決済導⼊。 神奈川県
キャンペーンなどで割引や優待券を発⾏するなど。 三重県
クーポン、ポイントカードの⾃由化。 ⻘森県
クラスターが発⽣しないように ⿃取県
クレジット、電⼦マネー端末の⼀元化。 滋賀県
クレジット等を活⽤している。
クロスの消毒 ⾼知県
クロス類タオルはすべてお客⼀⼈⼀⼈取り替えて洗濯。イスやドアノブの消毒＊お客様に「この店は消毒が⾏
き届いている」の安⼼を与えることだと思います。

埼⽟県

ケア施設への営業 埼⽟県
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問九．コロナ禍における営業回復に向けて、あなたの知恵と⼯夫のアイディア、現場の声をご記⼊ください。 所属組合

コアコンも、空気清浄機能付きに変えた。 和歌⼭県
こういう時こそ、職業の特徴を⼤事にしていく、特に消毒等が⼤事 岡⼭県
こういう時こそ、組合加⼊店はコロナに対して組合指導の元、消毒、講習など真摯に取り組んでいる。こんな
現状な時こそ、低料⾦店舗との差をお客様に知らせるチャンスだと思います。

静岡県

こう景気が悪くなると低料⾦に喰われる傾向になっている。厳しい状態続くと思う。 和歌⼭県
ゴオゴオバーバーキャンペーンを事⾏してください ⼤阪府
ゴーツーやめて ⼤阪府
ゴートウ、トラベル＆イート等⼀部の業会はあるが、私らは特続会給付⾦利⽤にも当てはまらず、指をくわえ
て⾒ているだけ。

富⼭県

コーヒーサービスのカップを紙コップにし、使い捨てにしました（けっこうコストがかかりすぎてしまいます
が、衛⽣⾯を考えるとしかたないと思いながらしています）。

熊本県

コーヒーなどのサービスは今は紙コップを利⽤している。
ここでお願いがございます。ニュースで拝⾒したのですが、店舗の⼊り⼝で上下側⾯から消毒液が噴射し⽴っ
ているだけで体温が計れる装置が取り上げられていました。この装置を国と掛け合って提供している頂けるよ
うお願い申し上げます。

神奈川県

このウイルスだけの先が⽬えない。 愛知県
このコロナ禍では、個々の店では無理がある。 愛知県
このピンチをチャンズに変えたいものだ。 兵庫県
この業界だけでなく、あらゆる業種、利⽤客にとって、消費税の減税が⼀番です。 兵庫県
この先どうなるか、先がみえませんが、成り⾏きを⾒守る事で、お客様にも不安にならないよう努めていきた
いです。

茨城県

この先不安。
この難局を、国⺠として真摯に、必要な事を尽くす事。 ⼤阪府

コビット19は、これからずうっとあり、コビット19に、感染しても、すくってもらえる保険ができてほしい！ 岐⾩県

こまめな換気と湿度管理、消毒の徹底、ソーシャルディスタンスを考慮しての予約受付。 ⼭⼝県
こまめな空気の流れ 北海道
こまめな消毒 ⻑野県
コミュニケーション（→・衛⽣のこと・技術のことなど）がすべてかも−お客様との、スタッフとの。 愛知県
ごめんなさい！良いアイディアがうかびません。ガイドラインを守って、コロナが収束するまで頑張るしかな
いのかな。

⿃取県

これからは暖房していると窓を開けるのが寒い⾵が⼊ってくるのでやがりますが当店では1時間に2回窓を開け
て換気をしています。その際にお客様にことわって少し寒い⾵が⼊りますと云うとお客様も、コロナの拡⼤の
事が有るので理解してくれます。店は（4カ所が窓です。）

群⾺県

これからも感染予防に努める。 千葉県
これだけ⼤規模に世界中がこまっているのだから、我々個⼈も多少の収⼊減は、うけ⼊れるべきだ。それを乗
り切るのが我々⻑年やってきた者の知恵だと思う。

兵庫県

これと⾔ったアイデアはありませんが、とにかくコロナに染●感染しないこと願っています 茨城県
こればかりはコロナがおさまらないことにはどうしようもない。 ⾼知県
これはと⾔う答えは出ないですが、⾃分がコロナにかからない様気を付けないと。（＾−＾）マスク、消毒し
かないと思います。

⼤分県

これは私としてはワクチンの接種が始まりコロナの感染がおさまり、それで世の中がおちついていき、待つし
かないと、思ってます、⼈の⾏動しだいでアイディアはありません。

佐賀県

これまでの⻑時間労働を⾒直す良いチャンスととらえるようにしております。 静岡県
これまでやってきた感染防⽌対策をこれからもきちんとやる！！まじめに⼿を抜かないでやる！！これしかな
い。

三重県

これまで通りの営業⽇、営業時間を変えずに守り通すこと。 三重県
これを期に総合調髪ではなく、分割料⾦にする（例）現総合調髪￥4，000（マスク付）→そのままカット料
⾦、顔ソリ￥2，000（お客様の要望にて）そうすると￥6，000になります。コロナ禍で顔ソリをしない⽅が増
えているので、その時に「顔ソリは今までサービスでしたので！」と、伝える事が⼤切です。

東京都
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問九．コロナ禍における営業回復に向けて、あなたの知恵と⼯夫のアイディア、現場の声をご記⼊ください。 所属組合

これ以上どうしたらいいかわからない。 広島県
これ以上の⼯夫は、厳しい。 新潟県
これ以上の失客がないように、安⼼、安全な、店づくり 宮城県
これ以上の対策はわかりません。 愛知県
これ以上ひろげないでやって⾏くしかない。（マスク、消毒など） ⻑野県
コロナ（陽性）の⾃店から、出さないとの徹底した、マスク、消毒液等、換気等順守していきます。 熊本県
コロナ、ウイルスを減らす為に「感染しない」「感染させない」こと。 愛知県
コロナ、おさまものまつだけでしょう。 北海道
コロナ、コロナとさわぐとなおこまる。 ⿅児島県
コロナ、ワクチンの急いな承認実地。 千葉県
コロナ、⾏政が嘘をつかず隠さない。 愛媛県
コロナ＝理容業。⾃分が気をつけるしかありません。 岐⾩県
コロナウイルスが1⽇でも早く終息する事を願うばかりです。 静岡県
コロナウイルスがお客に⼊ってこないよう願うだけです 千葉県
コロナウィルスが落丁着かない限り個⼈では限界がある 茨城県
コロナウイルスに、感染しないように、ガイドラインに基づき営業していく。 ⾼知県
コロナウイルスには全く考えもまとまらないでいます。営業しながら消毒⾯を主にイスといスの間待ち合いに
ビニールと垂らして⼈と⼈との接点を中断する。

北海道

コロナウィルスのレベルをインフルエンザのレベルに早くもどす。 新潟県
コロナウィルスの終息が全て、その後に経済が活動するそれしかない、バカな厚⽣省にアドバイスを。 ⼤阪府
コロナウイルスは「こわい」、しかし「こわがりすぎない」ように、全理連＆政治連盟の『⼒』で、マスコミ
等に働きかけて、⼿洗い＋マスク＋消毒すれば怖くないのアピールをしてほしい。

京都府

コロナウイルス感染が早く終息を願うばかりです。 宮城県

コロナウイルス感染発⽣予防のため待合室での会話は出来ません禁⽌ですと書いてあるけどコミニケーション
のためなかなかまもってもらえてない指⼿消毒3ヶ所おいてあるがあまり使⽤してない若い⼈が多いためかな？

北海道

コロナウイルス対策のため空気清浄機、加湿機を設置しお客様に安⼼安全を感じてもらう。 佐賀県
コロナがいつまでつづくかどうふになって⾏くのかふあんでいっぱいいちょうこの先どうしたらよいかかんが
えています
コロナがおさまらないと、どうにもならない。 東京都
コロナがおさまれば⾃然と営業も回復するのでその時間を待つしかない。みんなが苦しい時に⾃分だけ良くな
ろうと思わない。

⾹川県

コロナがおさまれば⾃然に回復すると思う。 秋⽥県
コロナがちかずいてきてます。はやく最低ワクチンをせっしゅうしたい。 三重県
コロナがなくならないのに営業回復しますか？ 埼⽟県
コロナがふえる⼀⽅で何の⼯夫・アイディアがあるでしょうか？。 ⼭⼝県
コロナが⼀⽇も早く終息するのを願うばかりです。 ⼤阪府
コロナが⼀番の⼼配です 宮城県
コロナが広まる前は有給は5⽇間にしていたが、スタッフを交代勤務させて営業をしてみてもっと有給を多く与
えても⼤丈夫ということに気付き、10⽇間に増やすことにした。有給を使いやすくすることにより、体調が悪
い時は遠慮することなく休みやすい職場環境にすることができた。コロナがなかったらこれに気付くことはな
かったと思うのでスタッフにとっては良い改善になったと思う。

静岡県

コロナが治まらない限り、⾒込みなし。 岐⾩県
コロナが治まるのを待つしかありません。 静岡県
コロナが治まるまで忍耐。 静岡県
コロナが終ったらコロナが終ったキャンペーンで粗品をお客さんにしようと思っている。 埼⽟県
コロナが終息しない限り、客の来店回数が増えない。
コロナが終息しなければ営業回復は無理 ⻑野県
コロナが終息するように ⽯川県
コロナが終束するのを⾝守るしかありません、1⼈でこつこつやるしかありませんです。 岩⼿県

16



問九．コロナ禍における営業回復に向けて、あなたの知恵と⼯夫のアイディア、現場の声をご記⼊ください。 所属組合

コロナが存在するエビデンスを求められているのだから、国はしっかりとそれにこたえること。 福島県
コロナが⼊らないよう最⼤限気を付ける事だと思っている
コロナが無くなるまでは何をやっても⼀緒節約するしかない、ひとりひとりのお客様を⼤事にするしかない 宮崎県
コロナが落ちつけば⼈は⾃然と動き出すと思うので、まずは⾃分が⼿洗・消毒等を守ること。 熊本県
コロナが落ち着くのを待つ他にない 熊本県
コロナが流⾏した事はしかたありませんが、⾃分⾃⾝しっかりコロナに向かって前に向かって⾏くしか有りま
せん。理容師、皆さんは常に消毒はいつもしておられる事なので、ほこりを持ってください。

岡⼭県

コロナだからという理由だけで、⾏動を⽌めていては何も⽣まれない。 福島県
コロナだからの考えをやめないと「仕⽅ないよね」と⽢んじてしまう⾃分がいる、売上減少は仕⽅ないではな
く特にマスクをして⾒えてるのは⽬もと髪の現状そのヘアースタイルをいかにオシャレにしたいとお客様に
思って頂けるか？

福岡県

コロナだけではないが来客数が減り、後継者もおらず、⾼齢で、引退を考えている。 広島県
コロナでダメージを受け出歩くのがおっくうになったとお客さんは⾔っている。 埼⽟県
コロナでもお客様には変りません。 三重県
コロナでも髪はのびるのは確か、とにかく⾃分がかからないように⼼がけするしかないと思います。 茨城県
コロナとアウトサイザー対策両⽅やって。 ⾼知県
コロナとうまく、付き合う 愛知県
コロナと安売店にこまっている。理容のPRをして下さい。 ⾼知県
コロナと寒気の両ペンチあたたかくならないとわからない！ 岐⾩県
コロナにおびえる⽼⼈（⾼令者75才以上）に安⼼出来るキャッチフレーズを。今すぐには思い付かないが。 北海道
コロナにかかったら→廃業まで（世間体で）追い込まれそうで⼼配！これから経済が停滞し売上減少が⼼配で
す。

千葉県

コロナにかかった⼈をわかるように 宮城県
コロナにかからないようにつとめる。
コロナにかかると⽣活の崩壊につながるのでより⼀帰気をつけて営業していく。 千葉県
コロナにかかわらず、お客様を満⾜させる事が、営業持続発展に必須。アイデアや知恵だけで理容業はつまら
ない。

千葉県

コロナについてはあきらめている 岐⾩県
コロナについて頑張ります。 ⻑野県
コロナにとらわれるのではなく、これからのお客様のニーズに合ったサービスの充実をしていく事が⼤切。基
本今までと変わらず、盛上店を⽬指す事。その中にコロナによってお客様のニーズが変わったのなら、それに
対応するまで。基本が出来ていないのは、コロナに関係無い。

京都府

コロナになる前からお客様も⽼化して、死亡して⾏くので4ヶ⽉〜5ヶ⽉こないと思ったら死亡していた。 三重県
コロナには、勝てません。早く、よく利く薬を作って、ワクチンも、⼤丈夫でしょうか？ 広島県
コロナには勝てませんね！ ⼤阪府
コロナには負けます。 佐賀県
コロナにもしもお店のお客様から感染した場合にご来店受付カードを取っているので、保健所に協⼒出来る。 福井県
コロナにより景気が悪くなっているので、利益を確保するために、こうりつの良い、営業スタイルに、変えな
いといけない。

⻑崎県

コロナに感染しないよう外に出ない外⾷しない、⼿洗い消毒をしっかりとして予防するのが1番 ⻑崎県
コロナに関係なくマスクの使⽤はすでにやっている 茨城県
コロナに関係なく理容業に先が⾒えなと思う 静岡県
コロナに尚更店をきれいにする⼼掛けを持って居ります。 神奈川県
コロナに対しての初期対応が遅すぎる（岐⾩県）。 岐⾩県
コロナに対しては今までの事をしっかり続ける。特に旅⾏、夜出などの⾃粛等の徹底。 埼⽟県
コロナに対する意識を、しっかり持って、⾏きましょう。
コロナに対する意識をかえる。 千葉県
コロナに対する衛⽣処置、基本的な衛⽣処置を守る。 福岡県
コロナに対する思いも個⼈差があるので、業種やライフスタイルによる現況をよく理解して接客していく。 茨城県
コロナに対応しての安全対策のアピールと表⽰ 福井県
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問九．コロナ禍における営業回復に向けて、あなたの知恵と⼯夫のアイディア、現場の声をご記⼊ください。 所属組合

コロナに負けず、がんばっていくつもりです。 秋⽥県
コロナに負けず、ふれ合いの⼼を⼤事にしたいと思います。 岩⼿県
コロナに負けない元気で健康を保つ。 愛知県
コロナに負けない体作り（体⼒）健康に気をつけている！（栄養補強） 埼⽟県
コロナのおかげではないが4⽉からの予約優先の導⼊がしやすく、1⼈営業が楽になった！ 東京都
コロナのシウソクなければ。 神奈川県
コロナのせいで売上ダウンか、世の流れでダウンがまだわからない？ 静岡県
コロナのせいにしない 愛媛県
コロナのため⼼と体が悪くなっている 福岡県
コロナのワクチンを作ること 岐⾩県
コロナの安全策をお客様の⽬前でやっているのを⾒せる（気付かせる）ようにしている。 宮城県
コロナの営業回復などあるわけないその後平時にもどった時の⼈布⾜業界への新しい⼈の流⼊のしくみ。その
後の課題が理容組合として⼤きいのでは、免許とりづらい営業的⾼いハードルだらけで⼊るわけないだろう。
脳なし無策今しか⾒えない理事はやめろ。

宮崎県

コロナの影響は、今の所店舗への来客の減少は⾒られないが、介護施設での業務が中⽌になる時が有る ⻑野県
コロナの患者の出ている地区から来た⼈には、本⼈にかくにんを取ってから消毒、マスク、⼿洗をきちんとさ
せてから⼊店してもらいます。

福島県

コロナの感染者を減らす事。 富⼭県
コロナの治まりお、待つしかない 新潟県
コロナの終息を願っています。 ⻑野県
コロナの情報（地元）をしっかり把握して対策をとる。 宮城県
コロナの中でしたが売上は前年を上回りました。出来る事をコロナのせいにしてしない事がいけないと思って
います。

⿅児島県

コロナの本当の怖さ知る事が⼤切。 愛知県
コロナの話はあまりしない。明るい話題（スポーツなど）をする様に努めている。 ⻑野県
コロナは基本的に、薬の開発と予防ワクチンの開発しかないと思っているので今は、がまんしかないと思って
います。

岐⾩県

コロナは市⺠より建設業の労働者が多い店の中に⼊れないようにしてる。安床を紹介する 福島県
コロナより安い店の⽅がこわい。
コロナより⼈⼝減の⽅が⼤きい 新潟県
コロナより低料⾦のチェーン化が業界を困らせている。 埼⽟県
コロナワクチンの使⽤を早めてもらいたい 島根県
コロナワクチン接種へ業界全体で進める。 愛知県
コロナワクチン早めにしたい。
コロナワクチン薬が開発されないと回復するのは難しいのでは？ 茨城県
コロナをなくす事できる機会をアイディアで作る。 徳島県
コロナを機会に、カルテ管理が、ほぼ100％できるようになった。（2〜3週間のお客様情報の保管） 熊本県
コロナを気にするお客様にはカットのみでシェービングはしない料⾦設定を活⽤。 神奈川県
コロナを正しく学ぶ ⻘森県
コロナ以前から清掃、消毒、換気など出来得る限りしていたのでその点では信頼を得ている。ポスターを店内
外に向けて貼ってより安全をアピールしたい。⼩池都知事の「理髪店営業⾃粛」発⾔により地に落ちた業界の
信頼を取り戻すべく、各店舗が衛⽣管理をもっと徹底すべきです。消毒のことなどでTV取材をうけているお店
が汚なかったりして、業界全体のイメージを悪くしています。

埼⽟県

コロナ禍・⾼齢・私共店への・御来店下さる 和歌⼭県
コロナ禍…もっと、だいじな組合員のまとまり…。 岐⾩県
コロナ禍おちついてからでもよいと思う、北海道も東京も京都もどこもにげていきません、どこへ⾏っても楽
しく歌って⾷事のできる時がきます今は皆でガマンです。

宮城県
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問九．コロナ禍における営業回復に向けて、あなたの知恵と⼯夫のアイディア、現場の声をご記⼊ください。 所属組合

コロナ禍がいつまで続くかわからないので、アフターコロナを考えている余裕はない、現状を⾒守もり、営業
をするしかない。借⼊⾦の制度は利⽤していても猶予、利⼦の減免はあっても、先送りなだけで返済の義務は
ある、コロナ禍での借⼊⾦返済まではアフターコロナとは⾔えない、つまりアフターコロナは10数年先の話に
なる。

⼤阪府

コロナ禍がおさまるのを待つしかない。 ⼭形県
コロナ禍が拡⼤する中理容業にも影響がない訳けでなく、客の減少や特殊技術の減少格安の理容チェーン店へ
移⾏と売上がダウン。しかも半減迄は⾏かず中途半端で保障もなく⾏き詰まっている現状。今迄⽣活を維持す
る為預⾦を切り崩して頑張っているが⻑期になっているコロナ禍と先が⾒えない毎⽇に不安が募る。営業回復
に向けて知恵と⼯夫があったら是⾮教えて欲しい！！現実は厳しい！！⾏政に国⺠の⽣活をもう少し考えてと
願っています。

群⾺県

コロナ禍が治まるのを待つのみであります。 ⼭⼝県
コロナ禍が終息しかない 埼⽟県
コロナ禍が全国的に拡⼤している現状で余り知恵も⼯夫もない。 宮城県
コロナ禍が早く収束して、普通にお客様と対⾯出来る事を願っています。 栃⽊県
コロナ禍が落ちついて国⺠の⼈が安⼼して利⽤できる⽤になってほしい。 神奈川県
コロナ禍だからこそゆっくり落ち着いて頂けるサロンであるために1⼈当りの時間を⻑めにしている。 三重県
コロナ禍だからではなく、普段（常⽇頃）からの営業努⼒が⽋けているのではないか。 神奈川県
コロナ禍だけじゃなく、デフレ・社会⽣活の変化の影響もあるので、対応策にこまっている。 群⾺県
コロナ禍だけでなく、⼈⼝減少なのでむり。 埼⽟県
コロナ禍だけでなく、⽇々お客様との関係を良くしておき、信頼される店、信頼される⼈である事が⼀番⼤事
だと思います。お客様とお店の関係というより、⼈と⼈との関係を構築しておけば何があっても強いと思いま
す。

⼤阪府

コロナ禍であってもなくても、今までと同様に「新しい提案新鮮なメニュー」を出しつづけること。今までの
ような「古い考え」の“焼きなおし”みたいな提案は、いらない。⽣み出してほしい

⼭形県

コロナ禍である対策として、予約制に移⾏、できればネット予約を、充実させる。 福井県
コロナ禍でお客様減少し 0の⽇もあり・知恵アイデアこちらこそ、おしえていただきたいと思います。 茨城県
コロナ禍ですが、のびる髪は切りたい！！きちんと対策を取っていればお客様は来て下さいます。 千葉県
コロナ禍でなくてもいつもお客様が安⼼安全な理容店であると⾔う現場にして⾏きたい 福島県
コロナ禍での安⼼、安全、楽しい床屋。 宮城県
コロナ禍では、何とも対策が取りにくく、何をして売り上げアップにつなげていいか、良い案が浮かびませ
ん。⼋⽅ふさがりの様な感じです。⼤変むづかしいです。

新潟県

コロナ禍で⾃店から陽成者が出たらマイナスイメージは避けられない、そうならないように完全な消毒に徹す
る

静岡県

コロナ禍で⼿袋着⽤で、顔そりをしている店があるようですが、どこのメーカーの⼿袋がフィットするか、知
りたいです。

新潟県

コロナ禍で⼈と接する機気が減ってはいるがサロンへ癒しを求めて来る⽅もいる。そんなお客様には誠意を
持って対策をできる限りしながら接客していく。
コロナ禍において、とにかく、お客様第⼀に考え接客していくことが⼤切だと思います。 宮城県
コロナ禍において、組合店は公衆衛⽣において、アウトよりすぐれていることをアピール。 群⾺県
コロナ禍においてある意味バーバーの衛⽣⾯での安⼼を感じて頂く努⼒。 東京都
コロナ禍において家庭内散髪がおきている。 神奈川県
コロナ禍において外出禁⽌⼤勢の中に出歩く事はしないとなると増々仕事が出来ないまずは固定客を逃がさな
い事とこれから家庭で親とか⼦供のカットをやる様になる

静岡県

コロナ禍における営業回復というが、もう元には戻れないと思うので。 愛知県
コロナ禍になり時に年配の⽅の来店周期が延びているように感じられます。話を聞いてみると当店に来店され
ていないご家族に⽌められていると話されていました。ご家族へのアピールも必要に感じます。

愛知県

コロナ禍にまけずがんばろう。 福島県
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問九．コロナ禍における営業回復に向けて、あなたの知恵と⼯夫のアイディア、現場の声をご記⼊ください。 所属組合

コロナ禍によって外出の機会が減り、顧客の来店サイクルが延び気味になっています。また、社会不安の増
⼤・リモートワークによるデジタル機器の過度な使⽤によって、来店客の多くにストレス疲労が⾒受けられま
す。ソーシャルディスタンスにより”⼈との触れ合い”が絶たれることによる、脳内ホルモン／セロトニン・オキ
シトシンの分泌不⾜は、うつ病発症などストレス疲労をより深刻なものにしていきます。そこで、ヘッドスパ
マッサージやシェービング等”触れ合う”理容技術メニューを特化させ（「脳疲労回復ヘッドスパ」「エステ
シェービング」）、客数低下の中でも単価アップに繋げ売上を維持しようとしています。

福島県

コロナ禍によるストレス。 栃⽊県
コロナ禍に営業回復に、がまんしかない、情けない。 岩⼿県
コロナ禍に於る、防疫、消毒を徹底する事により、顧客の信頼を得る良い機会とし●、店でできる限りの対策
（消毒、検温、加湿等）をすることとする。尚、これは、コロナが終息した後も、店内で持続させるつもりで
いる。

神奈川県

コロナ禍に関わらず。⾼才による収益の⾃然減が丁度……バランス！！ 岡⼭県
コロナ禍に関わらず常⽇頃より換気に留意して、ロスナイ換気扇の普及を促進させていただきたい。しかも対
⾓線に店●室に（当サロンでは50年前より設置）

神奈川県

コロナ禍のため減少した。（お客様） 熊本県
コロナ禍の時だけに、安全に利⽤して頂くために、今まで以上に接客に努めてゆくこと。 広島県
コロナ禍の終えんを希望します。 静岡県
コロナ禍の終息を願うばかりです 神奈川県
コロナ禍の終束がなくならない限り、お客様は安⼼して来店して頂けない。 新潟県
コロナ禍の中、いつ⾃店でも発症する可能性がある以上、営業回復策は感染しないよう各店のアイデェア等情
報発信をお願いしたいです。

⼭形県

コロナ禍の中、先きが⾒えない今、成り⾏きを⾒守るしかないのでは無いのかと思います。
コロナ禍の中でもつらい毎⽇でも前向きに希望を持ってなるべく笑顔でつとめています。 愛知県
コロナ禍の中地域密着⽅への● ⻑崎県
コロナ禍の報道を知って約1年専問である保健所に績極的に相談を重ね感染症に関しての対応対処等の指導を受
け感染に敏感な職業に対し業界が今調査等遅いのではないかと思われる。業界誌を読んでいると温度差を感じ
る。

福島県

コロナ禍は、⼈間が真に⼤切にすべきものは何かを⾒つめ直す機緑です。反省し創造すべきではないでしょう
か。

神奈川県

コロナ禍はお客様も⾃覚があり、マスク及び⼿指消毒を実施しており、会話は少なめに⾏っている。
コロナ禍は別にして若い男性客を美容院に取られた現状をなすすべもなく中⾼年が経営しているサロンに向け
ての逆に美容院の若いスタッフばかりのお店に⼊りにくいと⾔っている中⾼年⼥性をターゲットに全⼒集中で
売上げの減少をカバーする為に全連上げての中⾼年⼥性の客単価の⾼い⼥性客を拡得する運動を起してほし
い。

⼤阪府

コロナ禍は理容師はじっと動かない事。昨年度1年間、読書と仕事だけ。 富⼭県
コロナ禍をプラスに転じる思考、⾏動を取る様にしていく。 福島県
コロナ禍をやめる。 新潟県
コロナ禍を機会にこれからもずうっと衛⽣が理容には⼀番の⼤事な事なので⼊店する際は⼿指の消毒をもっ
とーにして⾏く必要があるのではないでしょうか。
コロナ禍以前からお客様との信頼関係ができていたことが、当店が特にコロナ禍の悪影響を受けずに済んでい
る理由ではないかと考え、感謝しております。これからもお客様が不安な思いにならないように「いつもどお
り」のお店づくりをしていこうと思います。

埼⽟県

コロナ禍以前より予約制としているが、客待ち時間がほとんど無く密にならないという点では有効と思われ
る。

⻑野県

コロナ禍⼀店舗に3万円のお⾒舞い⾦を出して下さり、⼜消毒液4Lを3本知⽴理容組合で準備して頂いた。⽇頃
の備えで⼩さな組合が出して下さった。

愛知県

コロナ禍⾃宅でカラーするお客様が増えお店のカラーとの差別化。 群⾺県
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コロナ禍初期（3⽉〜5⽉迄）は次亜塩素酸⽔を組合本部で頂き使⽤してましたが、効⼒がない事が解りショッ
クでした。現在は⼊⼝には組合から頂いたポスターを張り店内ではアルコール・次亜塩素酸⽔で器具消毒・⼿
指も他に紫外線ランプを2ケ所（消毒器以外）カミソリ・バリカン・ハサミ・櫛類を下部だけに照射するように
カバー付けお客様にアピールしています。

⼤阪府

コロナ感染が悪となってる現状が変わらないと、どうにもならないと思う。 茨城県
コロナ感染が少なくならないと、だめだと思う。 ⾼知県
コロナ感染にならない様に県外の⼈、個客以外はお客様は取らない様にしています ⿃取県
コロナ感染による閉店に対する、⽀援⾦の対応 福岡県
コロナ感染のリスクがある⾏動、はしない事、を⼼がけている。 岡⼭県
コロナ感染の直接影響はないが、都市との往来がむずかしくなって、⾼齢者の親のめんどうを⾒るのがむずか
しくなり、施設に⼊ったり、⼦供の所へ⾏ったり、もうすこし先と思っていた事がいっきに、顧客が減った。

新潟県

コロナ感染よりも私は低料⾦店対策を。 富⼭県
コロナ感染拡⼤が終息しない限り難しいと思う。 茨城県
コロナ感染者がへらないかぎり営業回復はない。コロナを治す薬ができないかぎり営業回復はない。 ⼤阪府
コロナ感染者を組合員から出さない事。 千葉県
コロナ感染症が治まれば、旅⾏に⾏きたい⼈はたくさんいるはず。安⼼して⽣活できる態勢を作ることが先
決。

⾼知県

コロナ感染対策の可視化、とにかく消毒をしている事をお客様が確認できるようにする。 ⾹川県
コロナ感染防⽌のアピールをする 北海道
コロナ感染防⽌対策をしっかりとやりお客様に安⼼していただけるように努⼒する事しか今は出来ないと思っ
ています。

神奈川県

コロナ関係なく今まで通り⼀⽣懸命お客様に施術していくだけです。 ⼤阪府
コロナ菌等の多い場所に⾏った時、その時着ていた服等は家に帰った時にその⾐類はアイロン掛して熱処理す
る。

静岡県

コロナ治まるまでがまん。 宮城県
コロナ⾃体がおちつかないとどうにもならない部分がある ⻑崎県
コロナ収束しか、営業回復の道はなし。 秋⽥県
コロナ収束以外⼿はない
コロナ終息に向け、なるべくお客様同志、バッテングしないよう、予約調髪、推進。 北海道
コロナ終息後、お客さんの戻りが⼼配。 宮城県
コロナ終息後、⼤々的に理容店のコロナ禍における実績や、安全である等のアピールをしてほしいと思いま
す。

⼭形県

コロナ終息後のGOTO（理容）キャンペーン。 東京都
コロナ設備器導⼊したいであまりお⾦掛けられない。
コロナ前からですけど、短髪、ベリーショートを徐々にして、周期を短くするようにしてる。お客様の声を聞
きながら。

埼⽟県

コロナ前とかわらず、誠実に懸命にやるだけ。 静岡県
コロナ前にはもどらない。新しいお客様を開拓するのみ 群⾺県
コロナ対応保険の加⼊（消毒費⽤・休業保障など） 北海道
コロナ対策がお店の外にお客様に⾒える化することで、安⼼して来店してもらえることに取り組んでいる。
コロナ対策において各店舗の温度差を極⼒無くし、消毒等に取り組まなければ安全性の確保は出来ないと思う
し、消費者の警戒も解けないと思う。

⼭⼝県

コロナ対策のPRを店内外に向けている。 静岡県
コロナ対策の正い知識を周知、徹底 広島県
コロナ対策は、感染を出さない、広めない、といった⽬的では無く、事業所の保⾝と考えて取りくんでいる。
コロナ対策はもちろんのこと、ヘアカタログやメニューをもった豊富にそろえていきたいと思っています。 和歌⼭県
コロナ対策もしつつお客様に来て頂ける様なメニューの提案が必要だと思います。 神奈川県
コロナ対策を、どこまでしてほしいか、お客様の意⾒をお聞きし、とり⼊れる。 新潟県
コロナ対策を「業会として真剣にやっている」という、⼀般の⼈たちへのアピールが必要と思う。「理容業会
は衛⽣⾯はしっかりしてるよね」というイメージをもってもらうのが⼤事だと思う。

千葉県
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コロナ対策をお客様の⽬に⾒える形での実⾏。 福島県
コロナ対策をしっかりして、落つまでは、むりな営業はしない。 広島県
コロナ対策をしっかり⾏ってお客様に安⼼、安全をアピールしてその分を価格等の値上げを⾏っていく事が良
いかと思います。

宮城県

コロナ対策をしつつ、おさまるのを待つのみ。 富⼭県
コロナ対策をしていることをお客様に伝え、安⼼してもらう。 宮城県
コロナ対策をしているというPOP等配布してほしい。 神奈川県
コロナ対策をしているというステッカーが修了証がほしい。ポスターだと場所をとるので。 ⼤阪府
コロナ対策を⼗分に⾏い、それを、周知する、⼜、PRをする。 ⼤阪府
コロナ予防接しゅの早期の実施を願う 京都府
コロナ陽性に成った場合営業できず収⼊⾯なしで⽣活に⼼配ですがどうしたら良いか？ 神奈川県
コンスタントに来客してもらう。 宮城県
こんななるとは思っていなかった。 埼⽟県
こんな事を聞いてどううするのか？またやってますのアピールですか？。 栃⽊県
こんな時こそ衛⽣法規で学んだ知識を⽣かしたい。70代 ⻑野県
こんな時だからこそ、リラクゼーションメニューをすすめ単価アップしていく。 ⼭⼝県
こんな時代が来るとは本当思いもしませんでしたが、どんどんふえる患者に、判らない。⾃分さえ気を付けて
も、だんだん近づいて来る感じで恐い。

埼⽟県

ご年配の意⾒ばかりではなく若年層の意⾒をもう少し取り⼊れて業界を盛り上げて欲しいです 福岡県
ご来店のお客様に⼊⼝での消毒作業〜すべてのチェックと⾃からの防衛をしてやるしかない！！ ⼤阪府
ご来店客⽤のマスク⼊れを製作して配布して戴きたいです。サンプル同封致しました。よろしくお願い致しま
す。

東京都

ご来店時、体温、⼿の消毒、レザー、ハサミ等消毒、イスを1つあけて、間かくを置いての作業あとは換気 愛知県
サーキュレーターと扇⾵機を使って換気をよくする事。 神奈川県
サーモカメラの導⼊。 ⻘森県
サイドビジネス教育 愛知県
さっぱりわからん↓↓。（泣） 兵庫県
さらに⼿洗い、マスク、消毒の徹底のみ 東京都
サロンではクラスターが未だ出ていないと宣伝していくつもり。 岐⾩県
サロンにおいて希望として個室サロンのあり⽅が、これから求められていると感じます。 北海道
サロンニュースレターやモバイル広告を積極的に活⽤して⾏く。 福岡県
サロンによってお客様も違うので声に⽿をかたむけながら合わせて対応を⾏う 神奈川県
サロンに出来る事をやる。社会の⼀員として。お客様はもちろん、⼿指消毒、ひまつ防⽌のため、会話は極⼒
控える、けいたい電話店内禁⽌等、感染防⽌の出来る事をお客様にも説明し協⼒していただいてる。器具機材
等のてってい消毒。

茨城県

サロンのメンバー以外の来客は受付けない。 埼⽟県
サロンも予約制をあたり前とする形にしたい。 ⼤阪府
サロン特有の空間サービスを売る。 静岡県
サロン内の消毒に対する店の姿勢をPOPや会話の中でお客様にお知らせする 福岡県
サロン内個室化 福島県
さんみつ。きぽん、つきる 茨城県
じーと、しずかに、のんびり、くらす。 三重県
シエイビングの時は、フェイスマスクをししゃべらない。
シェーヴィングは襟のみにしている、ただし料⾦は全額では無い。 神奈川県
シェービング・シャンプーやらなくなった客が増えた。 埼⽟県
シェービンクにおいて⼝周りは外す様にしている。お互いの感染リスクをさける為に（接触感染） 奈良県
シェービングの時はマスクとフェースフィールドを着⽤し、お茶飲み時は3m離れ、換気しています。⾞の中
で、次の⼈は待っています。器具の消毒は終りしだい、していますが、タオルは、いっぱいあるけど、刈布、
シャンプークロスのとり替えが数多くない。

新潟県

シェービングは、どうしても⼝にさわるので怖い 福島県
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シェービングは⼿袋をする。 徳島県
シェービングをやめる。 神奈川県
シェービング時の感染リスクが恐い（お客様がマスクをしていないから） ⼤阪府
シェービング等もあるので消毒には⼼がけています 岐⾩県
シェビング無しにしては？ 島根県
しずかに⾒守るしかない。 ⼤阪府
じっとしている。 三重県
しばらくは「安⼼・安全」第⼀の世の中になると思う。お客様からの「あそこの店なら安⼼」と思わせる衛⽣
設備がこれからは⼀層重要になってくると思う。検温・エタノールはもちろんの事、例えばエントランスで
「⼿洗い」設備も必要になってくるかもしれない。

神奈川県

しばらくは⾒守るしかない？。 福井県
シャワーシールド等の設備をしてら。 福岡県
シャンプーは⾏こないます 神奈川県
シャンプー台・シャンプークロス・シェービングクロス・カットクロス・理容イス・（メガネ台をやめた消毒
しにくいので）・1客ずつ消毒している。

群⾺県

しんどい 広島県
すぐに1時間に1⼈の完全予約制にして感染予防を意識した接客を⼼がけた。 千葉県
スタッフ・お客様が感染しないように消毒・ソーシャルディスタンス等を守り営業回復とゆうよりも、これを
徹底して⾏うしかない。⽥舎は感染したら・営業どころか居られなくなるから

静岡県

スタッフが多いので、お⾦と⼼のケア。 ⼤分県
スタッフの健康管理も必要、完全予約制 岡⼭県
スタッフの雇⽤を守りたいので、何とかしてでも給料は減らしたくない。 千葉県
スタッフの午前、午後の検温と掲⽰ 茨城県
スタッフの体調管理の為、営業時間＜勤務時間＞やトレーニング時間を⾒直し、しっかり睡眠、休みを取れる
ようにする。

千葉県

スタッフは感染対策をしているが、常連客ばかりでお客様へのお願い（⼿指消毒や待ち合いでのマスク着⽤な
ど）がしづらい。

東京都

スタッフ安全のためシャンプーは求めない、⾃宅でをすゝめて料⾦は安くしてます。 ⻘森県
スタッフ⼀同、マスク、フェイスシールドで接客して、お客様に安⼼、安全を考え信頼して御来店をしてもら
うようにしているので、みなさんもされみてはいかがですか？

広島県

スタッフ全員の⾃⼰管理（検温）表を⾒える所に貼り出す。 静岡県
ステイホームの時代なので、今出来る事をしっかり守って頑ばるしかない。 広島県
すでに皆様がやっていることをやっています。特別なことはありません。 静岡県
すでに後⼿になってしまうが、GOTOトラベルやGOTOイート同様、GOTOバーバーなどあれば良かったと思
う。

新潟県

すでに使わなくなってしまった椅⼦もあるので組合費を減額してほしい。 神奈川県
すでに予約制にしている。 福岡県
すでに予約制を採っており、ソーシャルや密は防げていると思っている。 滋賀県
すべきことは、している、限界にきている。 京都府
すべての会員イベントが申上なのですから、お客様の来店期間が永くなるのはコロナが落ちついて普通の⽣活
がもどらないと無理
すべての店舗営業、時間短縮、⾃粛する事 ⼤阪府
すべては、アフターコロナによる。 埼⽟県
すべて予約で営業する。 佐賀県
すべて予約制にする。（またせない） 千葉県
すべて予約制を導⼊し、前のお客様と重ならないようにしています。 ⼤阪府
スポーツジムに通っていたが、4⽉よりヤメタ。⼈混みはさけること。 岡⼭県
スマホの消毒 咳エチケット カード決済 岐⾩県
スマホ決済やカード決済を導⼊して⾮接触化を進めた。 千葉県
すみません、今答える余ようがありません 宮崎県
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ぜひいっぱい仕事をする。 埼⽟県
セミナーでのDVDで対策の再確認が出来ました。 福岡県
セミナーの講習会も距離もとり、マスク越しの⽬と⽬のご挨拶で組合の⼈と皆が同じ気持ちでした。 新潟県
セミナーの終了証とかが客には効き⽬がある様です。鏡の前に証書を掲げています。 岩⼿県
セミナーはオンラインで⾏うのがよいと思います。密になります。 ⻑崎県
セミナーを開催出来ない現在、ポスター、修了証は、これも信頼度が違う
セミナーを受けていないので解答しにくいが、次亜塩素酸を活⽤して椅⼦、店内の消毒、換気、⼿指の洗浄、
消毒、マスく着⽤して頑張っています。

京都府

セミナー修了証のステッカーより修了証書を⼊⼝に貼ったら、お客が安⼼して⼊店してくれているので、⼩さ
なステッカーよリ、より公的に感じる書⾯さ配布、掲⽰させる様にすると良いと思う。

群⾺県

せめてカット中、セット中（会話する時）はマスクをお願いする。シャンプー、シェービング中がどうなのか
気を付けながらやってます。

神奈川県

ソーシアルディスタンスを守りマスク、フェイスシールドは私達が守るだけで他に案は無し。飲⾷店へ⾏かな
いのと⼀緒です。今はお客様もガマンの時です。

⻑野県

ソーシャルディスタンス 千葉県
ソーシャルディスタンス
ソーシャルディスタンス、徹底した消毒をしていく以外にないと思っています。 ⿅児島県
ソーシャルディスタンス・消毒・マスク・うがい・⼿洗。 新潟県
ソーシャルディスタンスで基本的な感染対策を忠実に⾏っています。 静岡県
ソーシャルディスタンスと⾔うけれど1対1での理容業に関しては、なかなか難ずかしいし、むりだと思うし、
マスクが絶対で顔剃りとかは、なんとか⾏なわない⽅を選びたい！

埼⽟県

ソーシャルディスタンスのための予約の取り⽅の考え⽅の⾒直し 千葉県
ソーシャルディスタンスはむずがしいし、フェイスガードも仕事しずらいが、客への⼿指消毒等をてってい
し、店内には⾃作のポスターでアピールをしている。サーキュレーター、窓あけ等で換気し客が帰ったあと
は、アルコールで店内を拭きまくる。

埼⽟県

ソーシャルディスタンスや衛⽣対策を適切に⾏っている安全営業のアピール 佐賀県
ソーシャルディスタンスをとり、マスク、⼿洗いにつきると思います。 ⼤阪府
ソーシャルディスタンスをとり、消毒に⼒をいれる。 宮城県
ソーシャルディスタンスをとりながら予約制（完全）でやっている。 ⼭⼝県
ソーシャルデイスタンスを確保した店作りを考え中。 兵庫県
ソーシャルディスタンスを守って、3台のうち2台のみ営業に使⽤ 神奈川県
ソーシャルディスタンスを守って、お客様にマスク、⼿の消毒をお願いします。
ソーシャルディスタンスを守って消毒を⾏なう。 群⾺県
ソーシャルディスタンスを守って⼈数制限 千葉県
ソーシャルディスタンスを守り、⼿指の消毒、器具の消毒を徹定し、元気に笑顔で仕事をする。 宮城県
ソーシャルディスタンスを守り、新客さんには特に気をつけている 愛知県
ソーシャルディスタンスを守る、マスク、⼿洗い、消毒液配置、換気。 富⼭県
ソーシャルディスタンスを守るため、予約制で営業しているが、組合全体で、予約制のPRをしてほしい。 茨城県
ソーシャルディスタンスを守るため予約制を取っている。 福岡県
ソーシャルディスタンスを守る為近く設備⼯事の予定 埼⽟県
ソーシャルディスタンスを図る為、イスを減らしての営業を⾏っているが売上はおちていない！1台あたりのイ
スの稼働率が上がった。
ソーシャルディスタンスを保つために、施術⾯にカーテンを取り付けた。 ⼭形県
ソーシャルディスタンスを保つ為、スタッフとお客様の⼈数の調整をする。 三重県
ソーシャルディスタンス守って、消毒やマスク、必ず守って、少しつづ回復しております。 ⼤阪府
ソーシャルデスタンスで忙しい時の売上は下がり、運転資⾦の借⼊れをし不安が続く。 ⼤分県
ソーシャルデスタンスを守っての営業を⾏っている ⿃取県
ソーシャルデスタンスを守って⾃分の出来る事をやって⾏く 三重県
そのような知恵はナイ！！ 京都府
その間に消毒＋換気をシッカリやる。2〜3分じゃ「やった」事にならない。 ⻑野県
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その事をwebやラジオ等のメディアを使って周知させる。 栃⽊県
それが分かれば苦労はない。 新潟県
それにしても来て下さるお客を考えると迷う 福島県
タオル、ひざ掛、座ぶとんカバークロスを頻繁に洗濯するので消耗がはげしいし、⽔も使うがお客さんは気持
ち良くすごしてもらっている

新潟県

タオル、刈布など除菌洗済で洗うなど、除菌⼒の強い物を使⽤。 埼⽟県
タオルの完全な交換、検温、消毒の徹底。換気と暖房をこまめに。マスクケースの配備、店舗内外の消毒液の
配備、etc、これでも駄⽬なところはある。他にあったら指導していただきたい。

栃⽊県

ただコロナに対し努⼒している
ただただコロナ以前と同様にする様なる様にする事のみ。 兵庫県
ただちに、PCR検査をやめるべきである。不安をアオルだけでなんの意味もない！ 岩⼿県
ただでさえ、⼈⼝減少している状態なのに。 福島県
ただ⽣きのこるのみ。 新潟県
たばこ、灰⽫は店には置かない。 新潟県
だんだん全国感染者が、増えて⼼配、早く収束にほしい、（個⼈々でやはり⾃粛（外出）等考えてほしい。 兵庫県
チラシ等でも消毒をアピールしました。 宮城県
ツーブロック禁⽌の学校が多いですが、ツーブロックに⾒えないツーブロックを考えたところ、中⾼⽣のお客
様がとても増えました。ちょっとしたアイディアと得意な技術を伸ばせば…まだまだまだ伸びる可能性ある仕
事です。たぶん…

秋⽥県

つきなみですが笑顔での対応！！お客様に注意されても⼼にかたむけるように努⼒。 神奈川県
テイクアウトや訪問販売が出来ないので、清潔・安全を前⾯に出す。 新潟県
ディサービスに通ったり年配の⽅が多いので「⾏かないでくれ。」と⾔われているらしく、落ち着くまで待つ
しかない。

⼤阪府

ティッシュペーパーでお客様の顔を簡易マスクを作ったり、ファーストシャンプーしてくせ直し、顔⾯、清拭
を充分⾏なってカット作業に⼊る。

⻑野県

ていねいな仕事に⼼掛けてますが、悲しい現実です。
できることはだいたいやっている 奈良県
できることを1つ1つ、実⾏していくしかないと思う。 千葉県
できることをするしかない（消毒てっていなど） 京都府
できるだけの衛⽣、消毒をしている。 愛媛県
できるだけ会話は少なく。 岡⼭県
できるだけ死なない。 ⼤分県
できる限りコロナ予防対策。既存のお客様を今まで以上に⼤切にする。 兵庫県
できる限りの⾃粛 北海道
できる事をコツコツやるだけ！。 秋⽥県
てっていした消毒
てっていしてコロナ営業していきたいです。 島根県
でも「やめるな、他店へ⾏きたくない、病気するな、ケガするな」など⾔われて迷っている 広島県
テレビ、ラジオ、ネット、情報 埼⽟県
テレビ、ラジオなどで安⼼、安全さの⾊を出す！ 神奈川県
テレビ、新聞等これだけ、ガンガン、朝〜晩までやられたらお客様もビンカンになりすぎていてキビシイです ⼤阪府
テレビCMとかで理容所の安⼼安全を呼びかける 埼⽟県
テレビでも放送しているが三密をさけマスク、着⽤ 徳島県
テレビなどでのPRを定期的におねがいしたい！ 和歌⼭県
テレビのコマーシャル使⽤してみて下さい。 神奈川県
テレビやまわりの様⼦を聞きながら⾃分なりに守って⾏きたいです 栃⽊県
テレビ等メディアに理容組合店は安全であるとアピールしてもらいたい。 ⼤阪府
テレワークの出来ないもどかしさがあるが、AIが進んでも理容技術はむつかしいと思うが、将来は解らない。 熊本県
ドア、窓の開閉をいつもよりひんぱんにしている。 福島県
ドアtoドアの送迎サービス（特にご年配の⽅）。 岩⼿県
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ドアの取⼿やイスの消毒をしていることをアピールする 愛知県
ドアの内、外に⼿指消毒液を設置しました。 宮城県
トイレ使⽤を断わる。 北海道
トイレ⾃動化 ⾼知県
どうしたらお客様がもどってくるのかわからない 群⾺県
どうしたら良いかわからない 岩⼿県
どうしてもゴムがしゃまなので、⼿作りマスク（紙）になることが多いのですが、組合で格安に買える使いす
て（ゴムなしテープでとめる）（インターネット買えるが割⾼）マスクを⼤量⽣産してくれるとありがたい。

埼⽟県

どうしようもない、だれも助めてくれないので成り⾏きにまかせる。 兵庫県
どうしようもないでしょう。じっとこのままコロナが0になるのをまつ。（しんぼう強く） 北海道
どうしようも無い 佐賀県
どうにもならない。顔剃をしないようにしている。 神奈川県
どう⾒ても、コロナは治まる、傾向にあるとは、思いません。 秋⽥県
トータルで売り上げ減 島根県
とくにないが（⾃⼰管理から） 東京都
どこでだれが？と云う不安ばかりで、安全な来店を確保する為に予約制にする。 新潟県
どこをどのように対応していいのか困惑している ⿃取県
とってつけたアピールも必要なく、消毒に関しては今まで普通に衛⽣業として当たり前に出来ていたはずで
す。安物の店より取り返すチャンスです。さりげない普通の消毒アピールを！！

愛媛県

となりで正⾯でせきをされても、⾃分は●するだけで、感染はしないだけの⾃分の健康管理！ 福井県
とにかく、GOTOキャンペーンを中⽌し、感染拡⼤を防ぐべき。 ⾼知県
とにかく、⼿洗い、うがい、三密を、守っている！！それしかないよー！！ ⼭⼝県
とにかく、政府による安全⾯を重視して、お客に安⼼して貰う。 ⻘森県
とにかく、掃除・消毒を必要以上にアピールする、コロナを気にしている⼈に基準を合わせる。 埼⽟県
とにかく、早くワクチンを！！ 佐賀県
とにかく“新しい⽣活様式”を順守することにつきるとしかいいようがない。 岡⼭県
とにかく「伝える」ということ。伝え続けてこそ、お客様の安⼼につながると思う。 奈良県
とにかくお客様に不安感を与えない様、⼗⼆分の対処をする様⼼掛けている ⽯川県
とにかくお客様第⼀に考えより深い関係へとつなげて、信頼してもらい。 宮城県
とにかくガンバルしかないです。 新潟県
とにかくヒマです、どうしたらいいかわからない 埼⽟県
とにかくマスク、⾐類の消毒、器具類の消毒など…。 北海道
とにかくマメに消毒してる姿を、お客様待たせてでも⾒てもらってから次のお客様をご案内する。 岩⼿県
とにかくワクチン、早く 愛媛県
とにかく安全をアピールする。 秋⽥県
とにかく安全性のアピールをお客様に発信 新潟県
とにかく換気、⼆酸化炭素濃度計測器の設置 埼⽟県
とにかく個々が対策を充分にとる事が⼤事、⼈まかせにしない事！ ⾼知県
とにかく今のお客様に安⼼してもらうことの優先と、初めてのお客の調査、話し合いをちゃんとする。 宮崎県
とにかく⾃分の健康のため、⼀⽇、六回から七回体温を計ってる事や消毒や清掃をこまめにしてる事をお客さ
んにアピールしてます。

茨城県

とにかく⾃分⾃⾝、（⾃社）からコロナを出さないこと。 岐⾩県
とにかく収⼊減でこまっている。 愛知県
とにかく消毒。お客様の⽬の前でやる事により安⼼してくれる。 栃⽊県
とにかく消毒する事をしている。 埼⽟県
とにかく消毒とマスク利⽤と店内空気清浄器の利⽤を徹底する。 岩⼿県
とにかく消毒のみで、これからも、やるしかないと思う。 神奈川県
とにかく消毒をするお客様にせつあいしてる。 神奈川県
とにかく⽔際対策をしっかりと、ソーシャルディスタンス・お客様予約制・お店の消毒・使⽤器具の消毒・ス
タッフの健康管理・来客の⼿指消毒・等々・⽔際対策しっかりと。

埼⽟県
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とにかく組合加盟店の洗浄、消毒、換気の徹底した指導と実施し、感染者を出させない事。これが⼀番だと思
う。

茨城県

とにかく早くコロナ収束願っています。 ⼤阪府
とにかく⼤変なので完全に近いくらい予約制更に、間かくをあけて営業全員のゲストに無しょうでマスクを配
りでの技術、消毒液、けん温し、空気じょしっ機全部⾃⼰での講⼊
とにかく店をきれいにする。整理、整頓、清潔 福井県
とにかく店主、従業員が感染しないようにすることが⼤切です。 ⻘森県
とにかく発信し続けること。アピールすること。 静岡県
とにかく良くない事はたしかです。 北海道
とにもかくにもガマン、いずれ終息すると信じて 新潟県
どのお店よりも、除菌、消毒を徹底して、安⼼していただけるようにしました。コロナ除菌の「エアロピュ
ア」も⼊れました。

富⼭県

どのようにしたらよいかまとまりがつかない 宮城県
ともかくお客様に来てほしい 福岡県
ともから⾃分にコロナがうつらない、⼈にうつさない事に努めている。早く予防接種を。
トラベルの禁⽌ 宮城県
とりあいず、コロナ禍が落ちつかないとだめ早くワクチンが出来ればいいナー
とりあえず、コロナが早くおさまってくれるよう願うだけです 茨城県
とりあえず⾃分、家族が感染に気をつける事。 三重県
とりあえず耐えて耐えてがんばるしかない。 千葉県
どんな時でもお客様の信⽤第1です。答えられる様に努⼒しています。 埼⽟県
どんな時でもお客様の⽴場にたって接客して⾏く。 京都府
どんな時代でも理容のイメージアップ優先。 茨城県
どんな努⼒をしても⾵評−被害は避けれません。医療を含め⽀援⾦を国から多く取る職業が勝ち組みだと思
う。

⼭⼝県

ナイ 奈良県
ナイ 奈良県
ナイ！！ ⼤阪府
なかなか何もうかばない、むずかしい！ 富⼭県
なかなか体温計を導⼊してまでの営業が出来ない。 滋賀県
ナシ 茨城県
ナシ
ナシ 神奈川県
ナシ 埼⽟県
なすすべなし、早くワクチンを… 愛知県
なにがともあれ終息を願うだけです 富⼭県
なにもない、ただ時をまつだけ！ ⼤分県
なにより⾃⾝が罹患しないよう対処するしかない。 千葉県
なるべく外出しない。 北海道
なるべく間隔を取り、密をさける。（客待ちでも同じ）。 北海道
なるべく密にならない予約の取り⽅。 兵庫県
なるべく予約にして他のお客様とせってんがないようにする。 宮城県
なるべく来店時をお知らせカードを渡しておく。 福島県
なるようにしかならない！ 神奈川県
なるようにしかならない。 群⾺県
なるようになる
なる様になる。 群⾺県
なんとかしがみついているだけ。 福島県
なんのかんがえもねい 徳島県
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ニュースや記事で最新の情報をおさえつつ、「細⼼の注意をしながら動く」という今の⾃分のスタンスをお伝
えしています。

⻘森県

ネットで⾃分の作品を掲載し、できるだけ新しい物にかえていく。安床とは競⾛しない。（メニューの差別
化）

宮城県

ネットなどの活⽤が難しい為どの様に乗り切ってよいか考えてます。 福島県
ネット予約で頑張ってみます。 三重県
ネツをはかってもらい⼿を消どくしてもらいやっていきたい。 三重県
パーテイション接置⼯事を⾏い、個室サロンとした。
パーテーション、消毒、マスク、換気、検温 岐⾩県
パーテーション・換気扇の増設をけん討中。
パーテーションの設置、空気清浄器＋換気、予約により密にしない、消毒の徹底。 神奈川県
バアノブをさわらせないで、スタッフが開閉する。ボールペンも使わせないでマスクをしたまま⼝で名前をお
たずねする。

神奈川県

バーバーブームを利⽤して、さんぱつ屋でカットすることは、かっこいいことだとSNSなどでアピールする。 福井県
パナソニックのジァイーノの使⽤ 群⾺県
はめごろしの窓を聞くようにかえてもらった。 愛媛県
はやめに感染防上順守に努めお客にアピールした 新潟県
パンデミックを⾒こして、令和2年1⽉より店内の衛⽣に気をつけている。お客様から⾒える様に消毒している 兵庫県
ひげ剃りをしない… 広島県
ひたすらアルコール消毒、換気。 埼⽟県
ひたすら⼿洗マスク消毒の防衛しかない 静岡県
ひたすら待つのみ！ 北海道
ひとりひとりのお客様に信頼して頂ける様テイネイな消毒等に留意してます。 神奈川県
ひまつ防⽌のパーテーションの設置など。
ピンチをチャンスに変える事で先⼈達は⽣き残って来たと考えます。1⼈1⼈が⾃分の頭で考え、決定し、実⾏
する事、その1点しか無い様に思います。ためらっている時間は残念ながら残されていません！！しかし、あき
らめたら終わりです。頑張りましょう！！

⻑野県

フェイスガードは曇ったり、歪んで⾒えたりするので（マスクとゴーグルを使っている。顔を動かしても回り
にぶつかりにくい。）。

北海道

フェイスシードル、使いすてゴム⼿袋使⽤、出来る事はやるしかない。 群⾺県
フェイスシールド、マスクの着⽤の徹底。 岐⾩県
フェイスシールドの改良をしてほしいです。 群⾺県
フェイスシールドの消毒をどうしたらいいのか教えてほしい。 京都府
フェイスシールドは、くもってやりにくい。 広島県
フェイスシールドは顔剃りの時に使⽤。カットの時は刈り⽑が付着するので適していないと思う 岩⼿県
フェイスシールドよりはアイガードの⽅が作業しやすい。もう少しクリアなものでくもらず反射もない良いア
イガードがあればストレスなく仕事ができる。

北海道

フェイスシールドをすると照明が反射して作業（カット、シェービング）がうまく出来ないです。 宮城県
フェースシールドを、⾃分でホームセンター等で買って（スケルフィルムを買って）作っています。 福岡県
ふだんから客もいないし年なりに仕事してます。ないしょくです 茨城県
プチエステ無料体験チケットの配布 ⼭形県
プライバシーを守り、お客様のご連絡先を聞いています。 栃⽊県
プライベートサロンにして単価を上げサービスをよくした。 群⾺県
ブランデング 岐⾩県
フリーのお客様に予約をアピールし、完全予約営業出来る様移⾏していく。 秋⽥県
フリーのお客様わ、おことわりをしています。 神奈川県
フリーの客はおことわり 栃⽊県
ブレーキとアクセル⼤変むずかしいが最⼤の努⼒を！ 静岡県
プレート式空気清浄カードの使⽤。 愛知県
ヘアースタイルポスター⼤きめ。 福島県
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ヘアサロンの安全をアピールするコマーシャル 千葉県
ペイペイ等でのポイント還元などお客様が喜こぶイベントを全国的にして頂けたらうれしいです。
ペイペイ等のキャッシュレスとの連携、活⽤、割り引き優遇など。 三重県
ペーパータオルで簡易マスクの作成（テープで直接、頬に定着させるので、カラー、パーマ等に使える） ⼤分県
ベツニナシ 愛知県
ポイントカードetcを使い、できるだけお客様に還元できるようにしている。 秋⽥県
ホームページなどでお知らせする事で、予約率が増えた。 ⻘森県
ホームページにて発信、ツイッター、インスタグラムなどの利⽤。 福岡県
ほかになし
ポスター・ステッカーを店内に貼り全国組織で⼀丸となって対策しているんだとアピールしています 和歌⼭県
ポスターや消毒液やフェイスシールドでお客様に安⼼してもらいレピーターを減らさないよう頑張るしかな
い。

静岡県

ほとんど影響を受けていないが、対策を取っていることをはっきり⽰すこと。 神奈川県
ほとんど予約にしました。 岩⼿県
ほとんど予約制 千葉県
ほぼ完全予約。消毒してから席についてもらっている。 ⼤阪府
マイナス（デメリット）ではなく、プラス（メリット）の定案、アピールを全⾯的にするポスターが欲しい。
明るく、爽快感、清潔、安⼼、ゲトックスで気持ちが上がるポスター、明るいポスターが欲しい。

神奈川県

マイナスを考えずに、プラスに考え時間を有効に、サロンの技術⼒アップや、意識改⾰の基礎づくり。 ⼤阪府
マウスガードがほしい
まじめに通常営業すること。 ⻑野県
まず、3密をさけ、予約制をもって、お客様との距離を保っています。 埼⽟県
まず、コロナウイルスの終息を願い、収束後の、消費者の⽣活環境変化（ウイルス発⽣前、発⽣中、発⽣後）
を注視する。

岐⾩県

まず、われわれ業界から⼀⼈もコロナ患者を出さない、⼯夫をそれぞれ努⼒する事だと思います ⼭形県
マスク 兵庫県
マスク 新潟県
マスク、3密は、もちろんだけど、コロナを、恐ろしく感じる事が必要。 ⻑崎県
マスク、そう具ありがとうございました。
マスク、フェイスシールド、消毒など感染防⽌努める。 群⾺県
マスク、フェイスシールド、消毒をする、予約制にしてお客様が密にならない様にする。 群⾺県
マスク、フェイスシールド、消毒液などを使い出来る事を続けたい。 愛媛県
マスク、フェイスシールドなど。 秋⽥県
マスク、フェイスシールドの衛⽣⾯のアピール 千葉県
マスク、フェイスシールドはもちろん、営業中は2〜3ケ所窓を開けて換気する。 ⻑野県
マスク、フェイスシールド消毒液、かんき等でかん張しかありません 愛知県
マスク、フェイスシールド着⽤、1分でウイルスを不活性化するバイオの杭菌フィルターを着けてる空気清浄器
使⽤中。

東京都

マスク、フェイスシールド両⽅を同時に使⽤する（⼯夫、アイディアはなかなか実⽤的でないため？①②）
マスク、換気をしてしてやるようにしている 宮城県
マスク、⼿を洗う、消毒、外に出て帰った時に上⾐をぬいで消毒、店のかんき、店の中の消毒これ以上何をす
れば良いのか、わかりません。

群⾺県

マスク、⼿指消毒の徹底。 広島県
マスク、⼿洗い、仕事中は決らず換気に気を付けて、頑張っています。 広島県
マスク、⼿洗い、消毒、空気を気を付けてガンバル（店のそうじ、ひまな時間に）。 岩⼿県
マスク、⼿洗い消毒をして各⾃で守るしかないのです。 千葉県
マスク、消毒、ぜったい！ 富⼭県
マスク、消毒、フェイスシールド、空気清浄器、−（⼀括購⼊等）以外打つ⼿無し。
マスク、消毒、⼿洗 兵庫県
マスク、消毒の徹てい。 ⻑崎県
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マスク、消毒の徹底、⼿洗い、うがい、などもできることから。 茨城県
マスク、消毒は、あたりまえ、これがずっと持続しますように、必要とされています ⻑野県
マスク、消毒を徹底にすることですね。 宮城県
マスク、消毒液（アルコール）無償でいただきたい。 北海道
マスク、消毒液、フェイスシールド、等はすぐ⽤意できるが検温を測る器具を必要と思っているがどこで売っ
ているのかリースはあるのか知りたい。

東京都

マスク、消毒液、器具の消毒、備品の消毒等、対応は、とっているつもりです。 ⿅児島県
マスク、消毒液お組合から出してく出さり。 福井県
マスク、消毒液の活⽤につとめる。 岡⼭県
マスク、消毒液はもちろんですが、ゴムグローブをしているのも、お客様から⾒て安⼼の材料になるみたいで
す。

⼭⼝県

マスク、消毒液等の強化して営業する 富⼭県
マスク、消毒液等を配布してほしい。 福岡県
マスク、消毒等の徹底
マスク・⼿の消毒・イス消毒・器具類・⼊⼝ドアの取⼿の消毒、あらゆる点に消毒を。 千葉県
マスク・⼿洗いの励⾏ ⽇常⽣活（特に⾷事、睡眠）。 埼⽟県
マスク・消毒 新潟県
マスク・消毒液などない時に早く準備、配布してくれたことには感謝している。 ⾹川県
マスク2枚がさね、花粉症メガネその他ガイドラインを守る。 群⾺県
マスクおして営業 岡⼭県
マスクがよくきくようです。
マスクとフェイスシールドで安全を可視化している。（お客様の安⼼感がなにより⼤事） 静岡県
マスクと換気のみ 新潟県
マスクと消毒液等の供給。 熊本県
マスクにプラのマスクガードを作って、つけて、完全防備をしている 神奈川県
マスクの使⽤・アルコール消毒など守っていく。 新潟県
マスクの着⽤や⼿指消毒など、当たり前の事をやる。店内の清掃、整理整頓をきっちりやる。 群⾺県
マスクはお客様のポケットに⼊れてもらうにして居ます 沖縄県
マスクはガーゼなので、常に洗いながらまにあっていた。 千葉県
マスクはもちろん、透明ビニールカーテン、クリーニO3オゾン消臭除菌も付け、空気のいれかえもやって居
る。今寒いので、すぐ温度は下り、灯油はすごく使います。岩⼿は寒いから、⽇中も−3°〜−5°でも空気の
⼊れかえは、ひんぱんにやって居ます。

岩⼿県

マスクは常にサロン⽤に変えて致き、しても喜んで致いている。 広島県
マスクフックを近隣の学校へ奇付し、こういった取組をしながら営業を⾏っていることを伝えました。 福島県
マスクフックを作成し、マスクを付けながら施術を⾏える環境を整えました。 福島県
マスクや検温、消毒を必ずして、少しでもお客様が安⼼できるお店づくり 群⾺県
マスクをお客様にしてもらいカットのみしている 埼⽟県
マスクをお客様に差上げてる。 千葉県
マスクをキッチンペーパーをたたんで作り、両⾯テープを付けて、⽿にかけないマスクをお客様にしてもら
い。施術が終ったら捨てている。

群⾺県

マスクをし、ソーシャルディスタンスを守って、⼀⽣懸命にがんばる事。 ⼭⼝県
マスクをしたまま出来ますがと云うお客様が何⼈かいきした。⽿のまわりはカット出来ないので、ていねいに
納得してもらって作業しました。⼥性の⻑い髮はマスクをしたままカットした事もあります。

愛知県

マスクをしながらのカットやパーマなど、オゾンによるウイルスたいさく 北海道
マスクをする。 北海道
マスクをつけたまま、技術をさせてもらう。（お客様に） ⼤阪府
マスクをはずさず施術している。顔そりは、まゆ、額、⽿まわりのみ。 岡⼭県
マスクを外しての接客場⾯においても話しがしたいお客様に注意を促すのは難しい。 埼⽟県
マスクを外してもらい個別にビニール袋に⼊れてもらっている。 東京都
マスクを作り、⾃分を●り、お客さんを守り、⽇々消毒とのたかいです、頑張ます。 ⼭形県

30



問九．コロナ禍における営業回復に向けて、あなたの知恵と⼯夫のアイディア、現場の声をご記⼊ください。 所属組合

マスクを取らないで顔にはる ⼭形県
マスクを⼊れておく封とうを順備している。すぐポケットに⼊れる⼈にはそのままで、カウンターに置く⼈に
は封とう使います？と聞いてる。（⼿渡しをいやがる⼈もいるので）

富⼭県

マスクを必ずつける。
マスク⼿指の消毒 広島県
マスク着⽤、⼿洗い、換気お客様の密にならない等に気をつけて⼀⽇も早い終息を願うばかりです。 奈良県
マスク着⽤、消毒の徹底はもちろん、他にはお客様を安⼼させる⼀⾔ 宮城県
マスク着⽤しながらのカット施術。 愛知県
マスク着⽤施術。 兵庫県
マスク⼊れ袋を独⾃で製作（A4紙をニツ折してノリ付、店名などプリント）していた。「組合加盟店は安全」
の貼紙を作り張り出した。

京都府

マスク必須 福岡県
マスコミ・⾏政の忖度の無い情報発信。 群⾺県
マスコミ・新聞等々が視聴率を上げるために必要以上にあおり過ぎているように思う。諌めるべきだと思う。 滋賀県
マスコミがあおりすぎていると思う。マスコミによってさわぎ⽴てると急に売上げが減少する傾向にある。 岐⾩県
マスコミがさわぎすぎの為、消費者に不安を与えている。 岡⼭県
マスコミなどTVで報道すると来店しなくなる ⼤分県
マスコミのえいきょうが⼤きすぎる、テレビ等で⾔っている事を正しくてきちんと伝える 埼⽟県
マスコミの報道や安易な情報にまだわされず冷静に、経営、しっかりとした接客をする。 神奈川県
マスコミ等に理容店に⾏こうとのPRをもっとして欲しい（有名なタレントを使って）。 広島県
まずは、こんな状きょう下でも来店いただいているお客様を⼤事にすること。 福岡県
まずは、経済の回復が重要 愛知県
まずは、⾃分が感染していないことのアピール 福島県
まずは、組合費の貯蓄をきりくずしてでも現組合員を助けてほしい ⼤分県
まずは1⼈1⼈が気を付けて⽣活することからです。
まずはやっぱり理容業における消毒を基本をしっかり（あたりまえですけど）可視化をする、たとえば本⼈の
体温を記⼊しお客様に⾒える所に提⽰しあとは常⽇項の接客態度です。これからみな様の知恵しぼりコロナ禍
を乗りきりましょう。

静岡県

まずは検温と除菌。マスク着⽤の徹底 静岡県
まずは個⼈（⾃分の家で出さない）●●で出さない事を考えます。
まずは⾃分⾃⾝が感染しない事、リスクのある場所には⾏かない、必要以外は外出しない。 福岡県
まずは新型コロナの事をしっかり理解したうえでワクチンなり薬が出てくれないと対策がむずかしい。 秋⽥県
まずは当店がコロナのクラスター場所にならない⽤に気をつけるしかないやれる事はやる
マスメディアの過度な報道を気にせず必要以上に恐れず⽇々の⽣活を送る（営業を続ける）。 群⾺県
マスメディアの煽りばかりの報道でなく怖を抑制の⽅の報道の働きかけ例年インフルエンザ等との⽐較 岡⼭県
まず⾃⾝がかからない様に⼀⼈々が気をつける事が業界のためにもつながると思います。 兵庫県
まず⾃分達が気をつける事。 神奈川県
まだまだ終りは⾒えないけど、組合で⻑期イベントなりを⾏う、集客を（終息してから、ゆっくり） 岐⾩県
まだまだ増えるのでわからない。 ⻑崎県
まだわからない。 ⼤阪府
まだ⼿探り状態ながらも情報収集に努め、⼯夫して頑張っていきたい。 京都府
まったく分からない 千葉県
マニアルDVD通にすればいいと思う 栃⽊県
まめに消毒、換気に気をつけている・マスクはつける週間になっている。
マンツーマンサロンなので、その点をPRしていきたい。（していっている） 東京都
マンツーマンサロンなので予約のかんかくをあけてお客様が会わないようにしている。 福島県
みとうしがつかない。 神奈川県
むしタオルが医者からすごく消毒に良いと聞きました。アピールお願いします。 東京都
むだな会話をひかえる。⼤声ではなさない。 ⻘森県
ムダな外出しない（飲み⾷い）いってない事のアピールしている。 ⻘森県
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むつかしい？
むりしない。⾃然体でストレスをさける。がんばらない。 新潟県
メディアが報道をやめる。 福岡県
メディアでの安全性のアピール 埼⽟県
メディアに向けて理容業は安全であると云う宣伝をもっと打つべき ⼭梨県
メディアの恐怖を煽る報道は⽌めて欲しい。 ⼤阪府
メディアや情報の提供 宮崎県
メディアをどうにかしてほしいです 沖縄県
メディア活⽤強化、飲⾷店中⼼のメディアが多すぎる。 静岡県
メディア等で毎⽇の情報を集めて、伝染が拡がらない様に努⼒している。 新潟県
メニューの多⽤化 栃⽊県
もう、これ以上、やりようが無いです。 ⼤阪府
もう⼀度原点を⾒つめ直したり、このコロナ禍だからできることを考え、普断忙しいとできない部分を⾏った
りと時間を有効に使うようにする。

新潟県

もう少しゴーツー等を早く国が延期をやるべきであった。 岐⾩県
もう少し真剣に政府が国を守る為に汗をかいて政策を考えてもらわないと国⺠1⼈1⼈が頑張った所で景気もコ
ロナ対策も上⼿に回復するわけないと思う。

広島県

もう⼆度と、ポイントカードは、やらないでほしい。（⽥舎なので、さらに、売上減りました） 新潟県
もう疲れた 広島県
もしコロナでクラスターになり店が消毒作業が必要になった場合の費⽤は組合の保険などでカバーできるの
か？

北海道

もしコロナにかかった時、店が回復するまでの資⾦があれば。 岩⼿県
もしコロナに罹た時の⾵評被害が恐い 岡⼭県
もし当店でコロナが発⽣してもカルテをつけているので、店名を発表する必要はないのだが、他の理容店で発
⽣したときに店名を発表しなかったら、「隠している」との⾵評があったため、当店の場合は公表しようと思
う。

宮崎県

もちろん低料⾦店が受けた影響は組合店を上回ることは間違いない。⼜、私は、個室サロン・予約体制等上記
⼆点をカバーするべく店を経営しているので今回は増収増益です。

奈良県

もっと、メディアの活⽤したらどうでしょうか…？ 神奈川県
もっともっと営業して居る⼈達のこと考えて⽣活が出来ないこまって居ます。 宮城県
もっとわかりやすく感染対策法を 愛媛県
もっと国の補助⾦や県の⽀援を解りやすく説明し、簡単に受けれる様に全連や県の組合が積極的に仲介して欲
しい。またそうする事で組合加⼊のメリットや意義も感じると思う。

奈良県

もっと国の⼒を借り安全をもっとアピールを。 愛知県
もっと理容業の事をテレビでセンでんしてほしい 神奈川県
もともと（クリーンな）業種だとアピールする（国家資格）必要 ⻑崎県
もともと1⼈で営業していて予約制の為、密にはならないが前後の予約のお客様が重ならないよう時間を多めに
とった予約配分をしている。

⼭⼝県

もはや、コロナの話だけではないと思っています。⾃治体独⾃や国の交付⾦を利⽤した⼭形県の⽀援策は飲⾷
業、⼩売業とちがい恩恵を感じられず売上げは横ばいです。

⼭形県

ヤストコどうにかして 岐⾩県
ヤス店に客が流ぱなし 福島県
やはり、ソーシャルディスタンスと、換気、消毒の徹底！ 神奈川県
やはり、⼿洗い、⼿の当る所と、ホール（⼯間）は消毒をくまなくすること。
やはりコロナ禍が終息に向いワクチンも来年だろうからだろうし、⼯夫・アイデアと⾔っても、それからだと
思う。

千葉県

やはりマスクと消毒。 岐⾩県
やはりメディアの影響は多⼤なものであるから、安全性、コロナガイドライン等の当組合が⾏っているもの
を、メディアを通じて、理容は、こうゆう事に取り組んでいるなどアピールをした⽅が良いと思う。

千葉県
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やはり客商売は特に待っている古場なので完壁な事をしても、来てくれない事にはそれが⾟いです、個々の努
⼒だけでは無理な気がします。

埼⽟県

やらなければいけない消毒の⾒直し、⾃分の周りはいないから⼤丈夫というあまえを無くす！！ 福島県
やるなら時間短縮がいい。 愛知県
やるべき事はやっているが、⼈対⼈の仕事なので来客を期待するしかない 神奈川県
やるべき事を、おこなうのみ！！ 宮城県
やるべき事をやり、じっとガマン！ 愛知県
やる事は、やっている。もう、する事は個⼈ではない。 京都府
やる事をしっかりやっていれば⼤丈夫だと思います。 岐⾩県
やれることをやる。ただそれしかできない。いくら対策をとってもお客様が菌をもっていたらどーにもできな
い。

群⾺県

やれる事は、思いつく事は、ちゃんとやってます。これ以上やれる事はありません。 愛知県
ユーチューブなど、技術の安うり（切り⽅の公開）をやめないと客がこない。⾃分たちで出来る事とお客さん
が思ったらこなくなる。

岐⾩県

よくしらない 茨城県
よくたべて（バランスいい⾷事）よくねる（早く布団に⼊る。）体内温度を上げる（⾵呂に岩塩）。コロナの
T．Vばっかりみない

福岡県

より⼀層の“⼼”の接客。 広島県
ラジオ体操とウォーキング、動敬管理。 東京都
レジにアクリル板をつけたいのでくばってほしい 宮城県
レジのキャッシュレス 神奈川県
ロクチンが早く使⽤出来る様に！ 福岡県
ロックダウンをして、感染者を減らし、休んだ⼈には、昨年の確定申告と同じ⽉の7割保障。 愛知県
わからない
わからない ⼤阪府
わからない 広島県
わからない 福島県
わからない？ 新潟県
わからん ⻑野県
わかりません。 ⼤阪府
ワクチン 岐⾩県
ワクチンがある程度普床しないと落ち着かないと思っています。 徳島県
ワクチンがない今消毒、マスク等でやっていくしかないと思う 愛知県
ワクチンが出まわるのが⼀番だと思う。 茨城県
ワクチンが出来、早くもとの⽣活様式にもでれば良いと思う 新潟県
ワクチンが出来てどうなるかわからない。 ⻑崎県
ワクチンが出来て終息するのを待つしかないのかなと思っております。 栃⽊県
ワクチンが出来なければしょうがないと思う。 神奈川県
ワクチンが早くうてるようになるといいと思います。 愛知県
ワクチンが早く出回ってインフルエンザ並になってほしい、インフルでも死ぬけどワクチンがあると云うだけ
で恐れが少しやすらぐと思っている。取り留めなく書きました。乱筆御容赦願います。

愛知県

ワクチンが副作⽤無く使⽤できる場合には摂取する。 埼⽟県
ワクチンで、治まる事です。地⽅は、コロナが、恐いです。 ⻑野県
ワクチンと治療薬が出来るまでは、耐えるしかないと思う。 京都府
ワクチンの開発に期待します。耐える、のみです！！。 宮崎県
ワクチンの成功が⼀番。 ⻘森県
ワクチンの利⽤で安全終息を願います 茨城県
ワクチンは組合外の安い本屋より組合員を有先にしてほしい 静岡県
ワクチンも開発され、コロナも収束に向かいつつあるので、今は、じっと我慢の時だと思う。 静岡県
ワクチンや薬ができるまでジタバタせずに真摯な姿勢で働く 福岡県
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ワクチン接種 福島県
ワクチン接種が来年から始まるそうだが、まだ全員に⾏き渡るまではかなりの時間がかかりそうだ、個々で
は、⾔われているコロナ対策をこつこつ続けるしかないのでは組合からの消毒液、や感染対策取組店のステッ
カーなどはありがたいです。

⼤分県

ワクチン接種の業種別優先順位（希望者組合のメリットとして） 新潟県
ワクチン接種の優先 千葉県
ワクチン接種の優先してもらい、PRする。 静岡県
ワクチン接種までがまんするしかない 三重県
ワクチン接種をある丁度優先してもらいたい 医療従事者、⾼齢者、介護施設の次くらいに 静岡県
ワクチン早期実⾏を思う。 愛知県
ワクチン早期接種 栃⽊県
ワクチン早出来るように ⻘森県
わずかな、貯蓄をくずして、とりあえず⽣活を保っている状態です。
わるい。 ⼤阪府
安い理容所の禁⽌。 新潟県
安くPRCを受けられる様に。 ⼭⼝県
安床を何んとかして欲しいです。 神奈川県
安⼼、安全な設備と共にスタッフの意識改⾰。（予約の間をあける、消毒⼿指、⼿袋フェイスシールド、店内
の換気）体調チェック、新しいメニュー作り（コロナ対抗型）

⾹川県

安⼼・安全なお店作り
安⼼・安全な店づくりをして、お客様に⾔葉を直接に交わして、理解を求めて頂くことで、安⼼して⼊店して
頂くこと。

広島県

安⼼・安全のために空調設備を（全熱交換器業務⽤・紫外線空気清浄器、オゾン・発⽣器等、⼊れる予定） ⼤阪府
安⼼・安全⾯をアピールする。 静岡県
安⼼してご来店頂けるよう空気清浄機等購⼊しました。 宮城県
安⼼してもらえる空気清浄機の取り⼊れ。 埼⽟県
安⼼して⾏ける場、⼈と⼈とのコミュニケーションの取れる場としてアプローチする！ ⻑崎県
安⼼して接客出来る⽇が早く来ます様 岐⾩県
安⼼して来店して頂けるようスタッフ同志の声かけ 愛知県
安⼼して来店して頂けるよう消毒、パーテーション、マスク、換気の徹底 愛知県
安⼼して来店出来る様アピール強化する。 岩⼿県
安⼼と安全へのお客様してむけてのPR 福島県
安⼼と安全をPRしている。 ⼤阪府
安⼼と信頼で成り⽴っているので、発⽣源に対する情報収集と、それに対して受け⼊れない徹底した対策。 秋⽥県
安⼼安全・コロナ対策店である事を⼤きく書いたポップを貼り出している。 熊本県
安⼼安全であるアピールとして店頭へのアルコール消毒を置いた。 三重県
安⼼安全な店づくり組合の協⼒ 広島県
安⼼安全な店でバリアフリーにお店に改装する。 ⾹川県
安⼼安全のPR（アピール）。 奈良県
安⼼安全のイメージづくりに特に⼒を⼊れている。店内の清潔化はもちろん、消毒の徹底、個室⾵にするため
にカーテンで仕切りをし、⾃⾝の体調も気を付けている。

埼⽟県

安⼼安全をアピール。 千葉県
安⼼安全をお客様にどう担保するか、⾮常に悩んでいます。 北海道
安⼼安全をお客様へ伝える事。理容業界⼈は投資する⽅が少ないが、設備投資は⼤切。 福岡県
安⼼感のできるお店 佐賀県
安全、安⼼なワクチンの早期接種を望みます。 栃⽊県
安全、衛⽣管理を徹底しますが、試⾏錯誤しながら頑張ってます。（例マスク等） 岐⾩県
安全・安⼼のアピール 岐⾩県
安全であるとのポップ等のアピール 愛媛県
安全として、PRしてほしい 北海道
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安全と思えることを全部やるのみです。予防策を徹底してやっているのみです。 ⻑野県
安全な理容室とする 佐賀県
安全にお⾦をかけているPRをしている。 神奈川県
安全安⼼なサロン運営 千葉県
安全安⼼のPR、SNS等の活⽤。 群⾺県
安全安⼼を、HP、ブログ、SNSで発信している。 兵庫県
安全性のアピール。 千葉県
安全性のアピールしかできないと思う 宮城県
安全性の強化宣伝 群⾺県
安全性をステッカーやポスターで告知しています。 福岡県
安全性を⾒える形で。 愛知県
安全対策をとったうえで、1⽇1⽇をしっかりやるしかない。 神奈川県
安全対策を⼗分取っていることを来店されたお客様に説明する。 茨城県
安全対策を徹底して、⼤衆とのちがいをアピールしていく。 奈良県
安全予約で管理してます。来店時に⼿指消毒、検温の実施。 宮城県
暗い中でも何か明るい楽しい話題を⾒つけて、お店にいる間だけでも元気になれるよう努⼒する。 群⾺県
以前のような営業体制が取れないので、完全予約にし、密をさけての営業に切りかえお客様に安⼼して来店し
てもらえるように⾏なっている。

⼭⼝県

以前より、理容師⼀名の店なので、完全予約制としていた。⼀⼈⼀⼈の間に消毒・換気の時間をもうけてい
る。お客様同⼠が会わない様にできているため安全。

静岡県

以前以上に衛⽣⾯強化。 愛知県
椅⼦3台店です。中間の椅⼦は⼀番の使⽤率でしたが、コロナ後使⽤していない、お客様に簡単マスク（両⾯
テープではじを⽌める）を使⽤。コロナを気にしているお客様にはお顔剃りはしない。

北海道

椅⼦が3台だったので真中の椅⼦をベニヤで囲って、営業している。 福岡県
椅⼦にお客様を伺えたら速ぐに除湿器で図りお客様の両⼿にアルコール消毒⾃分もする、「お客様が安⼼する
と⾔ってくれます」でお客様も⼤切⾃分の体も⼤切なので⾏ないますと⾔って⾏っています。

埼⽟県

椅⼦のソーシャルデスタンスを取っている。 愛知県
椅⼦は4台あるが、1台あけて仕事をする。
移したくないし、出したくはないが、こればかりはどうなるのかわからない状態で営業している、対策といわ
れても、コロナ持って来店しないでほしいとしか云えない。外へ慟きに⾏っている家族もいるので、注意はす
るよう喚起しているが、絶体にないとも云えない。濃厚接触しない、させないと思う。

愛知県

移動式シャンプーボウル“夢オアシス”で1ヶ所で施術が完了できるようにしたことも喜ばれている。 岐⾩県
移動理容室で営業出来たらいい。（⾞をコンパクトにして、⾯積をコンパクトに。）⽥舎道でも通れる様な。 ⻑崎県
違う分野で貯蓄・投資 千葉県
医療の⽅々は私達の何倍も⼤変ですが我々理容業も⼤変な事をメデアで配信してほしい。 福島県
⼀客ごととイスを交たいに使ったりしています⼀⼈で仕事をしているので 千葉県
⼀客ごとに、技術者もマスクをとり変えています。 埼⽟県
⼀客ごとにすべてに消毒する。器具、物品、清掃を完全に施こすしています。 埼⽟県
⼀客ごとの消毒、アルコール消毒 神奈川県
⼀客⼀客えの消毒とソーシャルデイススタンスを守る。 宮城県
⼀⾒さんお断り、特に県外の⽅は絶対にダメ 福井県
⼀⾒さんはお断りしています。 静岡県
⼀時、消費税を無くする 新潟県
⼀時期、顔剃りを⽌めていたが思いの外希望する⼈が多い。マスクをはずすので怖い。⾃分のマスク、換気、
消毒の予防順守です

静岡県

⼀⼈、⼀⼈がコロナ対策をするのみ！
⼀⼈での営業なので、電話予約で充分なサービスにつなげています。 富⼭県
⼀⼈でやっている店なので、お客様と2⼈以上にならない⽤にする。 ⼤分県
⼀⼈で営業していますので予約制にして⼀⼈ずつお客様が会わないように間隔を開けてしています。個⼈個⼈
気を付けるしかない

愛知県
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⼀⼈で営業しているので、予約にしても1時間30分は間をあけて、予締を⼊れる様にしています。 福島県
⼀⼈で営業しているので予約時間を以前よりも間隔をあけてお客同志が⼀緒にならないようにしています。 岩⼿県
⼀⼈⼀⼈が、充分気をつける。 広島県
⼀⼈⼀⼈が気をつけるのみ 神奈川県
⼀⼈⼀⼈が気を引きしめて⾏く。GOTOトラベル・イートなんて⾔って出歩るかない。 愛知県
⼀⼈⼀⼈が⾃覚して、マスクは当然、外出を控えるに徹底してほしい。 兵庫県
⼀⼈⼀⼈のお客様を⼤切に！（安⼼、満⾜して帰って頂ける様に） 北海道
⼀⼈⼀⼈の席をあまり消毒するようすが⾒うけられない。 静岡県
⼀⼈⼀⼈の体温険査 岐⾩県
⼀⼈⼀⼈の注意⼒
⼀⼈暮らしで⾃営ですのでお客様に満⾜感をえていただく仕事にはげんでいます。 岐⾩県
⼀早い特效薬の発⾒を期待する。 埼⽟県
⼀定額の給付⾦の⽀給。 神奈川県
⼀度下がった売上げは、同じ顧客からは取り戻せない（来店周期がのびる、来店を控えた時期はもどせな
い）。やはり営業の形態を変えていくしかないと思う（イスの距離を空ける、予約制にする）。多少の設備投
資は必要だと考える。

滋賀県

⼀⽇のお客様の来店の⼈数を3⼈までに決めています。（店主だけで働いています） ⼭形県
⼀⽇も早いコロナウィルス感染病が終息しますように。 宮城県
⼀⽇も早く収束を願う事。 広島県
⼀⽇中マスクはつかれます
⼀般に⼀時期の緊張感が無くなって居る都内で増えていると云うだけで何らかの対策を考えて欲しい。例えば
夜間の外出を禁⽌するとか政府は何を考えいるのかが我々が考えてします

埼⽟県

⼀般的な感染防⽌策をして、お客様に安⼼して来店いただけるようにするしかない。 兵庫県
⼀般的に理容椅⼦を横並びに配置してある店舗が多いと思うが、思い切って個室化へ。あるいは、⻭科医の様
な店内配置がコロナ対策になると思う。

福井県

⼀部で無し、全体の景気回復を 神奈川県
⼀⽅では、組合外の店舗の、底料⾦の店舗の利⽤が多く、痛い 福井県
⼀⽅で設備投資がコロナ禍以前より増加し、経営を圧追しているのが現状。 北海道
壱岐市の場合⽼⼈が多い。交通便が（バス運⾏）悪い。家⼈が店へのおくり迎え、⾯倒がって、⽼⼈の出歩き
をいやがる⾯が多々です。交通の便はむずかしそうです。店からの送り、迎えも不可能。むずかしい⾯が多く
て頭痛い所です。

⻑崎県

引き続き、衛⽣管理の徹底とスキルアップ（技術の）に務める次第だと思っています。 秋⽥県
飲屋に⾏かない ⻑崎県
飲⾷店などつぶれているのに国会議員、その他議員がボーナスまでもらえるのはなぜ？ 神奈川県
飲⾷店に⼀律6万円の給付⾦はおかしい！（休業していないから）⼩さい店は⼤幅な収⼊になります。理容業は
個⼈の店が9割です。多少なりとも国の給付⾦が受けられれば良いのですが？。

神奈川県

飲⾷店はアルコール消毒などの補助があるのに、理容などの接客業にはアルコール消毒液購⼊の補助がない。 福岡県
営業サービスよりふれあうサービスへ⾒直し⼯夫中！ 愛媛県
営業は、なるべく続けたいと思っていますが今はアルバイトで少しですが収⼊を確保して努⼒している。（深
夜8時〜12時まで）

富⼭県

営業⼀⼈でやっているので、お客さま来店の時デンワをしてもらう様にして、完全にお客様がお帰りになって
から、次の⽅をやる様にしてます、客待ちで待ってない様に⼼がけています。

栃⽊県

営業回復したいけど、不要不急ですし、⾼齢の⽅々に⽉1回来てとは⾔えないし…。保健所の⽅が換気や消毒な
どでまわっているので、「ここは安全」←⽬⽴つデザイン、の様なステッカーがあればなどを貼る位しか。

東京都

営業回復しつつあり安⼼している 北海道
営業回復することより、感染症にかかなないことをまず考えることにしています。 岐⾩県
営業回復ではないのですが、私が今コロナの時、近所の⼈、お客さんに出来ること、⼿づくりマスクを作り渡
すこと、今は⼤⾂マスクが⼈気があります。2⽉からコツコツ⼿づくりマスク製作しています。洗って何回も使
えると喜んでくれます。

徳島県

営業回復とあるが、現状では集客に⼒を⼊れられない状態であり、⾒守るしかないと考えている。 ⾹川県
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営業回復と感染防⽌は両⽴できない。GO TOと同じだ！⼈を集めてはいけない！無理をしてはいけない！営利
を求めてはいけない！。

千葉県

営業回復なし低料⾦では無理 千葉県
営業回復には社会全体が安⼼安全に外出できる様になる事が⼤前提であって、今出来る事はお店は、衛⽣が
しっかりしている事をお客様にアナウンスする事しかない様に思う。

神奈川県

営業回復に向けての仕事をしたいが、客が遠のいている。 岐⾩県
営業回復に向けては、コロナ禍が完全に終息することが第⼀なので国⺠⼀⼈ひとりが感染しないよう万全の対
策を取ってほしい。

⿃取県

営業回復に向けて我が店は安⼼安全を⼤切にする為におこなっている事。①スタンド地アルコールジェルを使
⽤②靴の底の消毒。③ウイルス、イオンカード⾸にかける。④マスク。⑤技術者はフェースガード使⽤。⑥顔
剃はやらない。⑦イスごとにフェースガード使⽤。⑧イスそのつど消毒。⑨トイレ使⽤後消毒。⑩タオルはそ
のつどあらう。⑪5ヶ所に消毒器を設置⑫換気扇5ヶ所、1時間3回スイッチ⼊る。その他いろいろ。

静岡県

営業回復は、あきらめている。副業をメインにする。 ⼤阪府
営業回復は、まずはコロナが収まらないと始まらない。 神奈川県
営業回復は、ワクチンが全世界で広がって安⼼して⽣活出来ないと無理だと思います。 栃⽊県
営業回復はのぞめない…。 福岡県
営業回復はむずかしい、ワクチン接種後に期待。 新潟県
営業回復より、⾃分がコロナにかからないように、夜早⽬にお店を閉めている。 北海道
営業時の習慣として、こまめに店内の消毒や、マスク・⼿洗・うがい、お客へのアピール。 茨城県
営業時間に拘らないでお客様の密を避ける努⼒をしています。 愛知県
営業時間の効率的な短縮と衛⽣⾯の拡充、今まで以上に衛⽣⾯に⼒を注ぐ。 三重県
営業時間の⾃由化（現在でも容認されている部分もあるが）。予約できる（予約してもらえそうな時間を選択
しやすいように）。

千葉県

営業時間の短縮と組合全員の連休 東京都
営業時間の短縮にして、光熱費などが安くて済む（節約） 広島県
営業時間の短縮や店舗のリニューアルに踏み出せた 神奈川県
営業時間の短縮午後6時まで 広島県
営業時間の分散（⾃由時間営業）。 岡⼭県
営業時間の変更等 栃⽊県
営業時間は、早く閉店してます。※恐いです。 新潟県
営業時間は午後3時までにしています 愛知県
営業時間を短縮。 栃⽊県
営業時間を短縮し、予約制にした。 ⼭形県
営業時間を遅らせて、その時間を利⽤して、床までも消毒、除菌して（店舗全体）それをPOPにPRする。 愛知県
営業時間短縮。
営業収⼊が少なく成った時は⽀出を⼯夫し消極的であるが現状をありのま受⼊れる。たえず向上が必要と考え
ない。

三重県

営業終了後、お⾦の消毒もかかさず⾏なっている。 静岡県
営業上、消毒等は徹底的に⾏っている。 福井県
営業状況は横バイですが、その原因はコロナだけなのか、他に⾒直す所はないのかと思う。 佐賀県
営業中、しっかりとした感染対策を⾏い、お客様に安⼼も与え、顧客はなれを防ぐ 岡⼭県
営業店への安⼼のある⽀援 千葉県
営業⽇数、及び時間の短縮など（週休2⽇）。 ⼤阪府
営業⽇数の削減→平⽇、⽇祝に関らず閑散期、曜⽇に応じて効率化する、予約の誘導（営業⾯で主導する） 愛知県
営業⾯での改善。時間、料⾦、仕事の⽅法。（全国的に）。 埼⽟県
営業⾯ではしばらくは経費節限、幸ぼうする。あとは少額にして運転資⾦他、制度を利⽤する。 福岡県
営業⾯では消毒の徹底に⼼がけ顧客に当たっている。 兵庫県
営業料⾦の何割かの国からの負担⾦ ⼤阪府
栄養バランスのとれた⾷事。免疫⼒をつける。こまめに換気。 三重県
衛正⾯の撤底、ユニフォームの上着のシャツまで、⼀客毎に着替えている 京都府
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衛⽣、消毒をもっと客にわかるようにしたい。 広島県
衛⽣、消毒を今まで以上にしっかりやるしかないと思う 岡⼭県
衛⽣の順守！ 広島県
衛⽣を守るための料⾦の改定 千葉県
衛⽣環境をしっかりとアピールして、安全である事を認識して頂く。 秋⽥県
衛⽣管理の徹底につきると思います。 兵庫県
衛⽣管理は今やる事ではなく、すでに完全に⾏なっている 静岡県
衛⽣管理をしっかり 愛知県
衛⽣基準の⼀際厳しい理容業それを愚直なまでに遵守して⾏きたい！ 千葉県
衛⽣消毒の改ゼンと向上 茨城県
衛⽣消毒換気それにつきる 茨城県
衛⽣上、⼿洗い消毒等による安全をアピールすること。 ⼤阪府
衛⽣状態が良好で札幌市⻑から表彰され、お客様にアピールするのには、名誉と信頼度が違います
衛⽣清掃、アルコールの除菌他 秋⽥県
衛⽣的、学が終了して●、国家資格を取っている事を、皆が忘れがち 宮城県
衛⽣的な信頼度は⾼く思っている⼈がわりと多いと思うのでその部分をアピールできると突破⼝は⾒つかるか
なと。

北海道

衛⽣法規定の強化！！ 愛媛県
衛⽣⾯でのアピール。 静岡県
衛⽣⾯には特に気を付けている ⾼知県
衛⽣⾯に気を付ける。
衛⽣⾯に努⼒をしている
衛⽣⾯に特に気を付けてます。 千葉県
衛⽣⾯に特に注意している。オーバーマクションを！お客様に⽬に⾒えるようにネ ⻘森県
衛⽣⾯の徹底。検温機、⾃動消毒ディスペンサー、パーテーション。 愛知県
衛⽣⾯の徹底お客様の⾒える所で器具⼿指の消毒、洗浄 北海道
衛⽣⾯を、しっかりしているところをしっかりアピールする。 愛知県
衛⽣⾯をとことん実⾏する。マスク、消毒。
衛⽣⾯講習会をこの様な御時世でも、保健所等と密に連携し、組合員に特に召集を掛けてでも、強制参加させ
て衛⽣⾯を叩き直すべし、（不参加の場合は組合費等公租公課追徴⾦を課す等

北海道

演出の為になりすぎる消毒は、あまりにもどうかと思う。常に清潔を⽬指していれば伝わると思う。
横のイスに他⼈がすわらない。 徳島県
下記内容も⼯夫であると思います。 神奈川県
何おすればいいのか、良くわからない。？
何かあった時の対応としてカルテの充実、お客様の情報をしっかりとはあく。 愛媛県
何もしない事も、選択肢です 神奈川県
何もしない全理連をやめる！ ⼤阪府
何もやらず、世間の声にばかり⽿を傾け、その場の空気雰囲気のまま流れに乗るこれでは、成功も失敗もない
です。まずは⾃分⾃⾝が感じた何かを⾏動に移すべき。

神奈川県

何らかの⽅法で頑張るほかない。 福島県
何をおいてもスタッフがコロナにかからない事。その為に⾃らを律すること。 静岡県
何をしていいかわからない。 ⿃取県
何をするにも、資⾦が⼼要、売り上げ減少で⽇々の⽣活が圧迫されているので、そんな、余裕はない、借りて
も返⾦できないので借りない。

滋賀県

何をするにも個個の努⼒と思う ⼤阪府
何をすればよいのでしょう。教えてほしい。 千葉県
何をどうすれば良いのか考えられずノーアイディアです。 新潟県
何んとか⽣活していますが。貯⾦も少なくなったし、散髪店は⼤丈夫と宣伝して下さい。役員さん、知恵とア
イディア、⼯夫出して下さい。サロン店でカットして下さる⽤に全国的に宣伝して下さい。

広島県

加湿に⼼掛けています ⿃取県
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加湿器、滅菌器具（空調）の導⼊
可能な限り最新の感染対策を導⼊し⽬に⾒える形で実施 栃⽊県
家から出ない。家でのむ 群⾺県
家の換気をしている。
家の店はほとんど固定客で年々少なくなっていくのはしかたがないと思ってあきらめてます。コロナのせいで
はないです。

北海道

家族がコロナにかからぬよう、お客よりうつされないよう気をつける事を⽇々⼼がけている。 宮城県
家族だけの営業なので、節約して乗り切ってます。 静岡県
家族の健康安全を⼤切に接客者とのふれあいに注意して共に健康をのぞんでいます。 新潟県
家族やお客様にお話をしておりますがなるべく⽤事がない時は外出をさける様に気をつける事など。 千葉県
我が店に⼊って来て、お客様が『ここで6軒断られて来ました』『やってもらえますか？』と仙台から最近⼭形
へ越して来たとの事健康そうで熱もなかったのでやらせて頂きました。さっぱりして喜んで帰って⾏かれまし
た。

⼭形県

我が店舗からは感染しない、させない様、消毒の徹底を努めていきます。 群⾺県
我我だけでは、だめだと思う。⼀⼈⼀⼈がもっと情態を真剣に考えなおし、他⼈との会⾷を控えコロナを退治
するという気持をもつこと。

⿃取県

我々の業は感染したら持続化給付⾦を頂いても廃業に追い込まれると思っているので、何でgo−to何とか（ト
ラベルイート）なんだと思っています。

栃⽊県

我々の実施してきた、公衆衛⽣学は正しかった。 岐⾩県
我々⾼齢にとっては（70代後半）⼀度落ちた収⼊はこれ以上回復できる⾒込みは期待できないので、できる対
策をして、減収に応じて⽣活していくだけです。

⽯川県

我慢 茨城県
介護の⼈ナド出張が出来ない 神奈川県
会員の皆様にコロナ対策を徹底して欲しい。 ⿃取県
会合がほぼ皆無になっている状態で「⾝だしなみ」「おしゃれ」「清潔感」などが意識低下している。⼈と接
する機会が減っても、⾃分の⾝だしなみを整えれば、⾃分の価値を上げることを、意識させていきたい。

福島県

会話がコロナで始まりコロナで終る状態なんとか楽しい会話が出来るサロンになるよう⾃分⾃⾝が⼼豊かであ
りたい楽しい会話が出来ることを⼼がけています

熊本県

会話が出来ないとむずかしい営業になる。
会話は必要以外はしない事をポスターにして店内に貼っている。 北海道
会話をしない。 岐⾩県
会話をなるべく減らす。 愛知県
会話を楽しみに来店下さる⽅がほとんどです。とても⾟いです。 ⻑野県
会話を控えたいのにお客様がしゃべってくる、真後ろでしか話しません。 埼⽟県
会話を明るく、余計な会話はしない。 ⼭形県
回りの様⼦を⾒ながら⾃然体で⾏こうと思います。 福島県
回数券発⾏ ⼭形県
回復するためにはコロナがおさまるか治療薬ができるしかない 富⼭県
回復については望みません、現状のまま、店は閉じたいと思います 新潟県
回復の⾒込みなし 静岡県
回復の努⼒をしてもコロナのため、⼈の流れが少ないのでどうしようもない。
回復は早急には無理で、収まってから頑張るつもりです 宮城県
海外で実施しているベーシックインカムをすればどうだろうか。 福岡県
皆でガマンしてコロナ禍が終息することを願う。 ⼤阪府
皆で乗り越えましょう！！ 福井県
皆の⼒で回復して解決してゆかなければ仕⽅ない。 岐⾩県
皆⽣き抜く楽しい明⽇ 兵庫県
皆様の声に従う ⼭形県
開店47年を過ぎますが、当時から完全予約制にて営業を⾏って来ました。今回の事で⼀層お客様との信頼関係
が密になり売上も少々で継続しています。

兵庫県
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外に出ないようにしている
外観より⾒える衛⽣⾯に対する店のコロナ禍に対するアピール。 ⾹川県
外国⼈、⽇本⼈、区分け単間店にシステム化したら。（コロナ禍では。） ⼤分県
外国⼈の⼊国を禁⽌してほしい。 ⼤阪府
外出が⾃由にできるようにならないと、頭のオシャレの⽅へは、中々まわらないので今はとにかく店からコロ
ナをださない事ガマンしかない。とにかく衛⽣⾯に気を付ける事。

岐⾩県

外出はなるべくさけています。 栃⽊県
外出は⼈の少ない時、場所に！ 北海道
外出や⾏事が減っているので⾝だしなみが整ってない⽅が多い。 静岡県
外出⾃粛解除が望ましい。 埼⽟県
外⾷、そとの酒のみは、ひかえる 栃⽊県
外⾷はしない。 ⻘森県
外⾷や旅⾏に⾏かない為、⾃分にお⾦をかけられる⽅は多いようです。⼥性であれば化粧品 静岡県
外⼈が多い市町です。毎⽇が⼼配です。 ⻑崎県
外⾯的には、理容組合のコロナに対する⽅針にもとずき、消毒⽅法とか、⾊々とおしえられたように⾏なって
います。

愛知県

各お店の（店舗）やり⽅があるし、個⼈々が考えなければいけないと思うので、知恵や⼯夫は⾃分で考えるべ
き！。

静岡県

各サロン、パチンコ店の様な⼤型換気設備（ダクト）の設置の強制を要する。 富⼭県
各⾃が⾃覚を持ってコロナに感染しない様に務める事が⼤切だと思う 群⾺県
各⾃が注意する他はない。 千葉県
各⾃で三密をさけて仕事をしていく事 滋賀県
各⾃感染防⽌対策をするしかない！！ 北海道
各⼩さい事でも⼤きくなる場合が有り1⼈、1⼈が気をつけて守る事。 三重県
各店への光融媒・キャッシュレス化の促進 千葉県
各店ポソーシャルディスタンスを守り、営業体制を変えて対応する。 東京都
各店舗が組合からこの様な形で感染防⽌をしている旨（むね）を親切におしえて安⼼感をもたせてます。 北海道
各理容イスの間をパーティーションで仕切った。 ⼤阪府
確定申告しているので店舗の売上は、わかっているんだから、期間を決めてロックダウンしてその間の保証
⾦、補償する。Gotoは、Gotoで⾦を使い感染して病院代も⾦がかかり⼆重にお⾦がいるのに、ロックダウンし
て店、企業に補償する⽅がはるかに安い。

⼤分県

株式投資の活⽤。 愛知県
刈の布の消毒をどのようにしたらいいのか。 茨城県
刈布、クロスについて、⼀客づつ交換する事はむずかしい。病院の医療関係の⽅が着ているナイロンの使いす
てのような刈布を⽤意出来ないか。

⻑野県

刈布、シェービングクロース・ハサミ・クシ・メガネケース等1⾏動（1⼈のお客様に対して）1消毒を⾏う。基
本的なことのてっていにつきると思います

群⾺県

刈布、タオル等を普通に洗たく出来ると聞き、安⼼しました。 三重県
刈布にもお客様の前で消毒液をかけてから、つける様にしてます。 神奈川県
刈布も1客ごと新しく使ってガイドラインもすべて守っています。 宮崎県
刈布やエプロンタオルなど⼤型⾐類をくるくる回して殺菌できる 岩⼿県
寒くなって来ましたがエヤコンを⼊れながらまどを開け、お客様のひざには⽑布を⽤意して掛けてあげていま
す。

京都府

寒さが増すと感染者が増加するのは防ぎようがない気がする。お客様の判断に従がうしかないと思う。 千葉県
完全、予約制にして、客と客か、重ならい⽤に、営業していく。 ⼭形県
完全、予約制に移⾏したいと思っている
完全な3密回避は困難であることを認めた上での3密回避＆消毒の撤底。 愛知県
完全な感染防⽌対策に努める事は勿論のこと、その対策が顧客⼀⼈⼀⼈の⽬に⾒える形で確認できる様、務め
ている。

新潟県

完全な順守するのみ、早い収束を願っています。 宮城県

40



問九．コロナ禍における営業回復に向けて、あなたの知恵と⼯夫のアイディア、現場の声をご記⼊ください。 所属組合

完全な予約制にしてお客様が密にならない様に予約を取る。 三重県
完全に1⼈ずつの予約を徹底したらどうか。 三重県
完全個室でやる。 佐賀県
完全消毒、⼊店、帰りに、⾐服等。 沖縄県
完全消毒中ののぼりを⽴てて、店外にアピールしている。
完全予約 東京都
完全予約、密を防ぐ。 広島県
完全予約。 新潟県
完全予約。 静岡県
完全予約でお客様を分散させる、みつにさせない。 滋賀県
完全予約で密をさける 茨城県
完全予約としてお客様がダブらないようにしている 静岡県
完全予約にしてお客様の名前、確実な連絡先を控える。来店⽇の⼀か⽉保存。 埼⽟県
完全予約にして密をさける。 広島県
完全予約にする。 京都府
完全予約により客の分散（当店ではすでに実施） 千葉県
完全予約の営業でお客様が重ならない様に間をあけてる。 千葉県
完全予約へ移⾏したが予約に反応しないお客様へのアプローチを考える。 愛媛県
完全予約制 埼⽟県
完全予約制 愛知県
完全予約制 福島県
完全予約制 ⻘森県
完全予約制！！ 東京都
完全予約制。ソーシャルディスタンスを守る。（イス間の間仕切りや、イスとイスを1つあける）安⼼安全なサ
ロン造りをPR。

茨城県

完全予約制で1対1で仕事してます。お客様を待たせない。 三重県
完全予約制でお客様と次の予約のお客様の時間を充分にあける（15分以上）。 ⻑野県
完全予約制にし、お客様との密を避け、理容椅⼦との間隔を取る 熊本県
完全予約制にし、お客様同⼠の密を避けています。 茨城県
完全予約制にし、⼊⼝での検温、消毒をしてからの⼊店いただいています。 栃⽊県
完全予約制にし、密にならないようにする。 ⼭形県
完全予約制にした。 栃⽊県
完全予約制にして、客がかぶらないようにする。 栃⽊県
完全予約制にして、三台の椅⼦ですが2名分にして、まわしております。 静岡県
完全予約制にして“待ち時間ゼロ”にしたいですが、やはり時間が空いたから寄って下さったお客様を断るのはな
かなか難しいです。

岐⾩県

完全予約制にしている。 愛媛県
完全予約制にしており、お客様に安⼼を提供している ⻑崎県
完全予約制にしてお客様が隣どうしにならないようにし、席を1つ空けている。 神奈川県
完全予約制にしてお客様をお1⼈づつ順番で対応しています。
完全予約制にして間隔を空けています。 島根県
完全予約制にして客待ちが密にならないのは良かった 神奈川県
完全予約制にして密な状態にならない様にする。 ⼭梨県
完全予約制にする、消毒管理等々を徹底的にしてお客さんに積極的にアピールする ⾼知県
完全予約制による、お客様のコントロール、他のお客様と重ならない為、安⼼して、ご来店していただける。 東京都
完全予約制による⼈数の制限、密をつくらない。 神奈川県
完全予約制に変えた。 兵庫県
完全予約制に変えていって、お客様同志があまり同じ空間におられないようにしています。 ⼤阪府
完全予約制に変こうしました。たまに予約しずに来られる⽅は予約をしなおして、出なおしてもらいます。 愛知県
完全予約制の営業。 千葉県
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完全予約制の導⼊ ⻑野県
完全予約制の導⼊ 埼⽟県
完全予約制への取りくみ 熊本県
完全予約制や個室完備、検温機、⼿指消毒ディスペンサー等の設置をし、HPやSNSを使ってお客様に積極的に
アピールし、安⼼して来店いただける環境整備に務める。

⽯川県

完全予約制を取り⼊れ、ソーシャルディスタンスに気を付け、「密」にならないようにしています。 ⿃取県
完全予約制を導⼊し完全に顧客の管理→但し、売上が伸びない！！ ⻑野県
完全予約制時間外対応マンツーマン接客 福島県
完全予約制導⼊による⼗分な消毒等の衛⽣管理→但し、売上が伸びない！！ ⻑野県
感染、衛⽣⾯の周知を徹底的に教育してほしいです。このくらいで⼤丈夫と曖昧にしている所があるから。 愛知県
感染が治まらなければどうもならない 富⼭県
感染が収束しないことにはお客さんが戻って来ない。 神奈川県
感染が増え続けているので⼿が打てない。 ⾹川県
感染した場合の早急な、対応を検討している。 岐⾩県
感染していない⼈もPCR検査の実施。 富⼭県
感染しない、させないのポスターは店外からも⾒て頂けるので、とても良いと思います。 ⻘森県
感染しない、させないをモットーに営業します。 栃⽊県
感染しない、させない事を前提として、コロナ禍における営業をしていきたいと思います。 宮城県
感染しないよう営業できるようそれなりの消毒換気等をして3密にならないよう⼼がけて営業して⾏くつもりで
す。

茨城県

感染しない事、毎⽇の体温計る、換気を⾏う、アルコール除菌⾏う。 岩⼿県
感染するのもさせるのも、他⼈ではなく⾃分⾃⾝の⾏動によるもの、気持ちをゆるめず。 愛知県
感染の増加により今後地域にも拡⼤する事が⼼配されるが出来る範囲での（マスクの着⽤、消毒液の着⽤等最
⼤限の対策で対応する）

熊本県

感染の対策をきちんと⾏う事。しっかりと対策をとっている店だとお客様に認識してもらう事。安⼼して御来
店してもらえる事。

千葉県

感染リスクは、低いという事のアピールしたい。 神奈川県
感染者（無症状）の確認が出来ないので室内除菌、消毒の徹する他ないと思う。 愛知県
感染者が少なくならないとどうにもならない。 宮崎県
感染者数の減少を待つ ⼤阪府
感染症との付き合い⽅をもっともっと勉強しサロンから発進し多くの⼈に分ってもらう様⼼がける。 愛知県
感染症の場所がわからないので、わかる⽤にこまかく。名前（個⼈）を出さない。 愛媛県
感染症を正しくおそれ、正しく防⽌、決して拡⼤させない努⼒が必要。 ⻑野県
感染症対策が出来る、店内改装に使える補助⾦を作って頂きたい。 神奈川県
感染症予防として、シェービングをどのようにすればよいかが問題になってしまいます。 栃⽊県
感染対策にともなう設備投資が⼤変です。個⼈でやれること出せる⾦額には限度があるので理想通りにはいか
ないコツコツとした出費がきいてきている

栃⽊県

感染対策の強化 静岡県
感染対策はあたりまえだが、濃厚接触者にならないための基準を各⾃治体に確認し、広く組合員にしらせてほ
しい。

東京都

感染対策を実施していることが伝わる運営 福井県
感染病のワクチンや治療が出来る様にならないとまだまだ営業回復はむずかしいと思います。 神奈川県
感染防⽌につとめるアピール。 新潟県
感染防⽌の為のマスク、消毒液、などの買⼊に費⽤がかかるので組合での⼀括買⼊などは出来ませんか？ 福岡県
感染防⽌をしっかりやり、そしてアピールをし毎⽇前にむかって1⼈1⼈のお客様に感謝をし喜こんで頂けるよ
う頑張るしかないと思う。

⿃取県

感染防⽌を第1に営業しております。 宮城県
感染防⽌策をこまめにネットに上げる事で集客につなげた。 神奈川県
感染防⽌策をやっているとマスコミにPRして下さい ⾼知県
感染防⽌対策と⾏なっている事をアピールし、安⼼して来店して頂く。（検温、消毒等） 宮城県
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感染防⽌対策に有様に、3密の回避、マスク着⽤⼿指の消毒、換気などを守るしかないのでは、息を⽌めておれ
るわけでもなし。

富⼭県

感染防⽌対策のポスター配布してほしい
感染防⽌対策の実施と、そのアピール。 静岡県
感染防⽌対策をアピールした、⼤きなポスター。 神奈川県
感染防⽌対策を強化し、お客様へ安⼼・安全のアピールを続けていく事。 ⼭形県
感染防⽌対策を実⾏し換気、消毒を確実に出来る事はしっかり対策していく。 福島県
感染防⽌対策を守り営んでいる。 埼⽟県
感染防⽌対策を電光掲⽰板でアピールしている。（店内）。 福岡県
感染予防のための設備投資 岐⾩県
感染予防は表⾯では無い。⾃らの免疫⼒を上げるだけ。 広島県
感染予防への万全対策として、寒い北⼝の換気設備等への補助があったらと希望する。 北海道
感染予防対策につきると思います。世の中から、コロナウイルスをこれ以上感染者を増やさいない⼈々の⾏動
でしかないと思います。感染させな感染されない対策⾏動につきると思います。お客様を守り⾃分を守り乗り
越ること、この様な姿勢こそがお客様への安⼼安全と考えて⽇々を迎えております。
感染予防対策の徹底（基本的な所からしっかりと） 北海道
感染予防対策をしながら店の中道具⼿指消毒今まで以上にしっかりやる事。 静岡県
感染予防対策を徹底する。お客様の来店時、お帰りの時にはドアノブをさわらないように⾃分達で開閉し、⼿
の消毒も私達から消毒液を持ってお客様へ来店時も帰られる時も⼿の消毒をして頂いています。

和歌⼭県

換気、空気清浄付空調機の購⼊などで店外ポスターなど ⽯川県
換気、消毒、間隔今は地道にやるのみ！焦ってはいけない。 佐賀県
換気、消毒の確実な実⾏（お客様の⽬の前でおこなう） 群⾺県
換気と消毒は当たり前。 福岡県
換気などをじゅうぶんにする ⾹川県
換気のアピール 千葉県
換気のため、暖ぼう費がかさむので、補助してほしい 宮城県
換気のために、熱交換器換気扇や空気清浄機で換気をしている。 愛知県
換気の回数を増す 栃⽊県
換気の対策とエアコン吹き出し⼝の⽅⾏など多⽅⾯に注意を⾏なっている 広島県
換気はストーブしながら少し⼾を開けておく 宮城県
換気はもちろんの事、消毒も強化してます。 埼⽟県
換気をしないといけないが冬は温まらないので、どうしようと思ってる。 熊本県
換気を⼗分にする。 ⻑崎県
換気消毒の徹底化 埼⽟県
換気扇を増設した。 ⼤阪府
換気対策（冷暖房を補充）サーキュレーターファンヒターヒートシータークールシーター 岡⼭県
換気⽅法、室温の低下をなるべく替えないで空気の⼊替を考えています。
環境整備をして写真⼊りダイレクトメールを送った ⻑野県
間じきり（ロールカーテン）しきりなど。 北海道
間違ったエビデンス等に惑わされない 埼⽟県
岩⼿県講師会の⽅が店でコロナが出た時のマニュアルを作り、とてもわかりやすくありがたいです。 岩⼿県
顔そり、シャンプーはさけてカットのみでやれば、安⼼させる⼯夫 神奈川県
顔そりが⼀番あぶない。単価は減るが、そらないか、そってもワンシェーブ。会話もお客様は意外と望んでい
ないようだ。

岩⼿県

顔そりなしのメニューも⼊れている。 奈良県
顔そりの際、焼⾁店のような排気システムでウイルスを吸いとるシステムが欲しい。 北海道
顔そりはお客様の希望があった場合だけにしている 栃⽊県
顔そりを、なるべく、しないように、お願いをしている。 埼⽟県
顔そりをしない。 福井県
顔ソりを中⽌中 広島県
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顔には貼るペーパーマスクを作り、飲み物の提供もやめています。キッチンペーパーで⼿作りしていますが、
なかなか好評です。両⾯テープも、顔に接着部分が残らないテープを使っています！

富⼭県

顔に貼るマスクの使⽤。 ⾹川県
顔剃がへりました。 京都府
顔剃りが問題だと思う。
顔剃りはお客様に承認してもらった⼈だけ施術する 加湿器には抗菌ミスト使⽤ 三重県
顔剃りは希望される⽅のみに。 福岡県
顔剃りをしない様にした⽅が良い（当⾯）（旅⾏時間の短縮と密せつぼうし 北海道
顔剃りを控えさせていただいている。 ⾹川県
顔剃り時に⾶沫がとばないよう、こちらも出さないよう⼝腔ケアをしてから施術している。 岡⼭県
顔剃時に使う、蒸気をオゾンが出る（ウイルスをなくす）ものに替えた。 ⼭形県
顔⾯仕上げとかはもちろんマスク、会話の時のマスクをつけています。 福岡県
危機感があまりない。 佐賀県
危機感をイメージする報道のみならず、ワクチン登場や効果などの明るいテーマもメディアに願いたい。営業
時間、繰り上げなど、⾃営業の厳しい環境を国を再孝して頂きたい

神奈川県

危険な時は⼀せいに休業命令を出す、とめるにはそれしかない
器具、お客様の触れる可能性のある所すべてに酸化チタンコーティングしてる2年は安全、ガルーテラボイオニ
アミストプロ

⼤阪府

器具が50％で買う事ができたらいいですね。たとえば、櫛、鋏、バリガン（充電式）セットいかが 宮城県
器具の消毒の徹底。 富⼭県
基本お客様との信頼関係でコミュニケーションを取り信頼し安⼼していただく。
基本になっている⽅法をいつも忘れない様に実⾏するのみ、それでも油断があると思うけれど。 岡⼭県
基本に忠実にお客様を守り⾃分⾃⾝も守り、しっかりとした知識を持ち毎⽇頑張りってます。 宮崎県
基本守る 北海道
基本的なことをてっていする予防 神奈川県
基本的な感染予防対策に注意する 栃⽊県
基本的な感染予防対策の徹底をやっていく。 ⻑野県
基本的な事、マスク着⽤、⼿指の消毒、換気をじゅうぶんに⼜密にならないように、時間、予約したり、して
おります。

新潟県

基本的対応の努⼒。 京都府
希望者に、訪問理容 栃⽊県
規制緩和によって⽣まれた低料⾦店。コロナによって低料⾦店へのお客様の利⽤がいっそう増えている。 ⿃取県
技師者年寄で新しいアイディアガ⽣まれない 岐⾩県
技術だけじゃなく、もっと他の店にない物、知識を持つこと。 福島県
技術の練習ばかりでなく、お客様を喜ばせる練習も必要。 福岡県
技術椅⼦と椅⼦の間にロールカーテンをつけてますが、⾶洙対策としてお客様に安⼼感が与えれると思いま
す。

⼭⼝県

技術後の⽤具消毒はお客様へ失礼を感じさせましたが、今は消毒している現場を⾒せる⽅が安⼼を与えられま
す。カットが終れば、⽬の前でクシ、ハサミを消毒⽤機に⼊れる。シザフォルスター等は使わない雑菌の温床
です

⼤阪府

技術者・家族が感染しないことが第⼀正しい⽣活をすること 新潟県
技術者は必ずマスクをする、蒸気のでる空気清浄機を使⽤。 愛知県
技術者⼀⼈⼀⼈の⾃覚が⼤事で、衛⽣⾯をちゃんとする。 東京都
技術⼒を上げ、⼈材を育成する事
客が組合に⼊いっている店を、きらっている！
客とのおしゃべりはなるべく少なくする事。 富⼭県
客との会話の縮⼩。総合にこだわらずカットのみでも。コロナが収束したらもとの総合理容にしたらよい。 埼⽟県
客に対し⼀⼈で全ての⼯程をすることをてってい的にやると今の時代に合います。 神奈川県
客の不安を少しでも柔らげる会話、施術を⼼掛ける。 岩⼿県
客の密をさける。 ⻑崎県
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客数を増やすため安全・安⼼に重点をおくPR活動HP、チラシ 兵庫県
客席待合を密を避ける為、予約制にしています。 岐⾩県
客待ちイスの間隔も開けている。 ⻑崎県
客待ちの椅⼦の配置の⼯夫している 神奈川県
客待ちを1⼈にして時間をずらす。 京都府
客待をなるべくさけて電話予約を活⽤する。お客様の⼿指アルコールの消毒実施。 ⼭梨県
客単価UP、個々にファンを作ること。 滋賀県
逆にトップの⼈達がコロナ禍でマスク外してもらって仕事しなければならない私達を守る為に、⾊々なところ
から、アドバイスもらって、私達に伝えなくてはならないでしょう？？

宮城県

休業の協⼒をしたが売上の減少が47％減でぎりぎりの⾦額で⽀援が利⽤できなかったのですがこんな同じ様な
サロンが多いと思います。

熊本県

休業や時短営業に飲⾷店のように協⼒⾦をおねがいします。 富⼭県
休⽇、営業時間の⾃由（お客様の希望に答える、店（店主）にまかせる！！）ソーシャルディスタンスの為、
お客の数が制限されるので！！

佐賀県

給付⾦、⽀援⾦の拡充、現⾦を⽀給する。 東京都
給付⾦がほしい 茨城県
給付⾦がほしい（2回⽬） 福岡県
給付⾦の申し込みの、簡素化 ⼤阪府
給付⾦の要請を国にしてほしい。 愛知県
給付⾦を出して、組合員⼀丸となって休業すべきだ。 愛知県
去年の4⽉〜5⽉の緊急事態宣⾔の時と⾃分達の地域でコロナが増えたひと⽉だけは顔剃をストップし今はカッ
トの間にコロナの話題で会話をし「顔剃をどうしましょう」とおたずねして、なるべく⽌めて頂いてます。額
いだけ剃らしてもらうとか短時間ですむのでこちらも安⼼もちろんフェイスシールドもしてです

三重県

京都府の警戒基準によるメニューの変化（シェービング⾃粛等） 京都府
共済⾦、45年あまり掛けているのでなんらかの共済給付があって良いのではないか。ないのであれば組合の脱
会も考えている。

栃⽊県

強、感染対策としつつ、いつもと変わらない調髪の時間（空間）を堤協している。 愛知県
教えてほしい！！ ⼤阪府
教へて下さい。 愛知県
業の原点にもどり、衛⽣⾯を含めスタッフ共々ポジテブに態応したい。 福井県
業会（理容師、従業員）のPCR検査をする。 千葉県
業界からコロナ患者を出ない事。 愛知県
業界が安全対策を⾏っている事を、メディアにアピール！ 東京都
業界でクラスターを起さないよう、各店が徹底して消毒、感染防⽌に勤めることだと思う。 兵庫県
業界として、末端まで正しい感染対策を徹底されて、安全性をアピールしたい。徹底しないと意味がない。 ⼭形県
業界の安⼼、安全のテレビコマーシャル放送でアピール。 三重県
業界組織のトップ（組合上層部）との組合員との温度差対応が遅そ過ぎかと思う。このような現状では、組合
員の減少は仕⽅がないのでは。

⼤阪府

業界内だけでなく、マスコミ・TV等で連合として消費者に分かるようアピールして頂きたい。 神奈川県
業績はずっと下降線なので、正直⾔ってどこからがコロナの影響なのか分からないところもあります。どちら
にしてもできることを全てなんでもやってみるしかないと思っています。休業や時短を要請される業種と⽐べ
れば、泣き事は⾔っていられないと思うところです。

⽯川県

業務について約55年、こんな年を迎へるとは思いませんでした。 群⾺県
業務系体の⾒直し（ムダを⾒つける）／業務システムのメンテナンス。 ⿃取県
業務⽤加湿器、空気清浄機を完備する。 島根県
極端に⾔うと理容業では3密は、仕事と内容では出来ない事が有る、1m、離れて仕事出来ない。 熊本県
緊急実態宣⾔が出るとお客様が落ちる。
菌ウイルスとの共存、⽣体融合型光触媒トリニティーゼットは光触煤の中でも優れた安全性と15年間の実せき
があります。お客様の⼿にシュシュっとしてあげたり。そうじにつかったり、せんたくに使⽤したり、天⽇⼲
しがさらに良い。光がなくても良い。

静岡県
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近くで、でるとやはり、影響をうけるので、そんな時にも来店して頂けるだけの。 島根県
近くに組合以外の店が出店しているので⼤変です。⽇に何⼈かがとてもこわいです。
近くの業者とも話し合っていますが、もう2〜3年で廃業の予定です、年も80才となり組合には感謝していま
す。

群⾺県

近所にある⼤型チェーン店との差別化。安⼼安全を、徹底させたい。
近年は店内に⼟⾜ではいる⼈が多くいます。靴のウラの消毒をさせる⽤、店内床を消毒液で清掃している。 神奈川県
⾦がない。 三重県
⾦を出して、コロナ感染防⽌につとめて頂きたい 東京都
⾦国理容、美容組合員全店舗でお客様や従業員に対してPCR検査、抗体検査を格安で提供。 栃⽊県
⾦錢⾯です 宮城県
苦しいのは飲⾷店だけではない事を国に伝えてほしい。 東京都
苦しいのは皆同じ、耐えるしかない！ 神奈川県
苦しい店には組合として援助がほしい。 ⿅児島県
具体的に現場に向けて指導がほしい！ 岡⼭県
空き時間がある時には、とにかく掃除をする様、⼼がけている。（消毒など……） 愛知県
空間の消毒と共に全部できるようなものがほしいと思います 福岡県
空間除菌とかん気をする。 富⼭県
空間除菌のむりょうの配布 福岡県
空気清浄器2台と来客中は換気扇使⽤。マスク使いすて、シェーゼング⾃粛。
空気清浄器や、加湿器、さらに空間除菌剤を置いて営業。 ⻑野県
空気清浄器を置いています。ウィルス（コロナ）細菌を防ぐ。 ⾹川県
空気清浄器設置（光触媒）、アルコール消毒、マスク、検温、ロッカー設置（荷物の受け渡し防⽌）など、お
客様も、それぞれコロナに対する考え⽅が違うので臨機応変な対応を⼼掛けて営業していきたいと思います。

⿅児島県

空気清浄機、あみ⼾の取り付けなど取り組んでいる。 福井県
空気清浄機、加湿器）⼊れる、消毒液など⼊る ⻑野県
空気清浄機、銀イオン、次亜塩素⽔など営業の⽅が⾊々こられますが、本当に効果があるのかわからない。 福岡県
空気清浄機、除湿機等換気充分に注意したい。 ⻑崎県
空気清浄機など設備を拡充する。 岡⼭県
空気清浄機による除菌 東京都
空気清浄機の充実させている。 新潟県
空気清浄機を導⼊。 ⼤阪府
空気清浄機を⼊れ、マスク着⽤、1⼈ごとに⽬の前で、⾃分が先にアルコール消毒をしてから、お客様にもアル
コールしてもらい、体温測定もさせてもらっています。

新潟県

空気洗浄機等を取りつけ、ウイルス、細菌を除去する。 ⼭形県
空気中のウイルス・匂いを99．9％除菌消臭してくれる「カルテックターンド・ケイ」を導⼊しました。 千葉県
景気が、良くなくては、理容業も良くならない。それ成りに努⼒はしていても。 神奈川県
景気回服 兵庫県
経営の多⾓化、多様化ビジネスモデル転換や助成⾦や補助⾦を積極的に活⽤し新しい理容の形を形成 広島県
経営者が⾼令化しているため、低収⼊の店舗にも⽬を向けた対策をしてほしい 千葉県
経営者の⾼齢なのでお客も年令の⽅が多いのでしかたない⾯がある、令和3年で終息してくれたらまだ望みはあ
ると思います

⼤阪府

経済が良くならないといけない。 群⾺県
経済よりコロナを優先してほしい 群⾺県
経続的なコロナ予防は今後もずっとやっていこう
経費がかかる（コロナ⽤品に） 福岡県
経費節減 福岡県
⽉⼀回の第3⽉曜⽇の全国の暗黙的な休⽇を廃⽌せよ、時代にそぐわない。地域は昔から⽇曜⽇が談合的に申し
合わせで、⾃由競争などもってのほか、せめて選択肢の幅をもたせる位の⾃由を、ただそこのエリア⻑の店が
極端に忙しい等の独断で、暗黙的に強いられている（料⾦⾯も）

北海道
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⽉並みなこまめの消毒、換気で対応するほかない、安⼼、安全、清潔を普段以上に⼼掛ける、マスクは常時仕
⽤。

埼⽟県

健康で現場に⽴ち続けたいと思っております ⼤阪府
健康な⽣活を送り、免疫⼒を⾼めるためには、⾝なり（頭髪やシェービング）をサロンで定期的に整えておく
と気分よくなり、⽣活の質も向上する。ぜひサロンへ、という声を⼤きくとり上げてほしい。

千葉県

健康に留意。 岩⼿県
健康を守るのが第⼀ 岩⼿県
健康守り仕事して客を戻ること？
検温、アルコール消毒・マスク・ソーシャルディスタンス（ロールカーテン）の徹てい。アイパーを使った⾻
格矯正（ボリュームダウン）。⼥性の顔剃りのえん張でエステ、ドロパック、の⽅向に持っていく。

宮城県

検温、マスク、⼿指消毒をきっちり守っていくことにつきる 新潟県
検温、⼿消毒、上着をぬいでもらう。⾃分の⼿も消毒する。 神奈川県
検温、消毒は、これからもずっと必要だと思います。 埼⽟県
検温・⼊室前の消毒 ⼭⼝県
検温しています。（お客様、技術者） 埼⽟県
検温とかアルコール消毒を協⼒してくださいのステッカーを作っておいている。（早めからしていた）。
検温の実施、椅⼦の間にロールカーテンによる仕切りを設置、⽒名、連絡先等個⼈情報提供の協⼒。 北海道
県の情報開⽰（go○○を中⽌しないように外出させる） 広島県
県や国に持続化⽀援⾦⼜は給付⾦をケイゾクする様に国に働きかけてほしい。 福岡県
県をまたいでの外出をひかえる 徳島県
県外、内の⼈の移動制限する。 福井県
県外からの帰省客が怖いです。 ⼭⼝県
県外には⾏かない。 ⻘森県
県外の2週間以内、新規は紹介以外は断わっています。 秋⽥県
県外への⼊出をきびしくして欲しい 熊本県
県外へ出ない、マスクが⽇常、雪かきでせいいっぱいです。 新潟県
県外⾞・県外旅⾏者の対応。 宮崎県
県組合でキャンペーンをしておりお客様に喜んで頂いております。 新潟県
⾒えないものとの戦いなので⾃分⾃⾝が⼗分⽤⼼する 静岡県
元からキレイにしてるから関係無い ⼤阪府
元々、消毒には気をつけていた。特にカミソリ・ハサミ・⽿かき等はあえて窓の⽬の前で消毒をしていた。今
回コロナでは、店⼊⼝のドアノブ、理容イスの⼿すり部分の消毒を増やし、3台のイスの真ん中は使⽤せず、客
の距離を取った。

岐⾩県

元々、理容業はコロナ以前より感染症対策等は⼗分⾏っており、そうした⾯での組合の外に向けてのアピール
が⾜りないように思う。多少⾯到くさくても、保健所の指導、講習等を受けている事の回りの認知がもっとひ
ろがるようにして頂きたいです

茨城県

元通りになりそうに無いのでお先真暗 静岡県
元来、消毒に関してのプロだということを、強くアピールしている。 愛知県
元来予約優先でしたが現在は予約制としています 神奈川県
厳しい営業ですが来店されたお客さんには精⼀杯やろうと思っています。 ⻑野県
減客でも⼼を込めて接客すれば回復できる。 愛知県
⽞関に網⼾を設置、⼿指消毒のアルコール、空気清浄機の設置、パーティション設置後は理容に置ける最⼤の
消毒⽅で仕事をしている

北海道

現況では、売上げが上がっているので、コロナ対策をしっかりとって売上をのばすこと！ 富⼭県
現⾦給付 北海道
現在コロナの低下を⾒守るしかない 北海道
現在シェービンブは⾃粛しています。 東京都
現在のところ⾃店の近隣に感染者が出て居ないのでひっ迫した感は無いのですが全国的に増えている感染者の
数を考えるとより⼀層の感染防⽌対策が急務だと思います。

⻑崎県

現在の所、成り⾏きを⾒守るしかない。知恵、⼯夫までは時間がかかると思います。
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現在の所「コロナ」の感染者は遠⽅には出ているが近所では現在の所感染者はいないので今後に付いては感染
予防対策をとして消毒、その他を考えサロンとお客様を守るしかない

三重県

現在も実⾏している消毒、検温等をしっかり続けていく。 岐⾩県
現在予約制ではないのですが、なるべく待合室で待たせないで過ぐ出来る様に、⼜は⾞でいらして下さった⽅
は、⾞の中で待きして他⼈に接しない様に気をつかっています。もしくはTEL番号聞いて、こちらから連絡して
上げています。そんな対応、対処しています。

静岡県

現実にみて静かに時をまつ、各⾃で気をつけている。 新潟県
現実にやっている。
現実的に特になし。 徳島県
現場では散髪を始める前の消毒と帰りとマスク、フェイスシールドを必ずする事。 富⼭県
現場の声、予防はしてますが正直、感染するのかこわいです。 北海道

現場の声として、1つの店舗だけが様々な努⼒をしても感染者が減らない限り努⼒も無駄になるので全国⺠、仕
事の有無に関わらず気持ちを同じ⽅向に向けて1⼈1⼈が拡⼤させない為の気配りをしないといけないと思う。

岩⼿県

現場の声をききたいです。（70才過ぎの⼆⼈で営業していますので、若い⼈達は今どうなのかな？） ⻘森県
現状いじで良い。 佐賀県
現状ではとくにアイディアはうかばず、1⼈で店を続けるのに努⼒しています。 群⾺県
現状では成り⾏きを⾒守るだけ。 千葉県
現状に戻りたいだけ 神奈川県
現状の感染対策で当⾯対処していくしか今の所良い⽅法がない。 岡⼭県
現状は何を⾏ってよいか判らない 群⾺県
現状をおちつけてほしい、ゴーツーをもっと早くやめて、⼈の移動が感染を増やす理由が理解できない政治家
様にウンザリします。早い⾏動、遅いと思います。

島根県

現状をみながらその都度、柔軟に考えていく。
現状を⾒ていくしかない。消毒液を店舗内いたる所に置く。 沖縄県
現状を⾒守っている ⾼知県
現状維持かつPOP、DMでのアピール ⼤阪府
現状維持で精⼀杯の所です。 群⾺県
現状維持を続けます。 岡⼭県
現役事業者にとっては1〜5必要、⾃意識の向上営業⽅法の⾃由と⾃助努⼒ 岩⼿県
個久ではどうにも出来ないのでなりゆきを⾒守るしかない。 ⻑崎県
個々に（マナー）（ルール）を守りつづける。 愛知県
個々に注意し、基本的な対応し、気を付けて⾏く
個々のお客様が不安としない対策を取っていくしかない。
個々の営業努⼒とコロナが常態化する事が必要。 埼⽟県
個々の⾃覚。 ⼤阪府
個々の店ががんばろうともコロナ感染が収束しない現状を⾒ると難しいと思う。 福岡県
個々の店舗で検温・消毒、待合いで密にならない様努⼒して⾏くしかない 愛知県
個々の店舗により消毒及び経営⽅法のやりかた等があり個⼈的にお店に対して気を付けて⾏く事 愛知県
個々の防⽌策を徹底する。 神奈川県
個室での1対1の営業がベストだと考えています 愛知県
個室の様な営業にしたい。 静岡県
個室を作りたい 岐⾩県
個室化。 佐賀県
個室空間になっているためお客様の安⼼感は⾼いので、それにみあう消毒などの対応をとっていきます。 岐⾩県
個室⾵サロンへのリニューアル 熊本県
個室⾵に感じる、何かを考え中です 千葉県
個⼈、店舗、⼯場は元より、外（公園、講）等の消毒予防を⾏う事が必要。 静岡県
個⼈でどうにかなる問題ではないので早く終息するため成り⾏きを⾒守る。 岩⼿県
個⼈ではどうする事もできない 静岡県
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個⼈で守って⾏く事を重点にしておく事 ⼤阪府
個⼈の ⻘森県
個⼈の知恵と⼯夫の時期はすでに過ぎ去り、現場の声を聞くよりも、国がしっかりと感染対策をしてコロナを
封じ込めないと何をやっても無意味だと思う。

福岡県

個⼈の努⼒には限界があるので後はワクチン等の威⼒が必要か。 ⻘森県
個⼈の⼒ではどうにもならない。 ⼭梨県
個⼈の⼒では無理だと思っている 京都府
個⼈医療主には消毒液など設置の為国から100万の⽀援があるらしいのですが同じお客様を相⼿にするのに理美
容業界には何もないので組合のトップが率先して国に働きかけて欲しいです。

福岡県

個⼈営業のためみんなが集まりやすいサロンにしたい ⾹川県
個⼈経営（1⼈経営）なのでやる事には限界がある。 愛知県
個⼈事業者（少⼈数、夫婦）で営業しているが、客⾜が遠のく、不⽤な業種。 愛知県
個⼈々がきちんとルールを守って⾏きたいと思います 茨城県
個⼈々が予防しなければ、どうにも収さまらないと思います。
個⼈宅、病院・介護施設への出張理容強化。（顧客との調整必須） 愛知県
個⼈的には、わからない。 静岡県
個⼈店なので、お客様⼀対⼀での営業としております。 京都府
個性有る店居りを（店内、店外）〜お客様を楽しませる⼯夫を 神奈川県
個定客なのですが、⾼令者が多くなり、経営をどうするかなやむ。 宮城県
個店の衛⽣⾯での努⼒のPR 神奈川県
顧客が⾼齢者が多いので、感染意識が希薄で話がかみあいません。
顧客と店のつながり強化の為の（1）メニューと（2）サービスを⾏っている。（1）顔剃りのみ、ポイント
キャッシュバック（来店率が⾼めている）etc、ワンポイントアイロンパーマ、⽪脂セリ、育⽑⽤背筋マッサー
ジ、免疫⼒を⾼める役⽬、デイスタンス、リトルメニューの追加。（2）送迎、出張、映画（⾃作）プレゼン
ト、CD⾳楽（⾃作）プレゼント⇒これはサロンの出張と販促品につながる癒やし商品の販促は健康作りに貢献
出来る価値が⽣まれる。

滋賀県

顧客にPCR検査をしてもらうしかない 愛知県
顧客に安⼼して頂く様なコロナ対策 愛知県
顧客の100％トレース（⾃分感染した場合の保健所対応） 北海道
顧客の外出⾃粛、経済状況悪化での来店サイクルの延びはどうする事も出来ない。 ⾹川県
顧客の取り扱いについて現在迄は⾃由来客による衛⽣⾯での対応を考えながら営業をしていましたが今后の営
業は予約制によるソーシャルディスタンスを実⾏出来安すい⽅法を考えておりました

宮城県

顧客の数は変らないが、コロナで出かけることが少なくなり、来客の間かくが伸びてきた。 福岡県
顧客⼀⼈⼀⼈にアピールできるようなPR効果（関連グッズ等）の配布。 ⾼知県
顧客数が減っているので時間があまっている、空いた時間はサービスメニューにあてる。 福岡県
顧客単価が上げれるような、サイドメニューをつくる。 愛知県
顧客満⾜を重視し、地域密着⽅で今まで営業しています。 ⿅児島県
後継者のいない⾼齢者店舗の私達としては、現状維持が⼤事と考え、まずは⾃分達が健康でいる事、休⽇には
運動や趣味を持ち、⾊々な⼈と接し、⼜来客にも⾊々な情報を提供したり、されたりの⼈間関係を⼤事にして
いる。

⾹川県

後継者もなく、いつ引退をと考えていた所にコロナ禍となり、下⼿に閉店も出来ないし、もう少しがんばって
みようと思っております。

愛知県

御客さんあっての商売なのでお客さんが動かないといけないので訪問理容を多く、とり⼊れる。 岡⼭県
御顧様にまかせず店主が消毒する（⼿指）など。 京都府
光熱費免除 島根県
公衆衛⽣に寄与ししていることを⾃覚し、お客様の信頼を得ることがアフターコロナにつながる。 福岡県
公衆衛⽣のプロとして、正しく恐れ、正しく対処していきたい。（未確定情報にふりまわされない） ⼭形県
公衆衛⽣の⼀環として⼤切な職業であることのピーアール。 群⾺県
公衆保健衛⽣を遵守しとお客様に安⼼、安全を提供する様に⼼がけている 奈良県
厚⽣働省、理容連合会（いばらきアマビエちゃんの感染防⽌宣誓書など、ポスターを作り、張り出している。 茨城県
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⼝頭で、しっかりと消毒している旨をお客様に伝えている ⻑崎県
⼯夫はしているが難しい 茨城県
⼯夫は思いあたらない。 新潟県
広くPRCの実施。 ⼭⼝県
慌てない 秋⽥県
抗原検査が⺠間で実施できるようになったので、⽉1回は検査を受けお客様に安全・安⼼をアピールする。 島根県
考えていかないと、いけない問題ですが今は感染しない事が⼀番です。 宮城県
考えています。 ⾹川県
考えているが、思い付かない。 福井県
考えてはいるが、思いつかない 岡⼭県
考えて⾒ても思い当たりません。
⾏政のきまり事を守って⽣活する事だと思います。 埼⽟県
⾼れい者の来店が減った 静岡県
⾼性能空気清浄機の導⼊ 福岡県
⾼年令の⼈が多くて⾃分で運転が出来ず、⼦供さん店には連れてくるが、帰りは送る事が多い。私も⾼令者で
す。

宮崎県

⾼令になり頑張る気持がうすれ、先き⾏きの営業を考えています。 北海道
⾼令の為この先の事は特に… 秋⽥県
⾼令者（私が）で営業していますが予約で1対1で仕事をしています。 群⾺県
⾼齢なので⽇々感染予防に気をつけております。 秋⽥県
⾼齢な私達には⾼齢なお客様が多いですのでソーシャルディスタンスを守り、マスクその他話をしない様にし
ています。

新潟県

⾼齢のお客様が50％は越えています。特にどんな事に留意すれば良いでしょうか？ 福岡県
⾼齢のお客様には、出張（⾃宅、⽼⼈ホームetc）させてもらっています。 ⻑崎県
⾼齢化社会が進む中全国理容連合会の組織⼒を発揮いただき介護施設や病院等のマーケットへ、安全安⼼のア
ピールを⾏い我々組合員の新しいマーケット場としての布⽯を打った欲しい

福岡県

⾼齢化社会に対応できる⾏務を進める。 ⼤阪府
⾼齢者の助成⾦（組合加⼊の店）利⽤ 神奈川県
⾼齢者の福祉⽬的で始めた送迎サービスではあるが、来店までの感染リスク回避を謳い運転免許返納された
⽅、⾝体の不⾃由な⽅等に送迎サービスを勧めている。

茨城県

⾼齢者への⾃宅訪問理髪。 ⼤阪府
合併症持っているお客様が⾃宅でカットされて来なくなりました。 ⻑野県
国、県、市、町、村の⾃治体の給付⾦だけでなく全理連からの補助が必要。 茨城県
国・都より組合店とアウト店が⼀緒の理容店と⾔う報道がテレビでされるのが良く無い。
国からの給付⾦はあるが、理容組合からはないのですか？こういう時に早急な⽀援給付をしてくれないと組合
に⼊る意味が無くなりつつあります。

静岡県

国から給付⾦がもらえるようにしてほしいです●います。 兵庫県
国から出た国⺠1⼈当りの給付⾦10万円は全国⺠にとってまだまだ必要です本当の意味で国⺠を今救えるのは国
家です 道筋はついてあるのだから後何回かは給付すべきだと思います 全国⺠は⼤なり⼩なり苦しいですこ
のままでは⼤変です 今年の国の予算はコロナ使っていただきたい現場の声です

⼤阪府

国が国会で定める理容カット料⾦が今だ360円の改正してもらいたい。
国が電⼦マネーを推奨するなら⼿数料も負担して欲しい。 佐賀県
国が理容のシェービングを禁⽌して安くした分を補填してもらえる様に要望 福島県
国できめた事は守り少しでも早く終そくする事を願います。
国と⾏政がまっとうに考えて、⽀援、優先で動くべき！ 神奈川県
国と都道府県の対応が⽢い。もっと早く情報を⼊れ、早期対応してほしい。昨春の東京都指⽰の理容に対する
⽂書調査はすべてにおいてひど過ぎた。しかも都知事は毎⽇テレビに出てスター気取りで発⽣患者の数字発表
と外出しないでくれの1点張り。そんな事は副知事か担当役員が発表で⼗分。知事は他の分野の⼈達と⾊々と具
体的な⽅法を探し出すべき。

東京都

国にばかり期待しないこと。⾃店を⾒習すこと。 滋賀県
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国に休業保障、の、減額保障など要請をしてほしい。⼤森さんシッカリして下さい。
国に進⾔して下さい、安床の規制を考えて下さい。理容の質の低下になっています
国のロックダウン。 三重県
国の給付⾦第2を願う 神奈川県
国の考え⽅は⽚寄っているので、⾃分で守る様に努⼒している。 愛知県
国の財政拡⼤、PB⿊字化撤廃、消費税0％ 福島県
国の⽀援が飲⾷、旅⾏に多く、接客業の私共にも⽀援を希望する。 ⻘森県
国の⽀援の⾊々と各種に⽀援を受けている。 兵庫県
国の⽀援⾦制度を使って⾼額な広告費とエアコン⼯事代を全額出してもらおうとがんばっています。 東京都
国の事業の⽀援でGOTO理容店（組合員）への助成 神奈川県
国の所得、50％以上減でなく、それぞれの減少に合わせて保障してほしい。（40％減でも、保障されないか
ら）

⼤阪府

国の対応が遅い。 埼⽟県
国の⽅に協⼒⾦をもらえるように。 埼⽟県
国の⽅針にしたがいます。 北海道
国は経済よりもコロナ対策に重点を置いてもらいたい ⼤阪府
国も各⾃治体も企業も、個⼈事業者も苦労している中、我、理容業は、地味な業種、これまでどうり地道に
やっていくのがいいと思う。

兵庫県

国や県に保障等のあまえにたよらずお客様に対しての信頼が⼤事だと思います 愛知県
国や⾃治体が連けいできてないので、東京や⼤きい街だけたすけて、地⽅の飲⾷店や我々、散髪業会は、まっ
たくたすけてもらえない状態なので、国の⾦の使い⽅をきちんとやってもらいたいです。

岡⼭県

国会議員にコネを使って、Goto理容店をやらせる事です。税⾦を組合員のために使わせましょう。所得税の減
免は必要です。

東京都

国会議員に使うより組合員に組合費をつかうべき。 埼⽟県
国会議員を選挙の時だけでなくコロナ対応に使う。 新潟県
国政がもっと国⺠の意⾒に⽿をかたむけてほしい。 岐⾩県
国内外のサロンでの店員⇔客の感染がないという事をもっとアピール 神奈川県
国⺠が⼀致団結して、事にあたるべき。 佐賀県
国⺠が正しい知織を持って⾏動をすること。 熊本県
⿊くしずんだ会話ではなく明るく、楽しくなる様な話を、⼀⽣懸命しています。（帰りはコロナプレゼントと
して⼩さなシャンプーとかアメをあげると喜んで帰られます。

富⼭県

⾻格矯正カット、ドライヘッドスパなどで単価アップ、差別化。 愛知県
今 ⾃店で出来る事。私共は特にお客様に対しての、安全・安⼼をPRの強化、実施。 滋賀県
今、ご来店くださっているお客様を丁寧に真⼼込めて接客していきます。 神奈川県
今、⼀時がまん！！がまん！！と、その後みんなさんの笑顔にカンパイと⾔いながら、お客さんと、がんばっ
ています。

岩⼿県

今、現在、営業回復に向けての対策はむずかしい。理容業だけでの対策は無理だと思う
今、⽇本の経済が落込んでいるので借⼊⾦も、ないので、今は●な時でも⼼配ないです。私は79才です。22才
の時競技⼤会で1番でした、24才で店を開店、あれから50年あまり過ぎゆっくりでも良いです。

⿅児島県

今・現在どうにかして予防するのにマスクや消毒液を無料配布しなさい！ 埼⽟県
今がチャンス、1店舗出店する準備をしている。物件を安くたたけるので。 埼⽟県
今が頑張り時ではあるが⻑くなると息が続くかどうか⼼配です。 新潟県
今が低料⾦の店より、組合員の店の良い所のアピール。 ⻑崎県
今きていただいている⽅を⼤切にさせていただき、しっかりした仕事をさせていきたいです。 岐⾩県
今こそ話し合いに会合で意⾒交換。 岩⼿県
今さら何も⾔うことありません。頑張って⽣きます。 奈良県
今のこの時代うしろをむかないでまっすぐお客様に対してまごころをもって仕事をしましょう 栃⽊県
今のところ、マスク・消毒液・⼊店時に計る体温計。 福岡県
今のところ、思いうかばない 佐賀県
今のところコロナにおける影響はまるっきりないが、今後どうなるかわかりません。 秋⽥県
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今のところコロナの影響はありませんが、この先が⼼配になります。 ⼭梨県
今のところ影響していませんので、しっかり防御してまいります！！（マスク、⼿洗い、その他⾊々）消毒液
の設置。
今のところ何も思いつきません…。 新潟県
今のところ切⽻詰まった状況ではないが、その時に備えての各地区による対処の仕⽅等。 静岡県
今のところ体温を計る事とマスクをやる事ぐらいです。 ⼭⼝県
今のまま消毒を続けていけば、⼤丈夫だと思います。
今の営業⽅法で利益をうむことを孝えるといけない、単価アップ＆効案化 愛知県
今の現状としては、普段からの衛⽣管理をしっかりと守って⾏くしかないと考える。
今の時期は営業回復に向けて考えられません。 岩⼿県
今の時点では、成りゆきにまかせるしかないです。 奈良県
今の時点では何も分からない ⻑崎県
今の所、知恵や⼯夫が思いつきません。 ⻑崎県
今の所うつ⼿がない。アルコールの⾃動消毒機の導⼊やビニールがテンのせっちなど 静岡県
今の所どのようにすれば良いのかわからない 岩⼿県
今の所はわからない。 三重県
今の所営業には差⽀えはない。売上も落ちていないのでこのままだと思う。 滋賀県
今の所近くにコロナほとんど聞かない村は今のところ、0⼈みたい。 群⾺県
今の所思いつかない。 沖縄県
今の所⼤きな影響が無いので、このままコロナが出ない事を願うだけです。 新潟県
今の状きょうでは、回復は無理です。 埼⽟県
今の状況では、営業回復よりも、コロナに感染して営業が出来なくなった時、の事を考えてしまう 福島県
今の状態では思いつきません
今は、まだ、⾒えていない
今はガイドラインに沿って営業を続けていますが、休業も少し考えています。⼼がつらいです。 岩⼿県
今はガイドラインをまもっていれば安⼼できるので、アイディア等は特にありません。 岩⼿県
今はがまんのしどころで。サービス券を1店ぽにつき、枚数を決めてくばる。 栃⽊県
今はこのままでゆっくり仕事が出きたら良いと思ます。 和歌⼭県
今はコロナがおさまるまで、がまんがまんの毎⽇です。 静岡県
今はコロナが落ちつくまでたえるしかない 福岡県
今はじっと我慢の時。お客には普段から衛⽣、消毒には気を使い徹底している件を⾃信を持って話している。 福井県
今はない、これが、どのくらい続くのか？ 神奈川県
今はひたすら耐えています。 ⿅児島県
今は何をどうして良いかわかりません 富⼭県
今は顔剃りをお断りしています。⼥性シェービングは特に除湿に気をつけ、換気、消毒に気を付け施術してお
ります。

佐賀県

今は思い付かない。 福岡県
今は⾃分達がコロナに感染しない⽤、細⼼の注意を⼼がけている状態です。 茨城県
今は耐えるしかない 愛媛県
今は売上よりも予約の定着とイス使⽤台数を減らし感染防⽌を⼀番にやる。 富⼭県
今ベルト式のハサミケースは⾮常に衛⽣上わるい、替刃のホルダーの消毒がわるいマスクをかけず。作業者も
きずにカットを⾏ってる

兵庫県

今まで42年営業してますが、コロナで営業するのは始めてです。。 ⼭⼝県
今までどうり、消毒等をまじめに⾏う。 ⻘森県
今までどうり衛⽣⾯に気をつけて営業したく思います。 静岡県
今までと同じ様に、笑顔で楽しい話をして、「リラックスしたよ」と答えて下さいます。「⼜たのむよ」と云
われると、うれしく、「お待ちしています」と。

岩⼿県

今までに築き上げた「技術内容を守り、衛⽣⾯の強化」により、信頼度を⾼めることが再度来店に、つながる
と思う！

群⾺県

今までの⽤にお客様の利⽤して頂きる⽤マスク・⼿洗い・仕事道具など除菌に熱を⼊れます。 宮城県
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今までは其本的な消毒、⼿洗い、ススク換気で何んとかなりましたが今回の緊急事態宣⾔後、お客様から「店
に誰もお客様がいないなら⾏きます」と⾔われました。今後の注意は他の⼈との接触をできるだけなくして密
にならないやり⽅しかないかと？

神奈川県

今までは予約なしで、お客様理容業を⾏っていたが、電話で時間をづらして業を⾏っています。 ⻑崎県
今まで以上にお客様を⼤切にする。 福島県
今まで以上にお客様を⼤切にするために安⼼と信頼を与える。 静岡県
今まで以上にタオル刈布等⾝に付ける物に気を付けてやること。 静岡県
今まで以上に衛⽣管理に努める。 茨城県
今まで以上に消毒と換気の徹底をしていきます。 三重県
今まで客待ちが5⼈でしたが椅⼦を減らして3⼈にし、⾞の中で待って頂く場合もあります。 三重県
今まで店に来て下さった⽅が無理になりデーサービスを利⽤している⽅が今まで⾏ってた床やの⼈を呼んでほ
しいという事でそのホームに出張するようになりそれを⾒て他の利⽤者の⽅がここで出来るなら私もやって欲
しいと云う事で週に3〜4回呼ばれるようになり1⼈〜3⼈の時もあり、店にはり紙をして出掛けます。お店での
料⾦より安く顔そり、カットをして来ます。何時から何時頃までとはり紙をして⾏きますがその後⼜来て下さ
る⽅もいればよそに⾏かれる⽅もいると思います、いたしかねますネ。ホームズ待っていると思うと⾏かない
分はいきません。家賃光熱費を出すより出張だけにしようかなとちょっと考えた事もありました。理容暦59年
になり⻑年来て下ってるお客様の⽅を考えるとそれも出来ず我張っておる分です。⻑々となりましたが私の今
の⼼情を書せて致きました。

宮城県

今まで符加価値をつけてきたが、それがサービス過状になっている。 和歌⼭県
今以上に、コロナに感染しない、させないをもっとうに安全な店作りをして、お得意様をお待ちしている 北海道
今回のアンケートでは、4⽉〜9⽉までの調査でしたが、現在12⽉では、以前よりもさらに厳しい状況に！！お
客様による来店回数が減っての事なので、（⼈数的にも多少はありますが）経営者が努⼒していても、世論が
安⼼して外出、⾏動ができないと、回復はまだ遠く感じられます。が、営業に関しては、諦めていません。

岩⼿県

今回の件で、組合って必要なのか？とつくづく思った！。 栃⽊県
今回の対応に着いて、早急にマスクや、フェイスシールドを送付して下さい。
今現在現場の努⼒だけではムリと思う 神奈川県
今現在第三波が来ている限り、気にする⽅、しない⽅の差があるので、どうしょうもないと思う 京都府
今後シェービングを別メニューとしての⽅向を考えたらというか、⼀番危険と思います 奈良県
今後の事はその時になってみないと解らない。解らない事をあれこれ考えてもしかたない。その時の必要なこ
とを⾏う。

茨城県

今後もお客様との信頼関係を⼤事にしていきたい。 神奈川県
今後も衛⽣の対策を徹底して⾏なうしかない。 ⿅児島県
今後も感染予防に努め、お客様に安⼼して頂ける様営業努⼒をするのみと思っております。 千葉県
今後次第ですが、今の現状対策と⾃店のアピール位しか思いつきません。 新潟県
今後数年この常境が続くと思うと先が⾒えなくて⾮常に不安です。 宮崎県
今後良い施策がありましたら、ぜひ教えてください。営業できなくなる⽇が来るのではないかと不安です。 群⾺県
今年スタッフを探す予定だったのをとりあえず1年⾒送っています。来年動く予定ですが、1⼈から2⼈になるの
でコロナという所で不安はあります。

愛媛県

混まないように・次回までの間を⻑めにするようにお願いする。 神奈川県
最近、ホームページやグーグルマップを⾒て来店される⽅も増えています。特にグーグルマップが多くなって
います。

和歌⼭県

最近は、我が⽀部でも今まで以上に『組合費を払って⼊っている意味あるの？何もしてくれないじゃない
の！』という声が組合員から声⾼に聞こえて来ます。この状況では仕⽅がないのですがそれでも苦情を⾔うの
がはけ⼝だとすれば⾔われている間に⼊っていて良かった思いを感じられる⼿当てをそれが現場の声です。

千葉県

最終的には個々の実⼒しかないのではと考える。 滋賀県
最初の頃、来店していいか迷って、1ヶ⽉程遅れて来店された⽅が何⼈もいました。その⽅々にはもちろん事、
お客様皆様に安⼼して来て頂けるように、検温、⼿指消毒（⼊⼝にて全員）⾏いソーシャルディスタンスを
守って、3台のイスの内、真中1台は使⽤しない事、⼀客毎にお客様の⽬の前で消毒済の袋から、タオルやクロ
ス類を取り出し、衛⽣⾯をしっかり順守している事を話して安⼼してもらっている。

宮城県
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最初の頃から、感染防⽌を最優先にし、お客様にマスク配布（無料）撤底した換気、空気清浄機、予約でお客
様1⼈での施術と、安全を⼀番に考え、営業しております。それでも緊急事態宣⾔が出され今の現状とても厳し
いです。

神奈川県

細めな消毒の徹底 愛知県
作業場の個室化（ビニールシールド） 北海道
昨年1⽉からしているお店ルールに従えなければお断り。来店時にマスクしてない⼈にマスクあげている。検
温・体調の問診。連絡先の記⼊など。

愛知県

昨年の第⼀波の際、シェービングを省かさせてもらった（そりそりは⾏なった）。これからも感染状況次第で
とる対策ではある。

奈良県

昨年開業し、席を元々個室にしていた為、コロナの影響を受けずにすんでいます。コロナ以外でも周りを気に
しなくてすむなと良い声を聞けるので、技術席の配置も多様化にしていくのかなと思っています。

愛媛県

殺菌作⽤のある、空気清浄機を置く。 三重県
三みつ、さけること。 愛知県
三⾓⽀部は過疎化しており、コロナ対策としては⼀般常識程度3密にならない「密閉」「密接」注意していま
す。

熊本県

三密にならない様気を付けましょう。 島根県
三密をさけ不⽤、不急の外出を⾃粛して、終息するのをじっと待つしかない！！ 宮城県
三密を⾏っているが、三密を回避するのが⼤変です。 北海道
仕事から、多くの⾼齢者と、接触する機会が多いので、とにかく早めの、ワクチン接種（副作⽤よりもコロナ
にかかる⽅がリスクが⼤きい）

⻑崎県

仕事においてのコロナ対策は当然。それに普段⽣活においての⾏動を重視してほしい。 ⼭形県
仕事に対して思いやりを持って接するだけ。（⼼のケア） 新潟県
仕事への感謝の気持がわかりました。 新潟県
仕事上ソーシャルディスタンスが出来ないのであまり話をしない。
仕事柄、お客様と濃厚接触する為国の⽀援が必要。保証を求める。 ⼭⼝県
仕切り棚を利⽤して、半個室環境にした事で、お客様に安⼼できると喜ばれている。服や荷物も、棚に1⼈ずつ
⼊れる様にした事も⼤変評判が良い。

岐⾩県

使いすてマクスケースを使っているがはさんでいる間にマスクが除菌できたらいいなと思う。 ⼭形県
使い捨てマスク（不織布）だいぶ（凄く）安くなりましたよね、組合もしくは⽀部より無料配布が有ってもよ
いのではと思いますね。

神奈川県

使⽤した、タオル、カットクロス、シャンプークロス、シェービングクロス、全部、洗たくする。 東京都
市の助成⾦制度の申し込みにより、空気清浄機・⾮接触型温度計などを導⼊した。 ⼭⼝県
思いあたらない（マスク、消毒の他に）（かん気）
思いつかない ⼤阪府
思いつかないので理楽TIMESで教えてもらえたら助かります ⿅児島県
思いつきません 新潟県
思いつきません。 愛知県
指定感染症から外す。 福岡県
指定感染症を外すように国に圧⼒をかける！！インフルエンザと同じ扱いにして無症状の⼈は、⾏動させれば
良い！それで、変わる！！。

栃⽊県

指導者に対して守ることです。 北海道
⽀援についてアドバイスは、助成は、不安です。 神奈川県
⽀援は国⺠⼀率に飯⾷店だけでとだめ。 神奈川県
⽀出に注意する
施術の細分料 宮城県
施術は客椅⼦をひとつ空けること（ソーシャルディスタンス） ⼭⼝県
施術者だけでなく、お客さまにもマスク着⽤して頂く。 新潟県
施術所の個室化。 千葉県
施術前に必ずシャンプーをする。 ⾹川県
施設への出張を増やした。 栃⽊県
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施訪への出張カットの最低⼈数で⾏き、数時間で終わらせる、その分回数は多くなった。 岩⼿県
死亡するのは⽼い者だけ。⾃分わ若いから、かるくのでなく他⼈にうつる事を家族にも
私くしわ後期⾼齢者です健康に気をつけています ⼤阪府
私しの店では抗体検査をスタッフ⼀同3ケ⽉に1回ですが⾏ない証明書をお客様の⾒える所に貼り少しでも安⼼
してもらっています。

東京都

私たちの組合では総合⻑髪が主体ですが、お客さんからカットのみがふえ、料⾦設定に困っています。 ⽯川県
私の市からコロナが出ましたが私は、⽇本でコロナが出てから⼀切飲⾷店には⾏かない。 佐賀県
私の店は1台店なので、お客様には時間を指定（予約ではなく）して来店して頂いている。 栃⽊県
私の店は完全予約制なのでお客様の配分がスムーズで密接の⼼配はない。 神奈川県
私の店は接客は2m以上あけて営業している全予約制店から雑誌新聞は徹去 三重県
私は1⼈でお店をしております。マスク、消毒、店の中の消毒に⼼がけてます。 ⿃取県
私は1⼈で営業していますが予約制にしていますお客様が重ならないため。 茨城県
私は1⼈で営業しているのでお客さまの間5分間を開けるように予約を取っている。 奈良県
私は84才の理容師です⻑い間のお客様なので、⼼配する事なく1ケ⽉⼀回は来て下さる⼈ばかりです。 ⼭⼝県
私はもうあまりできないと思いますし、⽥舎ですから⼼配が少ないですが、都会の⽅で若い⽅達は⼤変だと思
います。

⾼知県

私は⽥舎での理容業のため、⼈⼝減少等々あり、コロナ対策に、⾊々、お⾦をかけても、その分、収⼊がアッ
プの⾒通しがないデス。
私は⼋⼗代で理容業が出来ることに感謝しています。
私共は、年令的にも…いつ終了してもよいので皆様にゆだねるばかりです。 栃⽊県
私達お店側のモラルが⾒られると思うので、気をゆるめず続ける。
私達の業界は安⼼、安全である事を、お客から信頼される様にこれからも、この危機をのりこえてチャンスに
変えらればと思います。

兵庫県

私達の仕事は1mとかはなれて出来ないのが弱点ですから、常に換気と着ているエプロンやマスク、上着を洗い
流すことで⾒えないもので消毒と、流すことしかないと思います。

⻑崎県

私達の地域は⽣活⾃体が狭い中です。そして仕事の性質上、遠⽅からのお客様は稀です。よってお客様と従業
員間での感染を余り⼼配していません。

⽯川県

私達も70才になりますが、いつまで営業できるか不安。 ⼭⼝県
私達も年を重ねているので気持ちはあっても中々⾏動がとも少ないです。 兵庫県
私店では年配のお客様が安⼼して来店できる様に若年層の予約を少くしている年配のお客様に特化する、その
ためのアイディアをもっとほしい

神奈川県

私逹は、感染予防を⾏い、お客様に安⼼して、少しでも来店しやすい様⼼掛けていますが、イベント等が中⽌
になり、家から出ない⽣活は、美意織がなくなります。各店舗の⼩さなイベントをしたり、来店を早める⼯夫
が必要かと思います。

静岡県

紙で出きていてたとえば焼き⾁店で前かけする時のようにあれの⼤判で刈布にはかならずコロナ菌はついてま
す。1⼈2⼈の客ではないのですから（1⽇分の刈布は⽤意する事は出来ないです）

茨城県

紫外線消毒を教えて下さい ⾼知県
紫外線消毒器があると防護服を着なくてもいいかもしれないと思います 岩⼿県
資⾦⾯で⽀援すべき。 愛知県
持続化給付⾦で、空気清浄機の⼤型を買い、窓をあけるので⾍よけをDIYした。 沖縄県
持続化給付⾦の前年度同⽉⽐50％以上の減少は、普通に営業の状況ではハードルが⾼すぎます。30％、20％で
したら減少⽉がありますが、50％以上ではお店が存続しません。

千葉県

持続化給付⾦の追加。 茨城県
持続化給付⾦は、最⾼額を減らし（50万円位）申請できるようにしてもらいたい 新潟県
持続化給付⾦をつづける事 ⼤阪府
持続化給付⾦をもっと利⽤し易くして欲しい。GoToじゃなくもっと個⼈を⼤切に！ 奈良県
持続化給付⾦交付 埼⽟県
持続的営業の為に補助⾦をしてほしい。 島根県
時の流れに⾝を任せる、「⾏雲流⽔」の如く。 神奈川県
時をまつ 静岡県
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時をまつしかない 奈良県
時間（営業）の短縮と、安全のピーアールに努めています。 神奈川県
時間もつめられているので、こまっている。正しい呼吸のし⽅やリンパの流を正しく⾏なう事をおしえて取り
⼊れてもらっている。

東京都

時間を1時間遅く開業をし、1時間早く店を閉めて、営業をしております。 ⻘森県
時間をかけた丁寧な接客（客の声を聞き、今後の営業のアイデアとして活かす）。 ⿃取県
時間をかけないで素早く動いて！！ 岡⼭県
時間を短縮しています。⾃分がかからない為に、⾃粛しております。 ⼤阪府
時間を無駄にせず予約制にしたら、1周間の客の流れに変化あり。必要最⼩限の営業体制で売上も変わらない状
態になったので、毎週連休、6：00時閉店体制となりました。順次1〜2名づつ⼊客してる。

東京都

時間短縮はしないこと。 三重県
時間予約による個別施術。 愛知県
時代に合った改装、メニュー作り。 ⽯川県
時短 岐⾩県
時短しています。 愛知県
時短して給付⾦をもらう
時短営業 新潟県
時短営業に向けて、総合調髪の分解。 静岡県
時短作業中⼼ 岡⼭県
次のお客様を送り出したら次のお客様をよぶ前にイス、シャンプーベシンを消毒しています（⾒える化） 静岡県
次亜塩素酸でイスやテーブルなど消毒している。刈布など10枚くらい買って、1⼈1⼈かえている。
次亜塩素酸ナトリュウム（希塩酸）を⽤いて、店内散布で滅菌に努めることを告知して、お客様には安⼼をし
ていただいてご来店下さっています。

愛知県

次亜塩素酸空間除菌脱臭機購⼊ 愛媛県
次亜塩素酸除菌脱臭機を⼊れウィルスに対する不安を取りのぞいているアピールをしている 宮城県
次回予約と物販 岩⼿県
治まるのを待つしかないのでは、この辺はアウトサイダーだけですね、客が⼊っているのは、組合を抜ける
店。最初から⼊らない店、どうにかならないのでしょうかね、アイデァは浮かびません。

埼⽟県

治療薬のできる3年から5年まで、がまんの時期だと思います。その間は感染しない、させないためにも、理容
イス⼀台だけの使⽤で営業します。

愛知県

⽿にかけなくてよいマスク、シールで貼るタイプの不織布マスクを開発してほしい。 京都府
⾃サロンから感染者を絶対出さない為の本物の情報がほしい。 静岡県
⾃サロンは完全予約制なのでお1⼈ずつの施術にして予約調整をしています。 ⾹川県
⾃覚をもって家族お店を守りたい。個⼈個⼈がしっかりした気持ちでやるしかないかな。世の中あまい？
⾃覚努⼒、協⼒してお客様を守る、公衆衛⽣を守る。 群⾺県
⾃⼰の健康管理に⼗分注意している。 東京都
⾃⼰店舗の対策をお客によくPRして理解してもらい、安⼼して利⽤してもらえる様に話す、（伝える） 北海道
⾃⼰防衛
⾃⼰防衛をしっかり⼼にとめて細かく周りに配慮を⼼がける3密を習慣化してゆっくり⼼こめて営業します。 愛媛県
⾃作のマスクを作り、県や⽀部員の⽅々に教えている。 福岡県
⾃主的な休業、安全を考えた予約取り、消毒など出来るかぎり努めているが、営業体制も変わり利益を出しに
くく⽇後とまではいかない、まずはお客様が安⼼して来店できるよう努めている、衛⽣管理をしっかりしてコ
ロナ収束を祈るのみ。

⼭⼝県

⾃主的に営業時間短縮（AM9：00〜PM5：00） 福岡県
⾃粛要請がなくなれば回復すると思う 京都府
⾃助で⼀⽣懸命仕事をがんばるだけ 京都府
⾃⾝がかからない努⼒！ 茨城県
⾃⾝が⾼齢のため、早くワクチン等が普及にコロナウィルスが治まってほしい 秋⽥県
⾃⾝のラインQRをカードにし雇客全員に配布した。利⽤者アリ 滋賀県
⾃⾝の健康管理、店内の衛⽣管理を徹底する。 千葉県
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⾃⾝の健康管理と「正しい」情報⼊⼿。 東京都
⾃⾝の知識の向上（コロナに対して）と対応を考る 滋賀県
⾃然に回復するのを待つ 兵庫県
⾃宅で過す時間が増え、⼈との会話が減っている中、サロンに来て頂き、感染予防をしながらの会話、ストレ
ス解消をして、お客様に対し、サロンの特別化をはかりたいと思います。

群⾺県

⾃宅で出来るヘアケア等店販品のアピールも含め積極的な販売へと繋げて収益をあけていく。 福岡県
⾃店からコロナウイルスの感染を防ぐ為努⼒は常におこなっている 埼⽟県
⾃店でのコロナ対策を、客に伝えてゆくか…HP…⼿書きのNL、声掛け等、他点でやっていない対策のアピール
など。

千葉県

⾃店での発⽣をさける努⼒は、お⾏なっている、消毒の徹底と清掃（特にエアコンフィルター） ⻑野県
⾃店ではがんばる。 岡⼭県
⾃店では完全個室化にしていきます。 愛知県
⾃店の営業回復で今の所せえいっぱい。 神奈川県
⾃店の強みを特化。新様式に合わせながら⼝コミで広げたい。 岐⾩県
⾃店の強味を再検討し、独⾃性を⾼めて⾏く営業を⾏う。 福岡県
⾃店の近辺では、コロナ感染者が出ていないが、お客毎に、消毒に、⼼がけ⽀部で保健所に依頼し、衛⽣講習
会を開催した。安全、安⼼に努⼒している。

新潟県

⾃店の⻑所をいかし、特⾊ある営業。 富⼭県
⾃動シャンプーの導⼊。 ⻘森県
⾃分がかからないように⾃粛する。 千葉県
⾃分がかからない事に努⼒する。嵐が過ぎる迄、じっとしとく事 宮城県
⾃分がコロナにかからない様に気を付けている。 埼⽟県
⾃分がコロナにならないお客様にも…病院、看護師さんにこれら迷惑掛けたくない 埼⽟県
⾃分がコロナにならないように気をつけて⼜お客様にも気をつけています。 ⻘森県
⾃分がコロナに感染しないように注意している。 ⻑野県
⾃分から安全性を、アピールし、情報を、開⽰していく。 ⻑野県
⾃分が感染しないために⼈の集まる所には極⼒⾏かないようにしている。 北海道
⾃分が感染しないのが⼀番！普段の体⼒作り、栄養を⼗分取る事で免疫⼒をつける。 宮城県
⾃分が感染しないよう、不⽤不急外出、外⾷は控えている 愛知県
⾃分が感染しないように、今まで通りお客様を⼤切にして消毒を重点に置いて営業を続けたいと思っている。
配りょしたい。

⻑野県

⾃分が健康である事。 北海道
⾃分が⾼齢の為、⾼齢客が減少して、そろそろ閉店を考えている。 東京都
⾃分が⼈にうつさないようにしたい。 ⼤分県
⾃分が有るのは、お客さんが有っての⼼構えが、こんな時だから、⼤事。 富⼭県
⾃分じしんがかからない様う
⾃分たちが出来る範囲で守って、なるべく外出しないで営業したいと考えています。 北海道
⾃分でキッチンペーパーでマスクを作って、両⾯テープでとめてカットしている 熊本県
⾃分でできる対策はやってるので、ひたすら動くだけ 千葉県
⾃分ではマスク⼿洗店の消毒など⼀⽣けんめいしてますがお客様がもって来る事にかんしてはどうしようもな
く⼿の消毒くらいしかしかたがないかなと思います。

愛知県

⾃分で気おつけなければ、仕⽅がない。 ⼤阪府
⾃分としては感染防⽌策を取って⾏くしかない 三重県
⾃分にできることおしています。 ⼤阪府
⾃分にできることをこつこつやっていく（コロナにまけるな。） 滋賀県
⾃分に出来る。あたり前の事をやっています。 愛知県
⾃分に勝つよう。 ⼤阪府
⾃分のことは、⾃分でまもる お客様にめいわくにならない⽤に！ ⻑崎県
⾃分のサロンは、あまり影響がないのでよくわからない。みなさん影響あるのだろうか。 ⿅児島県
⾃分の回り、出来る事、⽬の前の事柄を確実に真剣にとりくむ ⼤阪府
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⾃分の健康を守り、外⾷、外出をひかえている。 神奈川県
⾃分の健康を守り朝、⼣の散歩とか体操とか体⼒造りに⼼がけ丈夫な体を保つ事に⼼掛ければ良いと思う 岡⼭県
⾃分の⾏動に⾃覚をもって、多くの⼈が集まる所には⾏かない事。 宮崎県
⾃分の出来る範囲の事をきちんとやる。それ以上でも以下でもなし！！ 群⾺県
⾃分の所から出したら廃業の危機感をもって⾃覚し気をつける。 埼⽟県
⾃分の⾝や家族を⾃分で守る。 埼⽟県
⾃分の⾝を守る事（いろいろ気をつけてます） 静岡県
⾃分の体は⾃分で守る！！現上維持 岐⾩県
⾃分の店からコロナを出さないという事に尽きる。 静岡県
⾃分の店は100％予約制で密にならないようにしてます 福岡県
⾃分は余り外出をひんぱんにしない事。
⾃分への感染を防ぐ事が第⼀である。 ⼤阪府
⾃分も年だからこの返でやめてもいいかな？ 福島県
⾃分も無症状コロナ、お客様の無症状コロナだと想定し、施術終了後全ての箇所を消毒し、換気を充分におこ
なった上で次のお客様をお迎えしています。

千葉県

⾃分や家族が感染しなければ、問題ないと思っている。 栃⽊県
⾃分を守るのが第⼀でそれが他者に通じると思います ⿃取県
⾃分⾃⾝か、コロナに感染しないように、気を緩めず、⾏動するように⼼がけています 富⼭県
⾃分⾃⾝が“バイキン゛と⼼がけている。 静岡県
⾃分⾃⾝が健康であること。 ⼤阪府
⾃分⾃⾝が健康でいることを再認識しております。 福岡県
⾃分⾃⾝が責任を持って⾏動する事に限る 新潟県
⾃分⾃⾝にて、清毒（⼿・指）器なども、⽤意しておりますが、ポンプ式ですと、前の⽅々が使⽤してますの
で、電動で、⼿をかざすのに替えました。後はこまめな、換気をしております。

愛知県

⾃分⾃⾝にもっときびしく、他⼈のアドバイスに⽿をかす。 ⼤阪府
⾃分⾃⾝の休かい時間を取り週休2⽇にする。 ⿅児島県
⾃分⾃⾝の徹底した健康管理。 京都府
⾃分⾃⾝の免疫⼒UP（サプリや還元）
⾃分⾃⾝はもとより、お客様に対しても消毒の徹底を呼びかける。 ⻑崎県
⾃分達ができること、清毒、予防対策を、きちんとする。 ⻘森県
⾃分達が出歩るかない事を⼼がけうつされない、うつさない事。 三重県
⾃分達で守っていく、協⼒しあっていく、お客さんも神経つかっている。 千葉県
⾃分逹が何か対策すると安う前に国がもっとしっかり、ハッキリ（頭）（資⾦）等を使って国⺠の為に働いて
欲しい！バカな政治家が考える事よりも※国⺠の意⾒をもっと聞いて実⾏した⽅が皆が内得できると思う！
⾃由に交流が出来ないかぎり、無理なんじゃないですか？ ⻑崎県
⾃⼒の健康と毎⽇のリズム、⼈との接触をさけ、毎⽇朝6時30分頃から、ウォーキングをして、店では清潔に、
マスク、アルコール消毒、換気する事に努⼒しています。

京都府

室内の換気と使⽤した場所のアルコール消毒をそのつど⾏う。 愛知県
室内はオゾン（O3）、トイレなど（光触媒）での消毒などを取り⼊れている（等を告知している）店内で。 茨城県
室内を除菌できて窓を開ける⽅がウイルスやほこりが⼊ってくるからやらない様にする為の空気清浄機などあ
ればいい。

福岡県

室内換気がうまく⾏えるような、システムを安く設置できると良いと思います。 千葉県
室内換気と供に、空気清浄機とオゾン発⽣器を導⼊して、アピール。 ⽯川県
湿度の調整 北海道
実際、今はお客の裏の顔が、よく⾒えるので、〜証定店のステッカーではダメだと思う、お客は思っている以
上にナーバスになっている

群⾺県

社会が動けない状况なので、何をしてもうまくいかないと思う。真⾯⽬に⼀⽣懸命やるしかないと思う 群⾺県
社会環境の回復、充実、いかに感染を抑制するかが⼀番問題で、政府の対応がこの先を左右する。
社会現象なので仕⽅ないとあきらめの気持もある。現状と向きあいながら⽣きていくしかない。 神奈川県
社会情勢を⾒守ってます。 ⼭⼝県
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社会全体をストップ。どの業会も苦しいので、みんなで協⼒してコロナと戦かうしかないと、ちがいますか？
社会動向に合わせる。 群⾺県
社会保険、NHK、税、年⾦、免除。議員定数、給与削減 島根県
借⼊⾦返してもかえしきれない
借⼊⾦返済の猶予と無利息を国としてもっともっと声を⼤きくして頂きたい。 ⼤阪府
若い客層がいない、年⾦⽣活の⼈が来なくなった、来店が少なくなり、⽣活がくるしくなった。
若い⼈と年の多い⼈と予約時になるだけ⼀諸にならない様にしている。 静岡県
若い⼈の意⾒が聞きたいです 岐⾩県
若い⼈の声を聞きたい 熊本県
若い⼈はマスクをしてるけど、年配の⼈がマスクをしてないので待ち合い室で⼆⼈並ぶとマスクを配ってい
る。（若い⼈は会社とか⾏って世の中とのつながりがあるけど⽼⼈はちょっと浮世ばなれしている気がする。
村だからか！？）

富⼭県

若い世代はラインを、⾼齢者は特別時間を。 岐⾩県
若者の危機意識の向上 神奈川県
若者の髪料⾦をカットのみで安くする、分料⾦にしてる。 愛知県
守らない⽅には、緒外国の様に罰⾦200万円、罰⾦は、コロナ対策費として使う。 愛知県
⼿あらい 新潟県
⼿あらい、うがい、のてってい ⿅児島県
⼿あらい、うがい、仕事中は、必要以上は、しゃべらない！！ ⼭形県
⼿あらい、消毒、マスクの着⽤。 宮城県
⼿のアルコール消毒、検温、消毒、換気の時間を取る。 岡⼭県
⼿の消毒はもちろんですが、最近では床も消毒しています。 神奈川県
⼿の触れる所の⼩まめな消毒と換気。 福島県
⼿の打ちようがないが、感染対策の強化が⼤事。 静岡県
⼿作りのマスクケース、マスクブレスサポート（マスクの息苦しさを軽減するグッズ）のプレゼントをして、
お客様に喜んでいただいている。

兵庫県

⼿指の消毒 愛知県
⼿指の消毒とマスクウガイ、顔すり時の会話をなるべくさける事。 埼⽟県
⼿指の消毒と器具の消毒 福岡県
⼿指の消毒と空間除菌を年中する。 ⼤阪府
⼿指の消毒を、お願いしてますが、⼿をかざすだけで出てくる、⽤器を使っています。 ⻘森県
⼿指消毒、マスク、気をつける事があれば気をつけて営業したいと思います。 静岡県
⼿指消毒、換気、湿度等はもちろんのこと、室内にクレベリンを設置している。 愛知県
⼿指消毒・⾮接型温度計・3密・マスク着⽤・換気等、充分気をつけて営業を⾏っている。 ⻘森県
⼿指消毒は強制依頼、理容イスの⼀客ごとの消毒（次亜塩素酸⽔）、器具・クロスは毎⽇消毒（アルコール）
※⽣活・企業の形態も元にはもどらないので、衛⽣管理は徹底したい。

佐賀県

⼿指消毒やマスクの着⽤を過度にすること。 京都府
⼿指消毒液、器具消毒液、カット時の客⽤使いすてマスクなどを配布してもらいたい（定期的に） 栃⽊県
⼿洗、消毒、マスク励⾏ 兵庫県
⼿洗、消毒の設備をし⼊店、すぐに実⾏して頂いています。 兵庫県
⼿洗い、うがい、必ずマスク。 静岡県
⼿洗い、消毒、マスク、換気、設備の消毒、特に刈布は、⼀⼈⼀⼈、消毒している。 ⻑野県
⼿洗い、消毒、換気、密、⾶沫、配慮 三重県
⼿洗い、消毒の継続，マスクも当然、基本的な事の撤底。 福井県
⼿洗い、消毒は毎⽇。
⼿洗い・うがい・消毒・マスク・3密をさけ、毎⽇を過ごし感染防⽌対策をとる現状通りなのでは…。 ⼭⼝県
⼿洗い・マスク・消毒のてってい 福岡県
⼿洗いアルコールを使⽤今、松阪市はインフルエンザゼロだそうです。 三重県
⼿洗いアルコール消毒、マスク、消毒をきちんとまもる。 三重県
⼿洗いなどをする事。 ⾹川県
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⼿洗こまめに 広島県
⼿造りのマスクを作っています。3、加湿器を購⼊等 福岡県
⼿話を使う 福井県
酒は家で飲む 北海道
酒⽥に住んでおりますが、急に酒⽥も感染者出て、11〜12⽉まるでひまに成りとしまうに、くれてます ⼭形県
受け⼊けてまつ。 三重県
収まるまで待つしかない。 三重県
収⼊⾯が少ないので厳しい。これからの⽣活が不安。 岩⼿県
周りに振りまあさすぎず、しっかりと対策をとって正しくこわがること。 ⼤阪府
終るのを待つだけです。 ⼤分県
終息してほしい 福井県
終息すれば段々ともどると思う。 新潟県
終⽇予約優先、⼀部の時間帯は完全予約制にしてお客様どうしの接触を極⼒避ける。 和歌⼭県
集団感染をおこしてない業種（理容業）のPR（ほどんど） 埼⽟県
住んでい所が⼭畑に囲まれています年配者が多いので 福島県
住所、⽒名はノートを切り、透明ファイルにはさんで書いてもらっています。 ⻑野県
住宅街の店舗の為、シルバー世代のお客様に対して、早朝からの営業にする等、在店時の⼈数をコントロール
してます。

岡⼭県

住宅地で⾃然減少で空き家が多くなり、お客様も少くなる。 広島県
充分に気をつけて頑張しかないと思う 静岡県
⼗分な換気 栃⽊県
⼗分に注意して営業してるいるので安⼼して来てもらいたい
従業員とお客様との間にて、⼼のケアを取り合い、さらに互いに信頼のもと助け合う⼼を持つ様。 埼⽟県
従来通りにすべき事をこなし、ニュース等チェックしつつ必要な事を取り⼊れ、なるべく⼈の多い場所を避
け、お客様も働く側も健康を常時保てる様努める。

岡⼭県

柔軟な対応⼒をもって、今後の成り⾏きを⾒守る。 福井県
重ふくしてお客様を予約しない1⼈、1⼈、別々にやる。 愛知県
出⽀を減らす。 ⼤分県
出張先などを聞く。あとは三密を守る。 ⿅児島県
出張理容の拡⼤、家庭における出張を！！。 島根県
出張理容を今後進めたい、そのPR…。 群⾺県
出来るだけの消毒・うがい・マスク・体温その他お客様にも御協⼒を頂いている。 兵庫県
出来るだけ次回のご来店予約を取ってもらい、安全に来店できる事を⼝コミでアピールしてもらう。 広島県
出来る限りの対策をしてお客様に安⼼安全をアピールする事で来店しやすくしてます。 ⼭梨県
出来る限りの範囲で消毒もがんばっておりますが、⽬に⾒えない敵ですので、とにかくおそろしいというのが
本⾳です。毎⽇出来ることをやるだけです。

栃⽊県

出来る限り⼀⼈⼀⼈がマスク、消毒を守って、頑張るしかないと思う。 静岡県
出来る事の対応をし、⾒守るしかない。 千葉県
出来る事を、⼿抜きなく、⼩さな事からやる。 新潟県
出来る事をがんばるだけ。 ⾹川県
出来る範囲で他業種をやる。 ⿅児島県
出来れば季節感を出せれば！！（男は頭に変化を望まない傾向！！） 北海道
準予約制への取り組みにより、永年の未予約来店型に、少し変化をさせ、顧客数や頻度の減少を防いでいる。 栃⽊県
順番待ちを減らすためにAirウェイトを導⼊した。 愛知県
初めての●⽅もない事態にどうして良いか解らずとにかく確実に良い仕事をするだけです。 福岡県
初めてのお客様がこられ（ブラジル）へ⼊られ、すぐ顔をよくみたら⽬が⾚くてびっくりして、私は今、お客
様が2⼈おられるのでことわりました。おかしい顔だと思っていたら近所へ引っ越してこられた。3⽇後にコロ
ナになりことわって良かったと胸をさすりました。

広島県
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初めての経験なので試⾏錯誤で営業している。今やっている事が正しいか否が…。先の⾒えない事だらけで仕
事を続けていく不安ばかりです。営業回復はいつになるのか…。元々、この業界は衰退していく⼀⽅の中この
コロナ禍となった。下降傾向だった所にマイナスとなり、どの様に⽣きて⾏けば良いのでしょう。借⾦ばかり
で⾸が回りません。

東京都

初めての事で何をどうしていいかわからない。 北海道
初めての状況で国もまよっている位だから⾃分には分からない 埼⽟県
庶⺠、国⺠をもっと正確に掌握して政府の対応の早さを求める。 福島県
書く必要なし ⾹川県
⼥性客をふやす。（美容院へ⾏くのをひかえている⽼⼥をお客にする） 愛知県
除菌や検温、マスクなど安⼼安全をアピーする 茨城県
商⼯会を通じて⼩規模事業者持続化補助⾦事業に申請中、受かればお店の改築バリセフリー消毒設備など⾏な
う予定

茨城県

商店街との連係 神奈川県
商売上話ししない訳はいかないのでマスク、シールド寒むくても換気消毒です（指先をおもに）シンプルに
テッティ的に！密にならよう予約制を取り⼊れるも1つだと思います。

東京都

商品券など、発⾏してくれているので、お店としては凄く助かっています。もしコロナにかかった時⼜はPCR
検査して出た場合、休業した時の補償などおしえてほしいです。

福岡県

商品券の発⾏ ⼭形県
将来的に感染の有無の判定ができるようになった場合、理容所での簡易的でも検査ができるようにしたら 栃⽊県
⼩さな⽥舎町で細々と営んでおり、時代とともに枯れていきます。なので、特別な⼯夫もアイディアもありま
せん。

宮城県

⼩さな⼒では有りますが⼀⽇も早く終息するよう協⼒、努⼒をしたいと思います。 新潟県
⼩規模店なので1時間におひとりずつ予約でお客様を御案内し、営業しています。 埼⽟県
⼩樽理容組合の役員⼀同の協⼒により、コロナ対策は充分に理解される様に努⼒されています！！ 北海道
少し内容は違いますが30程前、横浜の理容会館で「理容と経営」の坪内社⻑のセミナーが⼤変役に⽴ちお陰で
⽼後の安⼼がありがたいです。

神奈川県

少し熱がある様なので予約を取り消します、とお客様よりTELがあり⼤変助かっています。 茨城県
少ないお客様、次に絶対来てもらえるよう全⼒を出しきる。 ⼤阪府
少なからず各々店舗に影響はある。特にコロナ感染者が出た地域（スーパー等も含め）、客⾜が遠のいてい
る。

新潟県

床のはきそうじは、消毒液を少しスプレーしながらはく、まい上がるウイルスが少ないように。 栃⽊県
床屋は安全のアピール（都知事が昨年4⽉に⾔った事に対して） 千葉県
消極的ですが消毒を根気よく、実⾏するだけ！ 佐賀県
消毒 兵庫県
消毒 千葉県
消毒 埼⽟県
消毒 衛⽣⾯ お店の換気 ⻑崎県
消毒（アルコール80％）をまめにする、⾒ない物から⾝を守る事と感染させない 群⾺県
消毒（アルコール除菌済）。配布、何のための組合員なのか…？ 神奈川県
消毒、うがい 福岡県
消毒、クロス、タオルなど1⼈ごとに交換している（客数が少ないので可能ですが、多いところでは⼤変でしょ
う）。

岩⼿県

消毒、ソーシャルディスタンスなどやるべき事はやっていますが精神的にも、恐怖⼼などでとても疲れます。 神奈川県
消毒、パーテーション等の使⽤してるのを明確に表⽰する。 三重県
消毒、マスク、フェイスシールド、空気清浄機の感染を配慮した営業をしっかり⾏いたいと思います。 北海道
消毒、マスク、フェイスシーンズ、ソーシャルデスタンス、⾊々、けん温、⾊々、やっていて、全連から、仕
事の時は、⼩声でとありましたが、努⼒はしてますが、我々理容業は、お客さんとの会話が

埼⽟県

消毒、マスクの着⽤、お客様との会話を極⼒おさえる。 ⻑野県
消毒、換気のPR 静岡県
消毒、換気を⼼がけています。 ⻑崎県
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消毒、換気等、客1⼈ごとに徹底する事しかないと思います。
消毒、換気等やっている事をアピールする。 佐賀県
消毒、⼿洗い、うがい、タオル等の⼩⾖めな交換マスク 島根県
消毒、⼿洗いをまめにして、⼈がたくさん集まる所には、⾏かないようにする。 千葉県
消毒、信⽤。 岐⾩県
消毒、予防などの対策を明確にし、組合加盟店と安床などのアウトサイダー店との差をお客様に知らせる（講
習の修了証など）

静岡県

消毒、予約等 埼⽟県
消毒、衞⽣設備等にきおつけて頑張ります。 新潟県
消毒・マスク、⼿洗いなど気をつける事。 愛知県
消毒・安全・清潔をアピール。 ⼤阪府
消毒・衛⽣の知識を⾼める 京都府
消毒・換気設備等の更なる充実。 岩⼿県
消毒・⼿指、パーテーション。 北海道
消毒・清掃の徹底。 茨城県
消毒とソーシャルディスタンスを守りつつ、いつの時代でも真⼼で接する事が⼀番⼤切な事だと思う、1億総ス
トレス時代に対応する為にも、よりいっそう親近感と安⼼感をお客にあたえ、⼼のよりどころとなるようない
ごこちのよい場所となるよう⼼かける事が必要だと思う

群⾺県

消毒と換気の徹底 埼⽟県
消毒と換気を地道にやっていく。 佐賀県
消毒と換気を徹底しています。 福井県
消毒などお客様に安⼼して来店していただけるようにしている。 岡⼭県
消毒などマスク気を付けている
消毒にきおつけて営業をする。 埼⽟県
消毒にてってい的に配慮している事をDOP等でお客様にアピール 岡⼭県
消毒にも気をつけているが、げんどがあります。 千葉県
消毒に関して、お客様には『以前より、理容では、HIV、B型肝炎ウイルス等に対する消毒を徹底しており、コ
ロナウイルスはいままでの対策で万全である旨、接客の時に説明している。皆様、納得し、理容は信頼、安⼼
できるので来店に不安はないと⾔って頂いている。ただ⼿洗い、器具の消毒等はなるべくお客様に⾒えるよう
おおげさにアピールするようにしはじめた。

埼⽟県

消毒に対して、お客様に強くアピールする。 栃⽊県
消毒に⼒を⼊れている ⾹川県
消毒に⼒を⼊れている事をアピール待合室に⾃動消毒液を置き⼿の消毒をしてもらっている。
消毒のキホンをしっかりまもり⾃分の店を守る！
消毒のてっていと、出来る事は、⼀⽣県命、真けんに成る事。 ⻑崎県
消毒のてっていをしている。 茨城県
消毒の強化。
消毒の⾒える化−客ごとにハサミの紫外線消毒をお客様の眼前でしています。 島根県
消毒の順守。 千葉県
消毒の徹底 和歌⼭県
消毒の徹底 福島県
消毒の徹底 北海道
消毒の徹底 福島県
消毒の徹底。 佐賀県
消毒の徹底がお客に解りやすく⾏動する ⼭梨県
消毒の徹底しか想い浮かばない。 神奈川県
消毒の徹底してする。 ⽯川県
消毒の徹底と換気しかない 千葉県
消毒の徹底と⾃分の健康管理の徹底、茨城アマビエちゃんのチェックインの誘導 茨城県
消毒の徹底のアピール等々 愛知県
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消毒の徹底をアピール。 ⻑崎県
消毒の徹底をアピール。 愛知県
消毒の⾯からも施術中の本や新聞をタブレットに整えて消毒しやすくしている、 神奈川県
消毒は必ず⾏って居る。必要以外は会話を減して居る 埼⽟県
消毒は勿論検温をしてからの作業の⽅が安⼼出来るのでやるべきではないでしょうか？ 神奈川県
消毒マシーン（エアーブラシ消毒光の消毒を確保）等 東京都
消毒も、しっかりやっているので、お客様から…ここの店はしっかりやっているから安⼼だと…⾔葉を頂いて
ます。70才夫妻でやってます。
消毒をきちんと⾏う。 愛媛県
消毒をこまめにすること、シールドをしてること、こまめな換気をしてること。 福島県
消毒をしながら成り⾏きを⾒守る事 茨城県
消毒をてっていしソーシャルデイスタンスのてっていする。
消毒を⼗分気をつけている。 和歌⼭県
消毒を⼼がけ、必要な事以外は、会話も少なめにし、気をつける様、助⾔する。 神奈川県
消毒を徹底。 愛知県
消毒を徹底して、お客様の信頼を得る。 宮城県
消毒を徹底して、⼿指だけではなく、⾰靴低も消毒していただいてます。 福岡県
消毒を徹底にしているということをアピールしている。
消毒を店内にして、店を清潔にしている。 広島県
消毒以外の対応は考えていない。 ⼤阪府
消毒衛⽣に関して意識改⾰してゆく。 茨城県
消毒衛⽣の徹底をしている所を、アピールする。
消毒衛⽣上の安全もお客様のPRする。 ⼭形県
消毒液 東京都
消毒液、などのプレゼント。 奈良県
消毒液の⼿荒予防をしているor商品を⽤意してある。 岩⼿県
消毒液の定期配布。 ⼤分県
消毒液の配置をしているが、持ちこまない、持ち帰らさないを念頭にお客様にかならず⾏なってもらうよう声
がけしている。

栃⽊県

消毒液の配布（少なかった） 福岡県
消毒液やマスクのはいふ。 徳島県
消毒液を⼿に⼊れるようにして下さい、業者ももっていません。 沖縄県
消毒液を⼊⼝に置いている。
消毒液円滑な供給しています。 静岡県
消毒液等の値下げ。 愛知県
消毒器などの衛⽣⽤品の補助⾦。
消毒器にしても、その他コロナ対策している事をお客様にアピールすることが⼤事だと思う。 神奈川県
消毒器等を仕⼊、お客様にアピールする。空気清浄機、オゾン発⽣器等。 愛知県
消毒強化アピールする！窓などにポスティング！。 宮城県
消毒作業は今まで以上に、おこたらない様に頑張いたいと思います。 宮城県
消毒設備はもちろん、空気清浄器、クーラー外気導⼊型に取り替え、予約も間隔をあけ、これからも努⼒続け
ます。

北海道

消毒等、感染防⽌につとめ、お客様にとにかく安⼼して来店していただけるよう⼼がけるより他、ないのでは
とおもいます。当店では、タオルはもちろんクロス類もスチームタオルもすべて⼀⼈ごとに洗たくをするよう
にしております。

愛知県

消毒等、出来るはんいでのコロナ対策をしながら、コツコツと営業するのみと思ってます。
消毒等、徹底する。⾝を守る事がお客様を守る事に繋がる。 福岡県
消毒等のコロナ対策をしていくしかない。 千葉県
消毒等をしっかり守る事 福岡県
消毒等を徹底し、お客様に安全をもっと訴えていきたい。 福岡県
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消毒等を徹底に⾏ない、とにかく安⼼して来店していただく努⼒をしています。 神奈川県
消毒⽅法→器具→早く知らせる→スピード→情報フェイスシールド仕事が出来ない→マスクの効果が求められ
るものワクチン、薬の情報を早く

愛知県

消毒法をあらためて習慣化し、体が⾃然に動く事で能率良く出きるようになってきたような気がします。 宮城県
消毒⾯、は充分に気をつけて⾏う事。⾃分で外部からの感染を防がねばどうする事も出来ません。 北海道
消毒薬や業会名（全理連）⼊りの器（消毒物の⼊れもの） 東京都
消毒⽤の器具、アルコール等々きれない様に。（全国的に）。 埼⽟県
消費税のちょうしゅうを⼀時的にやめみんなにえん助がくるようにしてもらいたい。 新潟県
消費税の廃⽌。 三重県
消費税を数年間、停⽌して、内需を拡⼤、デフレ脱却。 ⼤阪府
消費税廃⽌（デフレ下における消費増税は正気の沙汰ではない。） 神奈川県
上が、ノンビリとしている様では、組合員さんに対して、失礼です。急いで下さい。 群⾺県
上の⼈逹の飲み⾷いなどに使ってる経費、今現地点での活動していない⾦の（組合費）貸し出し ⼤分県
上記にも書きましたが経営者夫婦（後継者はいません）が73歳になりそれに合わせた年齢の顧客が多く年に何
名か亡くなり新らしい顧客が増えないのでコロナ禍と相まって減収に⻭⽌めがきかない状態です。顧客を無く
さない考えられる対策はやっておりますが限界に来ている状況です。

福島県

上記の項⽬の⼀部にあった様な料⾦の⾒直しなどではなく、安⼼安全を全⾯に出しできれば⼀⼈ずつの予約来
店などにすることにより、お客様⾃⾝より家族からあの店なら安⼼だから⾏っておいでと⾔われてご来店いた
だく⽅が増えたので、⽬●の客数より⻑い⽉で。
上記を対外的にアピール。 神奈川県
常にキレイな状態を保っている。 奈良県
常にマスクを使⽤しているのから、脱出したい。 ⻘森県
常にマスク付けている ⻑崎県
常に衛⽣、清潔にを気おつける事。 福岡県
常に衛⽣⾯に気を付け・消毒等全般お客様にアピールしてます。 静岡県
常に危機感をもっています。 愛知県
常に気をぬかず明⽇は我⾝と真⾯⽬にこまめにできる事とする 神奈川県
常に客の声に⽚向け、細⼼努⼒を⼼掛けようと考え、接客を密としていたい。 ⻑野県
常に原点に⽴ち返り特に衛⽣費の配慮に気をつけているのでアイディアは浮かばないか基本は絶体に忘れない
様にしています。

島根県

常に顧客の終った後の消毒、清潔に注意清掃に励むことB 秋⽥県
常に消毒 広島県
常に消毒の徹底、管理各器具の清潔さを表に出す店の印象、お客様の安⼼度、店舗への信頼。 ⾹川県
常に清潔さを意識して、店内の改装などしています ⽯川県
常に清潔を⼼がける事、店内、服装等。 ⼭形県
常に誠⼼誠意！！⼀⽇⼀⽇楽しく⽣きる。 愛知県
常に店内の換気をし、加湿器をし、サーキュレーターを回し、⼀⼈⼀⼈終わる事に消毒をしている事をお客様
にアピールする。

愛知県

常に明るする。 埼⽟県
常時換気扇を運⽤している事をPR（換気対策） 埼⽟県
常連のお客様を⼤事にする。 北海道
情報がおそすぎる。 岐⾩県
情報がほしい 岐⾩県
状況に合わせて出来る事はやり、耐える。 千葉県
蒸しタオルは「蒸気消毒」という⽅法で消毒されているということを消費者に伝える。髪が⻑くなっても散髪
しない⽅が不潔で伝染る可能性が⾼くなるとか、不潔なままで散髪は⾏くと技術者に伝染す可能性があるとか
をもっと⾔っていく。

広島県

職業がら、密は絶対にさけられない現実がある次第ですね、そんな中での感染防⽌法を施す必要があります
ね。

岐⾩県

⾊々あるフリーの広告媒体や、SNSを駆便して、安全・安⼼を告知している。 兵庫県
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⾊々と考えるがまとまらない。 三重県
⾊々考えてみるのですが、今は現実の世の中の動きにならい、来店頂いているお客様に出き得る限りのせい
いっぱいの対応を⼼がけるばかりです。

北海道

⾷関係の⼈達みたように資⾦を援助してほしい。 岩⼿県
⾷事の時と、眠る時以外はズートマスク着⽤し時を待って居ます、何れ平和な時の来るのを信じて！！ 京都府
⾷事中話をしてる⽅が多い店がわの注意がなさすぎる。 静岡県
伸びた来店サイクルを回復させるためのポイントアップ策や割引etc。 福井県
信⽤、信頼、安⼼、安全、清潔、おもてなし 福岡県
信頼と安⼼を⼼掛ける。 岐⾩県
信頼感を持ってもらえるように店のあり⽅を考えています ⽯川県
信頼関係の必要性。 神奈川県
⼼配なお客にはメールをし、初めて来店の際は、⼼配であればしっかりおことわりする。 宮崎県
新しいメニューの開発 福岡県
新しい営業形態（予約制、ネットでの感染予防対策のアピール） 千葉県
新しい営業⽅針に変化していく。 京都府
新しい技術。安⼼安全な技術。CO2削減し⽣産性の向上 ⻑崎県
新しい技術を多くの消費者に知って頂き消費活動（理容室へのご来店）を促進させる。 ⻑崎県
新しい事を始める事より、今の顧客を離さないようにするのが精いっぱい。 岐⾩県
新しい⽣活にと⾊々と考えていますが、みな様の良いアイデアがあったらぜひ学びたいと思います。 静岡県
新しい⽣活様式や対策ガイドラインにそって営業する 福島県
新メニュー ⼤阪府
新メニュー・新サービスで飽きのこないオンリーワンの接客。 ⼭⼝県
新規のお客様には⼝頭で体の調⼦などお聞きしてます。 茨城県
新規のお客様は、個⼈情報であってもTEL、⽒名の報告をお願いし、No−の⽅はお断りさせていただいていま
す。

岐⾩県

新規のお客様を増やしたい反⾯、フリーのお客様を施術するのはためらう 茨城県
新規客が減少してますができるだけ完全予約制にする事にしております。 ⻑崎県
新型コロナウィルス、ガイドライン順守も⼤切ですが、個⼈の努⼒が⼤切、理事⻑始め⽅々の苦労が私の苦労
とは⼤きく違います。

愛知県

新型コロナウイルスがあとどのくらいでおさまるのか？
新型コロナウィルスに関するデータだけではなく、各種インフルエンザに関するデータと、前年度⽐⾃殺者数
と、交通事故死傷者数も合わせた発表をして、社会全体の不安をなくす事。

神奈川県

新型コロナウイルスの感染防⽌対策として、マスクの着⽤、消毒液の設置、こまめな除菌消毒につとめ感染防
⽌対策防⽌に努める。

⿅児島県

新型コロナウイルス感染拡⼤が早期の収束を願う。 福井県
新型コロナウイルス感染防⽌にポスター、ステッカーなどを使っている。 茨城県
新型コロナウィルス感染防⽌に向けての、ガイドラインにそって、いかに営業していけるかが⼤事 千葉県
新型コロナガイドラインの順守を徹底し続ける事以外に何も無し 広島県
新⽣活。しっそなくらしを⼼がけてすごす。 佐賀県
新⽣活営業のための指導、設備。 神奈川県
新⽣活様式に伴った、具体的な、新栄業業態の確⽴をしたい。 埼⽟県
新年度から予約を推奨して、密にならないような⼯夫をする。 福島県
新聞雑誌等、⼿に触れる物を店から撤去し、⽬に⽌まる感染予防に努める。 神奈川県
申訳けありませんがとお客様には体調を聞き消毒をして体温を測らせてもらい話を最⼩限にして技術をしてま
すことに、⼼からお詫びと、協⼒していただい事にありがとうございましたと、コロナが去ったら⼤サービス
させていただきますと帰えっていただいてます。ごめんなさいが営業回復の⼒です。

埼⽟県

真っ当に頑張る！！ 群⾺県
真ん中の椅⼦にぬいぐるみを置いてソーシャルディスタンス、少しほっこりするかなぁ。 奈良県
真⾃⾯にコツコツやるだけです。 ⾹川県
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親⼦⼆代で95年理容組合にお世話になりましたが、私も82才。そろそろ潮時かと思っております。（廃業）。 静岡県

⾝の丈にあった⽣活をし、とにかく嵐が過ぎるまでは耐えぬく。 静岡県
⼈ごみの中に⼊らないように注意してまいります
⼈と⼈との間をあけ、マスク、消毒、そうじなどをするしかない。 佐賀県
⼈と直接接する仕事だから考えが浮びません 佐賀県
⼈と密に接触を避ればコロナは収まるのに営業回復？⽭盾を感じますが内⾔で仕事しますか。 岩⼿県
⼈と話すには必ずマスクして話す。
⼈にたよらず⾃分で⾃分のアピールで客に来てもらう努⼒をするしかない。 群⾺県
⼈に頼り過ぎる（責任転嫁の）⾵潮が感じられる。 神奈川県
⼈の集まる場所、機会を作らないこと。ソーシャルディスタンスの徹底。 愛知県
⼈の通りも少ないし、⾞も朝と仕事帰りが通るだけで、どうしたらいいかわかりません。 ⾹川県
⼈⼝減⾼令化に伴い⼈の移動が殆んどなくコロナ禍の⼼配は余り感じず… 静岡県
⼈混みへ出掛けない。 愛知県
⼈数制限（待ちのお客を減らす。但し混雑時にかぎる） 栃⽊県
⽔道・下⽔の2税。固定資産税、都市計画税の2税。 栃⽊県
菅⾸相は、⾸都圏対象だけでなく全国に新型コロナウィルス特別措置法に基づく緊急事態宣⾔の再発令を決定
すべきである。

宮崎県

世の中の緊急事態かいじょうや、ワクチンが出来る事が⾃然に回復すると思います。 滋賀県
世の中の動きを注視して、その「すき間」に突⼊します。 千葉県
世の中の欲しがってるものを提供するのは簡単ではないが、いつも後⼿になってる感はある。物も⼤事だが、
情報の提供はこれからもっと早く出回るように期待したい。
世界的なもので⽇本ばかりではないコロナに掛らないようにする。 ⼭梨県
世界的な事なので、個体では対応不能、⾏動の半経を⼩さくし 福島県
世間⼀般で⾏われている、消毒、換気等くらいで、特に⼯夫したアイデアはないです。 ⻑崎県
成り⾏き 富⼭県
成り⾏きにまかせる。 北海道
成り⾏きにまかせる。 千葉県
成り⾏きにまかせるしかないです。 神奈川県
成り⾏きをみます。 北海道
成り⾏きを⾒守っていくしかない 三重県
成り⾏きを⾒守っている時です。 福井県
成り⾏きを⾒守り（テレビ・新聞）等と⾒どの様にしたら良いかと考える⾏ってい来ます 茨城県
成り⾏きを⾒守り、じっと耐える！。 新潟県
成り⾏きを⾒守り、消毒等を、しっかり⾏いたい！ 宮城県
成り⾏きを⾒守りながら少しづつ対応してゆきたい。特に衛⽣⾯には気をつけたい ⿅児島県
成り⾏きを⾒守り対応してゆくしかない。 福岡県
成り⾏きを⾒守る。 愛知県
成り⾏きを⾒守るしかない。 栃⽊県
成り⾏きを⾒守るのみ。コロナが収まるのを待つしかないかと…。 ⻘森県
政策公庫からの返済が初まれば、それも⼤変です。 宮城県
政治家、やり⽅を⾒ているととてもプラスになるとは思えない。 愛知県
政治家をかえる。TVでコロナの話をしない。 新潟県
政府からの⽀援により、徳をした⼈がいるのが、おかしい話でなります。 ⻑崎県
政府がわ本気でコロナウイルスをしていない ⽯川県
政府に早め早めの対策をしてもらう。 愛知県
政府の提唱を守って三密を避けマスク、⼿洗い、消毒等です。 群⾺県
政府の無策ぶりしか⽬に⼊らない。 福井県
政府の要項の不備・不⾜に⽢んじず、⾃店の⽅法を考え実⾏する。 三重県
政府は消費税の10％をコロナが終息するまで、無税にするのが良いと思う。 神奈川県
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政府も分からないのに、どうしようもない。 ⿃取県
正しい情報を⾒て、コロナウィルスの知識を知る事。 ⼤阪府
正しい知識、情報をピーアール。 神奈川県
正しい知織を得ることにより、うわさなどにふりまわされることなく、衛⽣管理をしっかりとやる。 栃⽊県
正確な情報を得て、⼀歩先の対応（とくに感染予防）と⾒える化。 神奈川県
正直、知恵や⼯夫で何とかなるものではなく、⼀刻も早くコロナが終息するのを期待するばかり。 茨城県
正直いってやる気が失せてきた。 ⿃取県
正直に⾔って何をどうしたら良いか、分かりません。今、出来る事は、⼀客ごとのイス、器具第の消毒をしっ
かりやる。

神奈川県

正直まずは⾦を必要としてる。組合費を毎⽉払って何につかわれてるかわからない。緊急時だからこそ余計な
ものに使わず給付⾦として組合員に配布するべき。

神奈川県

正直難しいですが、価格を安くして欲しい声は少数ありますが、現実的に厳しいです。後は要望で組合員には
PCR検査キッドやワクチン接種を格安に取り⼊れてくれたら有り難いです。

⼤分県

清く正しく美しく。 岩⼿県
清潔さのアピール（この業界個⼈（お客様）の⾝だ（なみ等）コロナ対策も含め。 兵庫県
清潔なお店であることをお客様にアピールする事が必要ではないか 徳島県
清潔な理容室を⼼掛けて、それに撤する 佐賀県
清潔に⼼がける 三重県
清潔に保つとともにマスクを着⽤して、必要最⼩限の会話にしています。 新潟県
清潔感溢れる感じに、店内クロスの張り替えをし、備品も新しくした。 和歌⼭県
清掃の徹底 秋⽥県
⽣活、お⾷の安定性が無いかぎりコチラにまわってこない 神奈川県
⽣活・●●の仕事だから、消毒等を⼗分にすべきだ。 熊本県
⽣活の⾒直し、これを機に新しい⽣活様式を⾒直す。 福岡県
⽣活意識の変化が⼤きい。 京都府
⽣活衛⽣の仕事の理解、ご協⼒（店舗、⽼⼈施設、病棟） ⻘森県
⽣活様式が⼤きく変化、営業形体を変えるチャンス 宮城県
誠実で確実な感染対策を地道に当然としてつづけるしかない。
税⾦が⾼すぎる 神奈川県
席をはずす。 愛知県
昔からいらっしゃってるお客様を⼤切にしてます。 埼⽟県
⽯原都知事の頃、これからはウイルスとの戦いと、それより店舗のマドを増して、換気もそして、消毒は髪を
切る時のスプレーの中にも⼊れる事にしていましたので、コロナだからとあわてている事はありませんただ若
い⼈が来るとなお消毒をまめにしています。

東京都

接する時間を短くする⼯夫うながす。 福島県
接客する上で常に購⼊しているので、少しは補助があると助かります。 福岡県
接客業で⻑時間客と接する仕事柄早くワクチンの接種を希望します。 岐⾩県
接客業としては最悪の病気だ 奈良県
接客業を仕事にしている私達としては、早く皆んなが安⼼してワクチンの接種ができるように、率先してワク
チンを打ち、お客さんの⾝近な存在として、少しでも早く普通の⽣活ができるようにしたい。理容業組合とし
ては根本的なコロナの減少に向けてそういう事を考え働きかけてほしい。

静岡県

設備投資を必要としない技術の勉強を独⾃でしています。 神奈川県
設備⾯の⾒直し営業⾯の⾒直し 三重県
節約、がまん。 北海道
絶えて努⼒する 奈良県
絶対にカゼの症状がでないように健康に努める。 静岡県
絶対にコロナにならない様に⾏動する。 北海道
絶対に気をゆるめず、できる事を継続する 広島県
絶対の安全が⾒られないため、個々がコロナに対し、安全対策を、慎重に⾏う事しか令はない。 福島県
先が⾒えない。 ⾼知県
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先ずは、ウイルス感染拡⼤予防ガイドラインを基本に三密及び理容師が講ずるべき具体的な対策を必ず守り、
衛⽣管理を⾏なっています。

⼤分県

先ずは感染拡⼤を⽌める。それには各個⼈個⼈の意識を⾼め、恐ろしさを認識する。 愛知県
先の⾒えない、コロナに、おろおろと1年を過して、しまったが、⼦供家ぞく皆んなで⽣活、出来ない、理容の
世界に成って来ている、組合、その上の声が⼀⽇も早くお聞きしたいと思う
先は、コロナワクチンの効⼒がどの程度なのか？それから考える。 静岡県
先⽇組合で⾏われたコロナのセミナー修了証をお店にかざってあるのですが、年ぱいの⽅々は気に⽌めて⾒て
いました。安全だと⾔うアピールになった。

⼭形県

洗髪はワンシャンプー（⽑を流すだけ） 理容料⾦を下げる。 福井県
前に⽐べ男性のお客様は来店間隔が開いてしまうが8〜9割程の売上が確保出来る様になったが、⼥性のお顔そ
りの売上が5割程で、コロナが終わっても以前の数字が出ないのではないか。⼜、1からやり直しです。

埼⽟県

前回の営業⾃粛要請後も⾃発的に営業時間の短縮を⾏っているが、⽀援施策が使いたい 栃⽊県
前後に余裕をもった予約 神奈川県
前向き 茨城県
前洗⾯器を分離してパーテーションして個室化したお客様が三密などに安⼼される。 岐⾩県
前⽇より地区の業界に於いて衛⽣講習会が、2度程有り、県衛⽣課より説明が詳しくコロナ禍が現状を聞きまし
た。従って来客の皆様では、注意点等を申し上げ、⽤⼼するように告知。

⻑崎県

全、予約制にした。 ⻑野県
全くわからない。コロナが早く治ること。 徳島県
全てガイドラインに載ってます。ありがとうございました。 兵庫県
全てのイベントは中⽌すべきで（期間を設け）ある。すでに市内の病院でクラスター化している。 静岡県
全員PCR検査。 埼⽟県
全員を守るのはムリなのでついてこれない⼈は切りすてるぐらいのカクゴが必要なのでは？ 兵庫県
全国と⾔っても近代化サロンへ脱⽪を願います 群⾺県
全国の皆様のアイディアを参考にさせて頂いてます。ありがとうございます ⼭形県
全国の理容店で、クラスター等の感染拡⼤が起きていない、安全である事をメディア等を利⽤して全国的に発
進する。

岐⾩県

全国的にはめずらしくなってきた組合組織を有意義に使っているのが理容業界ではすくいとなっています。
個々では何事にも⽴ち向かうことができない

新潟県

全国的に感染者が増えているので今後⾃分が感染するのではと⼼配してる。もし感染すれば今後の営業が⾮常
にキビしくなるのが恐いです。

宮崎県

全国⺠が、⼿洗い、うがい、消毒をしっかり⾏う。 愛知県
全国理容業界はコロナ対策にがんばっております。テレビコマーシャルかその他の⽅法で、もっと⼒強く。今
が我業界のチャンスです。

北海道

全国理容組合の無策には、がっかりしました。 滋賀県
全世界の事でありお客様への協⼒を申し出でサロンにも協⼒を願い終束を待つのみよって終束したあとも理容
業らしく衛⽣に対して業界のレベルアップを望みます

群⾺県

全店への組合からの⽀援⾦。 富⼭県
全⽇的に⼀⽇も早いワクチンの普及を願っています。 佐賀県
全⾯的に予約営業していますので、1⼈当たりの時間を多く取り、お客様が重ならないように1⼈ずつ、やって
います。

静岡県

全予約制にし、お客様をダブラせない様に⼜、お待ちならない様にしています。 群⾺県
全理連として、感染者が⼀⼈も出ていない事をもっとPRし、組合店の安全性をアピールしてほしい 神奈川県
全理連の名前を出しメディアやSNS等を使い理容店、理容業の安全安⼼を謳いお客様の信頼を得るとよいので
はと思います。

愛知県

全連の対応が遅そい。 ⻑崎県
組合 埼⽟県
組合がその提案を政府にする。 新潟県
組合がもっと消毒者に向て理容業を宣伝してほしい！ ⼭⼝県
組合からのポスター、アドバイスと⾊々良いですが、還付⾦や補助⾦等の⽅が我々はうれしい。 富⼭県
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組合から運転資⾦50万円〜100万円 広島県
組合から各店舗にお客様への還元として理髪サービス券を配付して組合が現⾦他する様にしてもいいサービス
券の発⾏など。

滋賀県

組合から配られた2種類のフェイスシールドがどちらも、使い物にならない。⾃作のフェイスシールドを使⽤し
ているが、マスクが⽩だと反射して作業⾯が⾒ずらいので⿊いマスクを使⽤している。是⾮、⿊いマスクの配
布をお願いしたい。

埼⽟県

組合でアルコール、マスクをやすくかえるようにしてください。 埼⽟県
組合では、コロナに対して講習会をして、安⼼して利⽤をしてもらえると新聞SNSでPRしてほしい。 福島県
組合にまかせる 福井県
組合に加⼊してるからこそ出来る感染防⽌対策を組合加⼊店に早く知らせて実⾏してもらえる努⼒をしてもら
いたい。

兵庫県

組合に加⼊する店舗は、安全、安⼼であることを周知徹底する。マスコミを通じて、広告・宣伝してアピール
してほしい。

岐⾩県

組合に⼊っていない安すい理美容店は出来るだけ組合の値段にするように地域で最低値を決めてそれいじょう
さげないようにしてもらいたい。⼤⼿だけがとくしている。

岩⼿県

組合に⼊っている理容店は安全だと、もっとアピール出来たら良いと思う。 ⼭形県
組合の活動をマスコミを利⽤する 群⾺県
組合の指導の元にそって、消毒、換気、⾃分の健康に気をつけていきたいと思います 京都府
組合の必要な消毒液の確保と、必要な物の供給！！ ⼤阪府
組合の⽅から頂いたポスター・ステッカー等、⽬⽴つ所にはってあります。 宮城県
組合をやめる⼈が多くなっていますが、⾃分なりにがんばっている事でしょう。 岩⼿県
組合員サロンでコロナが出てしまった時、2週間の営業の保障を組合でやってほしい。対策をどれだけやって
も、感染する時はしてしまうと思うので…。

新潟県

組合員である事、衛⽣講習会を毎年⾏っている事などアピール 埼⽟県
組合員にもうたっております。各店舗で努⼒し⾊々なことに真摯にお客様に向って仕事をして皆で頑張ってい
くことだと思います。

新潟県

組合員に協⼒⾦が要請を国へおねがいする 群⾺県
組合員に知恵を求める前に組合が感んがえて指導する⽅が⼤事。 神奈川県
組合員のPCR検査をする。 ⻑野県
組合員の皆さん、申う少し、組合の事を少し守って下ださい。 愛媛県
組合員の定期検査（PCR検査、抗原検査など）をする事で安⼼安全を訴える 愛媛県
組合員の店ほど組合の⼒を借りて、⾮組合店よりお客様の信⽤を預ける様な組合員店にして下さい。
組合員の年令などにより危機感の差が⼤きくチャランポランな営業形態の店と同じと思われるポスターやス
テッカーを掲⽰していると恥しいので配布物はいっさい必要ないです！形骸化しないガイト・ラインならいい
ですが「やってますよ」的なのならムダ

兵庫県

組合員への補助⾦等があれば良い 北海道
組合員も⾃由意志で営業⽅針が決められるよう、いろいろと規制が多すぎる ⼤阪府
組合員以外の経営者、低料⾦の店に徹底した指導を保健所にこの際やってもらう組合員のお店は安全といい切
る

⼭⼝県

組合員加盟店の完全衛⽣義務化。 愛媛県
組合員店舗を理容したお客様はもれなくPCR検査が無料で受けられるサービスをおこなう。 岩⼿県
組合加⼊店としてのメリットを今こそ発揮すべきだと思う（安価カット店との差別化をアピール） 神奈川県
組合加⼊店の個々の特⾊をデータベース化したマッチングサイトの作成。 群⾺県
組合加盟サロンのさらなる安全性をPRして頂きたい。 島根県
組合加盟しているお店は「感染防⽌対策取組店」でガイドラインに基づいた接客をしていて安⼼だというPR ⼭形県
組合加盟店と安い店との差別をはっきりつけてほしい。 ⿃取県
組合加盟店と⾔う利点を今後更に活かし、当然であるが、お客様に安⼼安全をより提供する努⼒が必須。 新潟県
組合加盟店の安全性をメディアに発信 ⼭⼝県
組合組織の⼒で政界に強く低料⾦店アウトサイダーに対して組織⼒で何とかいい⽅法がないものでしょうか、
このままでは業界が消滅してしまいますヨほんと淋しい限りです

兵庫県
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組合単位で説明会を（融資の説明）。 埼⽟県
組合店として、消毒等の知識があるという事をお客様にアピールしていく事も⼤切だと思う。 ⿅児島県
組合店のCM（安⼼、安全の店） ⾼知県
組合店のPRをして！！ ⾼知県
組合店は、安全だとアピールすべき（CMとか） 埼⽟県
組合独特の活動 神奈川県
組合発⾏のクーポン（料⾦補助に使えるもの）。 北海道
組合費がムダ！！ 神奈川県
組合費の⼀時停⽌。組合員の負担を少しでも軽くする。
組合費の減少していただきたい。このままでは組合脱会するかも。 神奈川県
組合費の返かん、1時的に取らない（組合費） ⽯川県
組合費の免 栃⽊県
組合費を1年とめて欲しい。 埼⽟県
組合費を⼀時的に停⽌する 佐賀県
組合費を返してほしい（何の助成もない）営業回復の⾒通しも⽴たない 宮崎県
組⽴て式の店内仕切り出来る物。（⼤・中・⼩） 千葉県
掃除、消毒を真⾯⽬に⾏い、消潔に保つ。 愛知県
早いワクチンの開発をお願いしたい。 福岡県
早く、ワクチン、特効薬などでてほしいです。 東京都
早くコロナウイルが完全に世界中が0になってほしい 福井県
早くコロナがおちついてほしいとしか考えていない。 岩⼿県
早くコロナがなくなり安⼼して仕事が出来事を願います。 岩⼿県
早くコロナの流⾏がおさまるのを待つだけです。 広島県
早くコロナをちんせいがして 埼⽟県
早くコロナ禍終ってほしい 福島県
早くコロナ時代が終ってほしいです。
早くて6ケ⽉、おそくて今年中、がんばりましょう。 ⿅児島県
早くなくなって、ほし。 愛知県
早くワクチンができるといいですね
早くワクチンが出て皆様にいきわたる様、1⽇も早来るのをまっている。 ⼭形県
早くワクチンが出来れば良い 神奈川県
早くワクチンを？ 岐⾩県
早くワクチンをお願いします 神奈川県
早くワクチンを遅すぎる対応 茨城県
早くワクチン出ること。 埼⽟県
早くワクチン利⽤ 千葉県
早く安全なワクチン接種を望みます。 滋賀県
早く減少して、普通の⽣活に戻る様願っております。 ⼭形県
早く治ってほしい事を願ってます ⼤阪府
早く終りを待っています（コロナ） 愛知県
早く特効薬ができれば良いと思います 岩⼿県
早く普通の⽇々が送れる事を願います。 愛知県
早く薬が開発され、個⼈々が注意して、当り前ですが三密を守り、コロナを軽く⾒ないで、真剣に考えるべき
だと思います。私の店も30％までは⾏っていなくても、仕事が出来る事だけで安⼼と感謝しております。組合
員にコロナでも出すと、理容⼀般が不安がられます。だから⼀店⼀店が気を付けなくければいけないと思いま
す。

神奈川県

早く薬が出来るとよい 茨城県
早朝もしくは、深夜の時間外の営業、割増料⾦で営業、他のお客さんがいないことを好む⽅は、少し⾼くて
も、来てくれると思うので。

⼤阪府
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相⼿は、⽬に⾒えない菌！当地でも、7名の患者さんが出ましたけれど、何らそれ程広がる事も無く今は、平和
です。

京都府

窓の開け閉はちょくちょく⾏って居る 埼⽟県
窓をあけている。
総合調髪から単独メニューへのチャンス！。 島根県
総合調髪ではなく、分業化。 茨城県
総合調髪をはい⽌し、カット＋シャンプーをメインメニューにしシェービングをオプションとした。
総合調髪をやめる。シェービングはメニュー化し、カット料⾦と別にする。シェービングをやめると楽になり
ました。

富⼭県

増々、⾝近にせまって来ているようで恐いです。 宮城県
息⼦が⼀早くブームに乗り濡れパンを●●に取りかえたので今年は売上げアップしそうだ。 東京都
息⼦と2⼈なので完全予約制です。 ⼤阪府
其本的には、従来の衛⽣遵守と徹底し、プラスコロナ対策とし来客の⽅々に安⼼、安全と実⾏している。 北海道
他の業種のGOTO事業はこのコロナ禍の中でも盛り上っていて、とてもうらやましく思う。 宮崎県
他の⽣活衛⽣同業組合合同での「GO TO〜」等のスタンプラリーや、サービス提供など 島根県
他業界と同じく⼤⼿の会社と提携したポイントサービス等の発⾏等は出来ないか？ 兵庫県
他業種との助け合い ⻑崎県
他県から来店した⽅や、常連客以外はなるべくやらない。 埼⽟県
他店に⽐べ、いかにコロナ感染対策をしっかり⾏なっているか。基本はこれに尽きる。 岐⾩県
多少の売上減はあるが、現状は何んとかしのいでいる。最も恐しいのは、⾃分もしくは家族にコロナ感染が
あった場合、サラリーマンと違い、治りましたからと⾔って、店を再開した時、その後の営業についてどうな
るのかが不安です。

兵庫県

多摩ニュータウン、千⾥ニュータウンと⼀緒で明舞団地も⾼齢化とコロナによって、来客回数がすごく⻑く減
少してしまい⼤変です。（年⾦⽣活者が多いので）どうしたらいいか分かりません。

兵庫県

打つ⼿は出し尽くしてしまっている。利益も無く消毒等の衛星⽤品の費⽤がかさんでいる。 埼⽟県
打つ⼿無し。 新潟県
体温 消毒、カンキ 群⾺県
体温計。 北海道
体温計ったり。 熊本県
体調の悪い⼈は適当な症状がある時はことわる ⻑崎県
体調管理を⼗分にすること。 愛知県
体⼒をつける。 ⼤分県
対コロナに向けた、衛⽣概念がお客様に安⼼と信頼を得る事に繋がと思っている。 千葉県
対コロナに向けた、創意⼯夫で対応していく、⼤きいポスターetc。 千葉県
対コロナ対策を徹底してそれをお客様にアピールする。（低料⾦サロンに不安を抱くお客様に効果的） ⼭梨県
対応が遅い。 滋賀県
対応できない。 三重県
対外アピールの強化。 埼⽟県
対策が⽬に⾒える様にする。消毒。 ⾹川県
対策のアピールして安⼼して来店していただく。（ネット、店頭）。 ⼭梨県
対策は、⾃分⾃⾝もですが、お客様に必ずシールマスクと、額からつける、シールドをつけて施術していま
す。

熊本県

対策はお客様に向けてアピールする 京都府
対策をお客様へお伝えして、安⼼を求めております。 三重県
対策をとっていることがきちんとお客様に伝わっていることだけで、この⻑いスパンの戦いのゆで充分であ
る。組合の対策に感謝。

新潟県

対策を順守する 京都府
対⼈関係を更に⼤切にする 岐⾩県
対⾯での施術が主になるのでこれ以上の対策を取りようかない。 岡⼭県
対話のみ。 福井県

71



問九．コロナ禍における営業回復に向けて、あなたの知恵と⼯夫のアイディア、現場の声をご記⼊ください。 所属組合

待ち合いで⼈が居ない様にして、スタッフも含めた⼈数をなるべくおさえている。 ⼤阪府
待ち合いとイスの境など⾃分達でできる所はアクリル板を購⼊して作った 愛知県
待ち合いのイスに、⼈が集まらないように、予約制にしてしまいました。 新潟県
待ち合いのお客様と施術中のお客様のキョリをとり、何かに合わないようにした。マスクケースを作り、⼀⼈
ごとに袋を捨てる（やぶって）。

埼⽟県

待応が遅すぎる ⼤阪府
待合で密にならないように迅速な対応で施術する事。 滋賀県
待合やレジにもビニールで間仕切りを設置。 滋賀県
待合椅⼦に復数の腰し掛けの協⼒をさせて栽いてます。 福岡県
待合室は1⼈⽤ソファを置き、消毒液と体温計を設置している 熊本県
替刃はお客様1⼈毎に変えている ⻑崎県
貸切での対応 福岡県
⼤きい波には、さからえません、感染しない事が⼤事だから 神奈川県
⼤きい容器や⾊々、買って数け所（店や⽞間など放射をやっております、ススクは助かります。 神奈川県
⼤きすぎる位の空気清浄機の導⼊、換気の充実 ⼤阪府
⼤きなポスターCM等ではなく地域的なキャンペーンを多くしてほしい。 新潟県
⼤きな声で話さない ⻑野県
⼤企業等⾃粛をしてる中街にも⼈出なく、何か知恵があれば良いが分らないのでコロナの終息を待つだけです 宮崎県
⼤阪府のステッカーをはり店内の消毒など出来うる事は全てやる。 ⼤阪府
⼤⼿企業のキャンペーン等々に参加する。 神奈川県
⼤⼈数の⾷事会とか、⼦供達との⾷事、外出しない、⼈を守る為⾃分を守る。必要以上出あるかない。 富⼭県
⼤変な世界になりましたね、発明しすぎ地球を、こわしてしまいました。
⼤理⽣布施⽀部
第1波の際は、シェービングを控え安全策をとりました。マスク着⽤と消毒は必須ですので今後も⾃⾝とお客様
に協⼒していただきます。

佐賀県

第⼀やはり消毒だと思います、私の店では四季の花を変える事くらいしかやってません 新潟県
第三の感染が拡⼤しているので、今後の状况を⾒ながら営業に対策を考えて⾏く。 ⼭形県
第三波の影響は⼤きい。メニューのスリム化。 岐⾩県
誰がいつかかるか分からない状況でもし⾃分がかかってしまった時にお客様の不安感をとり除く回復証明書の
ような物が欲しい！！⼜お客様が安⼼してご来店頂けるように！！

島根県

単価を上げる 茨城県
単品の営業料⾦ 新潟県
単品メニューを伝え、なるべく早く終了するようにする。 栃⽊県
短時間での接客にて、⾏う。 秋⽥県
短時間⾼⽣産なメニュー（簡易スパとシャンプーのセットなど） 北海道
団結 神奈川県
男性の美に対する、特に（顔）（育⽑）医療⽤ウイック（⼥●） ⽯川県
男性の⽅は美容院に⾏くのが増えてきていますね。どうして⾏くのか意味わからないです ⼤阪府
男性は育⽑関連の店販がチャンスだと思っています。 静岡県
男性容の実容室への移動⼿の付けようがない。 宮崎県
知らない⼈との接触は、ひかえる。 福島県
知る 千葉県
知恵ではないが⼀⼈⼀⼈の危機感を少し持ってもらいたい。 静岡県
知恵ではないが必要以上にさわがない。 静岡県
知恵とアイディアなんてない⽇本産のワクチンをはやく。 神奈川県
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知恵と⾔っても、もうだしつくしてしまいました。コロナが恐いと⾔って、家でパソコンをつかって、すませ
るお客が増ています。今まで⽉に1回来店していた⼈が4ヶ⽉になっています。中には年に1〜2回の⼈もいま
す。数少ないお客なのに、コロナが恐いので、いくら消毒しても、安全とは思えないので、私の店では椅⼦2台
を1台にして、営業しています。顔も剃りません。その分料⾦も500円引いています。今⽇も⼜お客が0なのか？
⼼配。もう⼿持⾦は有りません。店の⼤きな器具がこわれたら、たとえば前流し、椅⼦、エアコン等収⼊がな
いから借⼊も出来ません。

埼⽟県

知恵と⼯夫とアイディアの前に、とにかく個々にコロナに対し、意識を⾼く持ち、常に危機感を持って⾏動す
る事を組合員に気持ちが緩まない様に浸透させるしかないと思います。

⾼知県

知恵と⼯夫はしているがコロナの前にはもどらない 神奈川県
知恵はありませんが、マスク、⼿洗い、消毒、換気などにてっていし、感染しないさせないを守って頑張って
ます。

北海道

知恵はあるがお⾦がない。 ⻘森県
知恵も、アイディアも何も思いうかびません。 岡⼭県
知事の発⾔にまどわされない。 ⽯川県
知惠はありませんが1⽇も早くワクチンの開発をし終息を願います。 ⻑野県
地域でのコロナ感染者がでないよう、コロナ感染者が来店⼜は感染を広がらないように努めるのみ。 埼⽟県
地域にお知らせ（SNS、チラシ）におけるPR ⼤分県
地域の補助⾦を利⽤しています。 岩⼿県
地域ボランティア 千葉県
地域差があるので、営業⽇、営業時間を⾃由化する。 愛媛県
地域性、営業⽅針、年齢など各サロンさまざま、画⼀的な事などあり得ない。 愛知県
地域性もありますが今までの信頼の上にさらなる信頼を積む地道さの上に、新しい事を取り⼊れる努⼒をする
しかない。

島根県

地域組合員の考え⽅の隔たりがある。 ⼤分県
地域的に前向き過ぎる、対策をやりますと、お客様から、警戒され親密な関係もこわれてしまいます。感染対
象は絶対的ですが、むずかしい状況です、警戒されない程度に椅⼦、ドアの取って消毒、空気清浄機、換気扇
を設備したところです。

⼭形県

地域毎に状況が違うため、報道のあり⽅を⼯夫が必要。 ⼭形県
地元の組合は、よくやっていただいている、感謝します。 ⻑野県
地元⾏政機関がクラスターをおこしたりして、地元市の信⽤を落としている以上、何もできない。 茨城県
地道にやって⾏くのが⼀番だと思えます。70代男性 北海道
地道に衛⽣管理に気を付け、お客様に安⼼安全を、訴ったえて⾏く。 静岡県
地道に気を抜かず消毒 ⻘森県
地道に⾒まもるしか ⻑崎県
地⽅、⽥舎なので⼈⼝の減少がネックです。 福島県
地⽅では、⼀度はなれた客●度来店を、して頂きません 福井県
地⽅ではコロナが、そんなに緊迫感はないと思います。売上げは落ちてます、お客様の周期が⻑くなったと思
われます。

⻑崎県

地⽅ではまだと思っていましたがすぐそばまでという恐怖があります ⼭形県
地⽅でもコロナウィルスを気にしている客が多く。来店⽇数が4⽉〜⻑くなり11⽉12⽉も続いています。 愛媛県
地⽅の営業店では殆どのお客様がどなたかが分っているので、その点では⾮常に助かっている⼀⽅で、仮に⾃
分達がコロナに感染すれば、その⾵評被害の影響は想像しがたいものになると思われ、⾃分達の⾏動には特別
に気を付けて⽣活する様常に⼼掛る事が肝⼼と思います。

⼭⼝県

地⽅の町の個⼈経営なので、そうじの徹底や、マスクの着⽤、消毒薬の設置、予約の徹底等で、リピーターを
失わないようにしている。家賃がないし、固定費の他は少しでも残ればいいという考えです。（施設への訪問
がなくなり、他の業者が⼊っているような気がします。）。

⻑野県

地⽅はアイデアは何もありませんとにかく他府県にいかない事位しかありません。 和歌⼭県
地⽅は⼀時期、売上げも落ち込みましたが、今現在、感染対策を組合の⽅からも、アピール出来ている。おか
げでなんとか、回復してきています。

茨城県

地⽅⾃治体独⾃のホームページサイトに登録活⽤ 滋賀県
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地⽅⼈⼝の回腹、地⽅への職場作り。
置かれている⽴場で来店して下さったお客様を⼤切にするだけです。 愛知県
仲間どおしとの情報共有をし、誤った情報にはまどわされないようにしている。 東京都
駐⾞場の⾞内でお待ち頂き、終ったら、お声をかけます。特に御家族連れの場合ラインを使⽤します。 ⼭⼝県
著しい利益・売上減少はなかったものの、地域⾏事中⽌で、理容店来店の機会を先延ばしにする⼈が続出し
た。

⻑崎県

張り付けるマスク拡充 岡⼭県
朝・⼣・コロナ禍、でののぼりを⽴てて2本程営業しております。 滋賀県
朝ドラに出ている様な⼈気のタレントを使ってのヘアスタイルのポスターを作って新しいヘアスタイルをPRす
るのが⼤事です。（例）ダイゴ。無名のモデルを使ってのポスターはお⾦の無駄です。

富⼭県

聴覚障害の為、⼿話が⾔語です。お客様とお話はできません。コロナ禍なので、⼿話でお話できたらいいな〜
と思います。

静岡県

調髪だけにしたいのですが収⼊がへるので… ⼤分県
⻑期的に安床・1000円カット対策をしてほしい。具体的には組合店で働くスタッフや専⾨学⽣に将来、安床か
1000円カットで働かないように教育することです。安い床屋や1000円カットを利⽤する消費者が増えれば、理
容業界全体の売上（パイ）が⼩さくなり、その中で⾷べていける理容師の数は減ります。理容師がどんどん貧
乏になります。そういった経済的理論から、しっかりと教育してほしいと思います。安床は数をこなさなけれ
ば収益になりません。そのため弱点はスタッフ不⾜です。安床、1000円カットのスタッフも元々は組合店で仕
事を覚えた⼈達です。つまり組合店は敵の戦闘員を育だてている訳です。安床1000円カットも少なくなれば客
もまたもどってきます。安床1000円カットの登場でパイが⼩さくなり理容の価値も下がりました。反転攻勢を
かけなければなりません。売り上げもふえれば組合店も減らなかったでしょう。これはコロナに関わらずやら
なければなりません。全国の組合でそういった考えを共有してほしいです。

栃⽊県

痛みをともなうがダラダラと⾏動するよりは国内の経済を⼀時的に⽌めても短期でしっかりといったんリセッ
トする必要がある。

兵庫県

通り過ぎるのをジッーと待つ。 岐⾩県
通常のインフルエンザ等と同じに、⾃⾝の体⼒、免疫⼒向上の為体⼒をつけるよう、定期的に運動を⾏なって
いる。

⻑崎県

通常営業では、感染しない事の周知。 ⼭形県
低料⾦店＝不衛⽣という感覚がお客様に多いようでソチラから来店されます。当たり前のコトを当たり前に！
安⼼安全を増々アピールしていこうと思います。

福岡県

低料⾦店では出来ない。徹底した消毒、衛⽣管理のアピール。 埼⽟県
低料⾦店とは、いかに消毒に対し熱⼼に組合員が取り組んでいる事を、広く知ってもらう事を宣伝してほし
い。

京都府

低料⾦店へお客様が流れてしまう。
定期的なPCR検査と陰性証明書の提⽰、組合で組織的にやってほしい。 東京都
定期的な消毒液等の配布 北海道
定期的にPCR検査等を受けれるようにして頂き 島根県
定休⽇などあせらず家の中を居場所が1番の好きな花いじり等で外出をせずに写経などで過しています。 佐賀県
定休⽇にもどこも外ひつせず⼈ごみの中蜜にならないよう出かけません 埼⽟県
定休⽇は、出来るだけ⼈ごみの中に⾏かない様に気をつけてます。まず⾃分が感染しない事だから注意してま
す

千葉県

定休⽇を⾃由にして、お客様が集中しないようにするといいではないでしょうか。 愛知県
的外れの対策や経費のムダをなくし効望のいい理容組合にして欲しいです。理容組合の今年の動きにはガッカ
リしました。うちのサロンは美容組合も⼊っておりますが、とてもスマートで対応が早かったです。まずは理
容師さんに菌とウイルスの区別をちゃんとつけてあげて下さい。そして消毒の効果とやり⽅をちゃんと教えて
やって下さい。まずはサロンのレベルを上げる事が先決です。

宮崎県

徹底した、消毒、マスク、お店を、個室にして、やっています。（椅⼦2台で⼆⼈でやっていますけどー。） ⼭形県
徹底した、消毒と換気に努めるのみです 神奈川県
徹底した衛⽣管理と安全性をアピールして⾏く。 岐⾩県
徹底した感染防⽌対策をして、安全⾯をアピールしていきたい。 群⾺県
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徹底した除菌・消毒を⼼掛ける 島根県
徹底した対策（オーバーぎみのパフォーマンス）をしているため、お客さんのママ友ネットワークなどで、あ
そこの店は、安⼼して⾏けると⼝コミがひろがり、今まで⾏っていた店が⼼配なのでと来店してくれるお客様
が増えた（新規客をお断りしていたが）ので来店の間隔が⻑くなり売上減だが、カバーしてくれて売上減を最
少限にできている。

愛知県

徹底的な衛⽣管理でお客様から信頼してもらう店づくり 熊本県
店（⾃分）でのなにか…はなし。 静岡県
店がコロナに過敏になりすぎないように、逆にお客様に不安感を与えてしまうように思います。 ⼤阪府
店ごとにあったメニューの改善。 ⼭梨県
店での⾃分をしっかり守る事。 北海道
店で⾏っている衛⽣消毒の⾒える化 滋賀県
店トイレの⾃動開閉式便座の設置と、⾃動⼿洗いの設置をした。 茨城県
店に、あまり⼈をいっしょに⼊れない。 ⼤阪府
店に1⼈しか⼊れない。 岐⾩県
店にはいすが三台あるのに今はソーシャルジスタンスで2台しかつかえないので早くつかえるようにして頂きた
い3⼈技術者がいます。

岡⼭県

店に加湿器と空気清浄機、cleverinを置いている。でもこのような設備にお⾦がかかっている。 愛知県
店に⼊る時に、天上からミストの様に、オゾンが出ると良い。 埼⽟県
店に来られるお客様の顔ぶれは以前と変わらず、しかし介護施設でのデイサービスのお客様はめっきり減っ
た。職員さんが警戒して紹介をやめた。特養やショートのお客さんは紹介して下さる。
店のテーブルの上、カウンターの上、前洗⾯の上、トイレ…⾄る所に、⼿指消毒液を設置し窓を4ヵ所2cm開
け、換気をよくして、空気清浄機を3台、ストーブにヤカンをかけ、加湿してます。

京都府

店のローンは返さないというないので、⼤変。 群⾺県
店の衛⽣管理、消毒、個⼈の感染予防も最善の努⼒はかかさずしてます。お役さんはコロナ禍でとても敏感に
感じます。客のサイクルが⻑くなって⼤変です。

埼⽟県

店の換気をしている。
店の換気を気をくばり除湿の場合タオルむし器が多いに活⽤できる。 茨城県
店の技術の⾝と⼼の健康管理 茨城県
店の業に改善を⾏い、業界に若⼈の参⼊をめざす！！ ⼤阪府
店の作りから（イスのキョリ）考えなおしていかないとお客様が安⼼できない。 福岡県
店の作りもさまざまなので、各店の⼯夫はしりたい。パーラーシコンをやりすぎると空気じゅんかんが悪くな
るように感じます（感じない店もあるが…）。店の中が暗くならないようにしている店をみると良いなと思い
ます。

神奈川県

店の時間短宿PM5時として、給付⾦をほしい。 ⼤阪府
店の床の消毒は⼤切に思っています実⾏している 神奈川県
店の消毒を組合でせんでしてほしい。
店の職⼈様⼀⼈⼀⼈が福祉⽅⾯の知織を少しでも知っておいても良いと考える ⾼知県
店の⼈⼝に体温を知らせる器具を無料で全組合員に⽀給し、業界からコロナを出さない様にする 新潟県
店の設備を個室化している（開店時からです） ⽯川県
店の中の消毒等のアピールで安⼼して御来店してもらえるようにするのが⼀番。 佐賀県
店の⽅がするのは当り前、客にさせない、客と客の間をきり等するように⽀援してほしい。 愛知県
店の⽅から、外に安全など発進したい。 茨城県
店の⽅はあらゆる⾯で独⼒しているのですがお客の⽅が無感⼼の⽅が多く不安な事が多いです 茨城県
店の埃を、すべて取り除くというぐらいの気持で清掃し。 奈良県
店は、完全予約にしているので、まず密にはならない。 福井県
店は清潔に！！ ⼤阪府
店への来店時、受付で、⽒名と連絡先の記⼊を全店で強制してほしい、クラスターが出た時に連絡できる 静岡県
店を改装して換気扇を2ケ所に1ケ所は出、⼊できる換気扇にしました、客まちは1⼈かけイスに間をおいてセッ
ト

愛知県

店外には組合の配布ポスター掲⽰、⼜、県の感染防⽌宣⾔を掲⽰してアピールしている。 福岡県
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店外への安全性の広告や、アピールを、もっとたくさんしたい。その⽅法の他店の成功例など知りたい。 新潟県
店主がコロナ禍にかかったら終りです。感染防⽌に努めるかない。
店主及び従業員の毎⽇の検温と1ケ⽉単位の検温表をお客様の⽬につく所へ提⽰している 和歌⼭県
店主⾃⾝が健康で働いている姿を⾒せてこそ、ここは安全だとアピールできることだと思います。
店頭、及び⼊⼝にコロナ感せん無し（PCR検査良）のステッカーを貼る等して、お客様への安⼼感を表わすと
良いと思います。

静岡県

店頭⼊⼝にステッカー消毒液。 ⻑野県
店内、イスとイスの間にブラインド、レジKは、クリアーパネル設置 ⻑野県
店内、⼀組以外⼊れない。（家ぞくのみ）理容イス1台しか使⽤してません。 ⼭形県
店内24時間（品名、ウイルスポリスS）をおいています。⼜、ウイルス除去除菌（ストラップタイプ）を⾸にか
けて（かからない、うつさない）免疫⼒をつけ睡眠をとり皆さんにアピーるしている。

⻘森県

店内と店外に毎⽇2回、⾃分の体温を書き（⼤字にて）出しています、⾃分とお客の安⼼の為に。 宮崎県
店内に1⼈のお客様（複数のお客様を⼊れない等） 愛知県
店内には紫外線消毒機（エアリア）を設置して、理容椅⼦は⼀客ごとアルコール消毒をする。 愛知県
店内に居る時間をなるべく短縮できるメニューに提案。 広島県
店内に⼿短にお客様が⼿消毒が出来る様、4ヶ所程にアルコール消毒液を設置と共に気付く限り⼿消毒をお願い
している。技術者は⼿のアルコール消毒とマスク2枚掛けさせている。

愛知県

店内に待たせない。 神奈川県
店内のマスク100％。 埼⽟県
店内の衛⽣⾯、お客様に対しての衛⽣をしっかりやる事。 福井県
店内の感染防⽌の様⼦（ビニールでの仕切、アルコール消毒薬の設置、空気清浄機の設置、ポスター）のチラ
シを作り近辺及びお客様に配る。

福井県

店内の殺菌灯を設置。 埼⽟県
店内の消毒をし安全性のアピール 熊本県
店内の消毒を中⼼にお客様に不安を少しでも解消する事。 滋賀県
店内の常時換気。アルコール消毒 愛知県
店内の清掃は、もちろん、換気扇を回して、オゾン発⽣器でウイル除去。 兵庫県
店内の徹底消毒、⾃⾝の清潔な⾝なり、明かるい接客、予約制にしています。 和歌⼭県
店内は換気扇追加10台、⼤型せんぷう機3台、クリアボード、空気清浄機5台設置。 奈良県
店内を隈無く消毒を毎朝⽋かさずしつつ1客ごとにイス器具の消毒をし⼼がけている。 兵庫県
店内換気とお客様へのマスクのお願いの徹底（マスクはお客様⾃⾝の物、もしくは当店で⽤意した⼿作りマス
クを必ずしてもらってます。）。

千葉県

店内混雑防⽌のため、来店前の電話確認をお願いしています。 北海道
店内全体の消毒。 東京都
店⼊⼝の取ってにウイルス対さくシートをはりお客様から喜ばれた。 千葉県
店舗での衛⽣管理を徹底して、まずは⾃⾝を守り、お客様からコロナ感染を出さないように努める 佐賀県
店舗の換気、器具の消毒の徹底、完全予約にする。 東京都
店舗の型がそれぞれ異るので当店にあった対策を岩室紳也医師に来店いただき、サロンにあった指導をしてい
ただいた。⼤変参考になりました。

神奈川県

店舗を新しく建築する予定（ピンチはチャンスの精神で） 新潟県
店舗内に複数のお客様を⼊れない営業以外に感染防⽌の有効⼿段はないと思います
店舗内全体を消毒できる紫外線22？の様な設備投資を組合加盟店でできる様にしていけたらいいと思います。 北海道
店舗⼊⼝とドアの消毒を⽋かさずしている。 滋賀県
貼り付けマスク（両⾯テープ） 神奈川県
貼るマスク（客⽤） 岡⼭県
伝染病は薬がないと直らないですね、性格があって気にする⼈は⾃粛する⼈はするけどしない⼈は遊ビ歩いて
いるし、むずかしいですね
伝染病法が消滅したのは間違いであり、特措法を、3⽉4⽉に制定すべなのに、今も何も出来ていない。 福岡県
⽥舎だし年71才だし市に今1⼈コロナにかかった⼈がいる、⾃分達がかからないように気を付けるだけです。 神奈川県
⽥舎では⼀⾒様（特に東京から来た⼈）への対応で、全てが変ってしまうと思う。 新潟県
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⽥舎では⾃分の所でコロナが出たら⼈が全々出て歩きません。 北海道
⽥舎においては固定客が多くをしめているので、お互いが注意しております。
⽥舎の貸店舗を1⼈で、やっているのでどうにも厳しい。成り⾏きを⾒守しかない。
⽥舎の店なので、顔⾒知りのお客様なので、話し合って気をつけながら仕事をさせてもらう。
⽥舎は、第⼀号にならぬようー感染以上にまわりの⽬の⽅が恐いと思う、それが感染よくしかも。 新潟県
電解質の次亜塩素⽔を超⾳波で噴霧している（営業時間中） 奈良県
電気、ガス、⽔道の経費負担の軽減やマスク、消毒液の配布など。 東京都
電⾞やバスでの移動をせずにカットできる「ご近所店舗⾒直し」に⼒を⼊れる。 ⼤阪府
電⾞をつかうお客様がたくさんこないのでこまっています。どうしてよいかこまっています。良い⽅法を教え
てください。

埼⽟県

電話、ネットの予約制、または、だいたいの時間が把握できる、待合表を作って、待合に⼈がたまらないよう
につとめる。

千葉県

電話して頂いて状況をお知らせする。 兵庫県
電話で良く話してから⾏る⽤にしている 福島県
電話とかの対応に作業中のやり⽅で直接、電話をさわらないようにメーカーにお願いしたい。 ⼤阪府
電話とかメールでの予約（来店）を⾏い、お客様同⼠の密をさける様⼼がける。 ⻑崎県
電話等に依る全予約の実施。 栃⽊県
電話予約して、お客様がかぶらないようにする。 三重県
電話予約の徹底。 ⼤分県
電話予約性にきり替えた。 ⻘森県
都会と地⽅とでは営業環境が違う為、地域における、安⼼、安全のお客様への提供を、どうするか、悩んでい
る。

秋⽥県

都会より⼈が⼊ってくるのはこわい、⽥舎の町だから。 富⼭県
都市部と地⽅では違うでしょう。 愛知県
努⼒しているが、今の換気、消毒⽅法、（消毒液の量など）は、効果があるのか知りたい。 新潟県
努⼒でがまんで国の制作で今はそれでいいと思います。只今後どう変るかは。
冬期に向って客⾜が遠くなるのは、仕⽅ない思う。 岐⾩県
冬場は寒いので、換気システム等に使える、感染症対策補助⾦。 神奈川県
東京⼀極集中の⼈⼝構成で、⽥舎は⼈がいなくなる。従ってコロナも、何も関係ない。 岐⾩県
東京都、⾦を出して商店を休業させないかぎりコロナは減少しない。思いきった事を国でやってほしい 東京都
当サロンは安全で有る事のアピールをする事。 滋賀県
当サロンは開店当初から予約制なので同時にお客様を⼊店せず間を取り先客と会う事もなく営業しています。 ⻘森県
当り前の事を当り前にする事 埼⽟県
当考だけでなる話でもないので、早々に薬が出来ればと思っています。 京都府
当地にはコロナが発⽣してなく、何の影響もなく平隠ですので対策としてアルコール、マスク位の予防です。 島根県
当店での安全、安⼼をアピール ⻑崎県
当店では、1時間に1⼈ずつバッティングしない様に予約にして営業している。 愛知県
当店では、30年位前から予約優先営業しています。密にならない時間に余裕が出来る。 岐⾩県
当店ではすでに3年前から実施していますが、営業時間の集約化と三密の解消の為、完全予約制にしており、4
時受付迄（特殊技術は3時迄）5時閉店にして、休⽇は毎週⽉曜・⽕曜を連休にしています。コロナの減収はあ
りますがお客様にはほぼ好評です。

東京都

当店では完全予約制にしています、次のお客様と重ならないように時間配分しています。 福岡県
当店では元々、案内シャンプーをしていますが、組合全店で、まずクセ直しがわりにシャンプーで案内すべ
き。

京都府

当店では出来るかぎりの感染対策を取っており、安⼼安全を⼼がけている事を理解してもらう。 福井県
当店では物理的にソーシャルディスタンスをとることがむずかしいので、予約制にして1枠の中にお1⼈のお客
様しかいれないということを徹底しています。

神奈川県

当店では利⽤したお客様に対し今、必要なマスク（紙）を1〜2枚を差し上げてます。喜ばれています。 岐⾩県
当店では理容イス4台から3台へ減らし間にパーテーションを⼊れた。 福井県
当店で感染者がでない様にお客様の⾏動とかを知る。 ⼤分県
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当店で取り組んでいる、コロナ対策や、衛⽣管理の徹底などを、早い段階からSNSで発信したり、顧客にハガ
キでお知らせしたりしたところ、⼤変好評で、「安⼼して来れる」と喜ばれています。低料⾦店から流れてく
るお客さまもいらっしゃいます。組合に頼らず、⾃店での⼯夫が⼤切だと思います。

新潟県

当店は、1⼈営業につき、完全予約で、お客様同⼠、かさらない様にしています。 栃⽊県
当店は、3台店なので真中の椅⼦を休ませて距離をつくっている。 岐⾩県
当店は、コロナ対応に「空気清浄型エアコン」に取替え、その旨を店外・店内に広報しお客様に喜ばれてい
る。
当店は、⼀⼈営業の予約制の為⼀⼈⼀⼈、終ってから次のお客様をするようにしている。ソーシャルディスタ
ンスの徹底をしている。

埼⽟県

当店は、営業（開店）時間を30分早くしました（AM8：00〜PM6：30マデ） 神奈川県
当店は、平素の⼼掛けて、店舗、内外を絶えず清潔に保っています 岐⾩県
当店は、理容組合加盟店である事で、⾊々な指導を受けながら安⼼、安全であるサロンを、アピールする良い
チャンスだと思います。それにより、お客さんが気づき、安⼼安全のサロンを選ぶのでは！！このコロナの件
で、組合員が少しでも増える事を望みます！！ヘアーサロン．レオンみずかみ（48年間経営しております。）

北海道

当店は2台店で営業1時間の所要時間として1⼈ずつ、シェービングは抜きの料⾦体制に予約客を優先していま
す。

新潟県

当店は7⽉より、影響はなくなり、11⽉までは、前年と同じ売上げになってますが、12⽉からは、分からない！ 兵庫県

当店はAmazonで購⼊した『新型コロナウィルス徹底予防』の、のぼり旗を⽴てているのですが、これがお客様
（お客様以上からも）とても好評です。どうでしょう！理容組合連合会オリジナルのセンスの良いのぼり旗を
作るというのは？世間のみなさんに我々の思いとアピールする絶好のチャンスだと思います。

千葉県

当店はこれだけの事をやっているので安全ですよとアピール。 埼⽟県
当店地⽅はコロナ感染者もなくあまり気にしていない ⾼知県
当⽅にも14名出ました、無⾃覚、無症状が⼀番こわい。 宮城県
当⾯ガイドラインに添って営業加復に治めなければと考える。 ⻑崎県
頭部に付着したかもしれないウイルス除去のため必ず施術前にシャンプーをする。 ⼭形県
同じ空間に技術者とお客様1⼈ずつになるように時間調整している。 ⼤阪府
同業者のなかには、対策をしていない店舗があるので、その指導や、やむなき時は排除すべき。 群⾺県
同業者の現況を知りたい、情報交換の場がない ⼤阪府
道具屋（外商）の出⼊が何とかなかないかと思っている。他の外商は考えているが理容業の道具屋は考えなく
て⼊いって来る。

千葉県

特くはない、地道にコツコツと続けていくだけです。 滋賀県
特にありませんが、1⼈で営業しているプライベートサロンが⽀持されている気がします。 埼⽟県
特にありませんが、現状での換気のこまめの⼊れ替え、加湿器、空気清浄機を上⼿に活⽤していきます。 富⼭県
特にない。現状のまま続ける事しか出来ない。 北海道
特にないが、消毒の徹底のみ。 ⻑野県
特にない感染を恐れて来店されないお客様はどんな感染対策をしても来店しないので今、来られてるお客様の
いごいちのよい空間作りや満⾜度を重視している。

愛媛県

特になし。⼀⽇も早く終息するのを願うばかりです。 宮城県
特になし消毒をきちんとして、成り⾏を⾒守っている 愛知県
特に何もしなくて良い、ただ⾃⾝の健康に留意し、清潔、消毒に気をつける事 兵庫県
特に現⾦にもどって感染防⽌で衛⽣⾯と消毒に⼒を⼊れる ⾼知県
特に消毒は絶対必要と思うマスク体温計店に置く事 ⼤阪府
特に消毒を徹底的にポップを店内、店外へ貼って、安全⾯を強化している。 愛知県
特に知恵などないが毎⽇、毎⽇が気をひきしめながら⼀⽣懸命に対応してゆくだけです。 福島県
特に特別な事はないです。⼿洗が1番消費、お客様1⼈1⼈に⼿消毒をお願いして、仕事が（カット終了時は）カ
ンキ、消毒をこまにしています。⼿洗い、カンキ、消毒ですね。

熊本県

特効薬もなく先が⾒えない状態では営業への思い⼊れが浮かばない。 東京都
特紙化補助⾦の申請●タカライス導⼊予定 ⼤阪府
特筆する新しいアイデアはありません。 神奈川県
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独り店なので、予約制にし、貸切で営業している 島根県
独⾃の消毒機等の導⼊。消毒等を積極的におこないアピールしている。 愛知県
内⾯的には、新型コロナウイルスの悉皆成仏の写経供養とつねにコロナの悉皆成仏を願って、お題⽬を唱えさ
せて頂いています。

愛知県

⼆台の椅⼦を⼀台にして、予約、マスクも提供し（1枚…はカットに）（1枚…は仕上に）
⽇項消費衛⽣講習を受けてる組合店は、さほど影響はないんでは？他に各差が出ている！ ⼭形県
⽇頃していますが、倍位上にコロナ対策をしているのをアピールする。 奈良県
⽇々おそれながら仕事しています。⽿にかけなくても出来るマスクを作って下さい！。 奈良県
⽇々に必死で、未来を考えられない状况です。 静岡県
⽇々の信頼を重ねていくしかないです。 埼⽟県
⽇々状況が変わっているので新しい情報を元に対応するしかありません 埼⽟県
⽇本でも早くワクチンがうけれるように思います。 愛媛県
⽇本社会全体の回復と共に、理容業界も回復していくと思●。営業回復を⽬指すならまず⾃粛時には全店を休
ませ補償を国や都に出してもらい「しのぐ」限だと思います。

東京都

⽇本商⼯会議所の⼩規模事業者事続化補助⾦で飲⾷店を優先と⾔われて審査に落ちた。組織⼒でなんとかした
い。

北海道

⽇本政府と同じで無策です。 ⻑崎県
⽇本中の床屋、その他の⽅々の意⾒を取って床屋の良い所をアピールしまくる作戦を1年間通してやる。 宮城県
⼊⼝で熱を測り、私⾃⾝も測ってお客さんにも安⼼させてます ⼭形県
⼊⼝ドアーノブにビニール、ラップ等でカバーしてます。 埼⽟県
⼊⼝に消毒液を置き、来店で消毒をしてもらい帰る時も消毒してもらう。⼜、イスやドアも常に消毒してい
る。

⼤阪府

⼊店の時、声をかけ確実に消毒をやってもらう。 ⻑崎県
忍 宮城県
忍耐 愛知県
忍耐、営業の⾒直し。 ⻑崎県
忍耐の⼀字で頑張るしかないと思います、必らず冬は春となるを信じて頑張ります。 群⾺県
熱、だるさ、味覚鈍⿇、嗅覚鈍⿇の症状チェック。 千葉県
熱がある⼈の来店拒否。 ⻑崎県
熱を計らせてもらったり、県外へ出張などしていないか聞いたりしています。 静岡県
年ぱい者に取っては、今さら、あわてても、遅い。今のままで⾏く。 ⻑崎県
年も70才以上にもなり皆様の良き知恵をお気かせ下さい。 奈良県
年も⾼れいになってるので体調と相談しながらやっております。 埼⽟県
年寄のお客は、安全だが、若い客はこわい 栃⽊県
年輩者が外出を控えることにより年輩者の客層が減ってしまった。 神奈川県
年配の組合員が多い中、店を変える事などできないし、売り上げもないので何か対策といっても、できる範囲
がかぎられる！

群⾺県

年配の⽅が多いうちのような町の理容店は、訪問利⽤を⾏ったりしていてもキャンセルはやはり多く、少しで
も仕事を増やそうとSNSを使ってみたりもしますが、そもそもSNSを使っている⽅が少ないので、なかなか回
復とまではいかないです。

埼⽟県

年配の⽅々のお店の営業が⼼配です。 秋⽥県
年配者へ向けたサロンの利⽤（活⽤）⽅法 岩⼿県
年令の⾼い⽅は平⽇の⽇昼へお進すめすると共に、平⽇割引、シニア割引といった、お徳かんを出してゆう動
していく。

⾹川県

濃厚接触とならない⼯夫（グローブ、フェイスシルド、ゴーグル等） 京都府
脳卒中、⼼臓病、肺炎など、運送の時、スピードオーバー、排気（CO2）、⼟煙、などのストレスを少しでも
なくすこと。

静岡県

農業地域の営業であり、お客様との近親感が伴となっていたが、お客様の理解もと完全予制で収の減少がある
が、夫婦2⼈で細々と頑張っている。

⼭梨県

売り上げの減少ですべての税⾦が重くのしかかっています。それをどうにかしてほしい 徳島県

79



問九．コロナ禍における営業回復に向けて、あなたの知恵と⼯夫のアイディア、現場の声をご記⼊ください。 所属組合

売上が20万円程度の⼩さな店で、売上げが前年⽐50％以上の減になると⽣活が出来ない。当店では、1〜2割減
の⽉はあるが、持続化給付⾦を申請するほどは減少はしていません。東京や都会はともかく地⽅の⼩さな店で
は50％以上減はほとんどないと思います。

新潟県

売上が5％以上に下がってはいないが国の給付⾦100万円欲しい。せめて50万円 広島県
売上げがたとえ50％落ちても10％落ちでも、落ちだ分だけ、⽣活は苦しい。 ⻑崎県
売上げを伸ばしたくても、新規客を取るのも、⾏動範囲が分からず怖い。 茨城県
売上げ減少で困っています。 栃⽊県
売上げ減少等による⽣活費の減少が乃ぼす、精神的、⾁体的なストレスにより、健康⾯でも、いろいろと影響
が出るので困る。

三重県

売上の減少が10％〜20％でも⻑期間続くと⾮常にきびしい状態です。 岐⾩県
売上減少 岐⾩県
売上減少の給付⾦を来年度もしてほしい。組合として動いてほしい。 広島県
髪についているであろう、ウイルスや雑菌などを、最初にシャンプーして洗ってから、カットする様にすれば
いいと思う

熊本県

避けようにも避けられない現状個⼈が注意してお客様への感染防⽌に頑張ります 茨城県
⾮接触性体温計、⾃動⼿指消毒液器、ソーシャル、ディスタンス等々、指導にそって店内を整えています。今
「オゾン空気消浄機を、備える予定。

⿃取県

⾮組合員との核差をアピールするチャンス 宮城県
⾮組合員との差別化（お客様が感じる組合加盟店に⾏く理由が明確になる様アピールする） 和歌⼭県
⾮組合店との差別化を、安全性も全国TV等でピーアールしてほしい！ 静岡県
⾮組合店と組合店の格差を衛⽣⾯、安全性を⼤々的にしらせる。 神奈川県
⾮組合店の違いを明確にした活動 神奈川県
⾶沫感染を防ぐため最低限の会話に⽌めソーシャルディスタントを守る。 熊本県
美容は時間が⻑いので、コロナ患者が出たらしい。 愛知県
美容院では今までにクラスターを出しています…理美容は営業してもいいというのであれば、もっと理容室は
“安全だ”というのを知ってもらわないとお客さんは来店しない…でもどれだけ店が安全対策したとしてもまわり
の地域や市、まわりの市などでコロナの⼈が出たというだけで都会とは違い⽥舎の⽅ではとても警戒して来店
すらしないというのが現実です

三重県

⿐⽑切り・⽿そうじは4⽉以降休⽌しております。今後も休⽌。 ⽯川県
必ず、30分空けて換気、消毒、⼀⽇の来店⼈数を制限、新規はお断りさせていただいてます。 ⼤分県
必ず顧客には⼿指消毒をしてもらう ⼭⼝県
必要でない、⼈との接触おなるべく収える 新潟県
必要ないところに⽀援がいき必要なところが⽀援されていない！！ 富⼭県
必要な職業だとお客様に⾔っていただいているのでアピールが必要だと思う。 福岡県
必要以外、出ない！マスク、換気。 ⼭⼝県
必要以上にコロナを意識せず、⽥舎の良さをピーアール低料⾦的は危険 ⻑野県
紐なしマスクがほしい。（部分テープ付） 埼⽟県
表に⾯したところで営業していますが、⾞はふえましたが、⼈は⼀⼈もあるいていせん。われわれの仕事は、
どうしても濃厚接解になりやすいのでうつしてもいやだし、うつされてもいやなので感染予防はしっかりして
います。

群⾺県

病院内の理容室のため、コロナのためにお客様がとても減っています。カットする時に付けていただけるマス
ク等組合で販売していただけないでしょうか。

⼭⼝県

不安と寂しさに耐えているお年よりに、今私達が負けないで頑張りましょうと答えて上ましょう。 埼⽟県
不安になりすぎない。 愛知県
不織布のマスクの2重＋フェイス、マスクシールド着⽤。（顔そり時は特に）神経質なお客様には⼿洗いうがい
ができるようにしております。

東京都

不特定多数のお客様と接する、我々組合員に対し、定期的にPCR検査を⾏い、証明書の発⾏をお願いします。 茨城県
不明 神奈川県
夫婦で経営、予約制にし確実に客数を確保する椅⼦の間隔、換気、アルコール、マスク。 ⻑崎県
布は、全部洗う、⾃分の服も 宮城県
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普段からの器具の消毒や衛⽣⾯の配りょを気をつけていることをアピールしていく ⻑野県
普段から顧客とのコミュニケーションを取っているので信⽤されていると思っている 神奈川県
普段のサービスと技術でお客様に接する事だけです。 北海道
普段以上の衛⽣管理 千葉県
普段通り営業するしかない 静岡県
普通の⽣活をする。 愛知県
浮遊ウイルスを抑性するため客待に1台作業場奥に⼀台の設置空気清浄機を使しています。 ⼭梨県
⾵邪ぎみの⼈は、ことわる。ねつのある⼈は⼊れない。 岐⾩県
⾵評被害が恐い。組合員が休業すればお客様の離脱はふせげる。 愛知県
副業しないと⽣活できない。 兵庫県
副作⽤リスクの保証を業界全体で⾏なう。 愛知県
福祉施設の⽅々が来店出来ない⽅が多いので訪問を仕易く出来るように。 ⿅児島県
分かりません 東京都
平常⼼が⼤切に思います、平常⼼でいられる様に準備したいです。 ⼤阪府
平常通りに信らい関係を保つ 神奈川県
別にありません 京都府
別にありません ⼤阪府
別になし 広島県
別紙参照 ⼤阪府
変わらないのでなし。 神奈川県
便利さを追求しすぎるのはやめて、⾃然を⼤切にする事である。コロナ禍は⼈類に対する、戒であると認識す
べきです。

神奈川県

保健衛⽣業としての歴史と実績に基づいた現在の営業活動を更に意識と知識と技術を充実させていく事が最⼤
のアピールになります。

福井県

保健所のお仕事は⼤事と思いました。 茨城県
保健所の講習会で聞いた事を実践できた。その場で思い出せた。 宮城県
保障⾦の拡充 北海道
補助⾦を出す。 ⻑野県
包丁とぎ1本500円に⼒を⼊れてます。 神奈川県
法定消毒の遵守。普段からちゃんとやっていれば問題はない 神奈川県
法⽴を変えて個⼈個⼈がもっと危機感をもって早くコロナ禍を消したい。個⼈では●することもできない。 ⼤阪府
訪問カット。 静岡県
訪問理容の拡⼤。 愛知県
訪問理容等の営業。 埼⽟県
訪⾨理容お客様はコロナウイルスに恐れて、お店に来られる⽅が、⼤勢居ると息われますので我等、理容師が
出張してやれば良いと思います。
防御の難しいコロナ、危険を避ける為にも直接な接触を避ける事。 岐⾩県
防災の時みたいに、コロナな災害ですので5〜7⽇同じ所でいられるよう、世界がまとまる。 静岡県
北海道スタイル安⼼宣⾔のチラシを2枚印さつして店の名前で2枚はっている。 北海道
殆んどの⽅は対応に苦慮していると思います ⾼知県
本当に現在の営業⽅法で正解なのか？ 茨城県
本当は話をしないで仕事ができたら感染リクスが減るが、接客にならないので、仕⽅なく話している。⼀応壁
に「濃厚接触を避けるため、マスクでの施術、最⼩限度の会話にさせていただいてます。申し訳ありませ
ん。」と書いた紙を貼っている。

⼭形県

毎⽉組合費を払っているのなら、こういう時こそ1店舗あたりの給付⾦をもっと出してほしい。 岐⾩県
毎⽇マスク着⽤しています。 北海道
毎⽇笑顔で過ごすことを⼼がける 茨城県
毎⽇体温をこまめに計り、⾃分が感染をしない、⼈に移さないことを⼼がけることが⼤事です。 茨城県
万が⼀、コロナに感染した時に備えて、お客様の⽒名と電話番号を確認している。 北海道
万が⼀のときのためにお客様の連絡先は把握するよう努めている。 新潟県

81



問九．コロナ禍における営業回復に向けて、あなたの知恵と⼯夫のアイディア、現場の声をご記⼊ください。 所属組合

万全にして待つのみ！ 北海道
密な営業しないですむ様に組合でHPなど⽴ち上げ、お客様がスマホで店の空き状況が⾒れるなど。 ⼭⼝県
密にならないような予約の取り⽅。ゆっくりとお客様と接する事ができるので、メニューの提案ができるので
は？。

福井県

密にならないように予約制の導⼊。 新潟県
密にならないよう予約制にしたいと思っているが完全にはできない。 新潟県
密にならない為の予約定着。 岩⼿県
密にならない様に席を1つつぶしている。 東京都
密にならない様に予約のお客様を増やして、店内の⼈数を制限してゆく。 群⾺県
密をさけ、⼿洗い、マスク、換気に注意して営業をしております。 ⻑崎県
密をさけて最低のガイドラインを守るしかないと思います。 秋⽥県
密をさけるためには、ソーシャルディスタンスをとってお客様に予約をお願いするしかない。その為には県単
位で理容料⾦を上げるしかない。美容に⽐べても安すぎる。最低料⾦を全連できめるべきだ。

秋⽥県

密をさける為に全⽇予約制にした、結果、お客様も納得して順応してくれた。 神奈川県
密をさける為に予約制を取り⼊れる。 奈良県
密をつくらないよう完全予約制で営業しております。 茨城県
密をとらない。 秋⽥県
密を取る為に、予約制にしている ⿃取県
密を避ける為に予約制にしている。 福井県
夢の話しに成りますが、全国の⾦融（請求）の流れを⽌めて、⾷料、衛⽣品は国からの最低限の⽀給の⽅法
で、必要業種以外は、⻑期休暇を取りコロナ終息後に、経済⽴て直しに（消費税中⽌期間やゴートゥーキャン
ペン、その他）注ぐ事ができたのなら。

広島県

無客の時は出⼊⼝を開放する。 福岡県
無床じょうのコロナ感染者がお客様として来ることもあるので、いつも⾃分と、他のお客様を守るために、感
染床の対策をいつも、している。

神奈川県

無症状の陽性者を早く⾒付け出すためにも、全員（国⺠）の検査をして、安⼼出来る（来店、営業）ようにす
べきと考えます。

京都府

無症状を含めてPCR検査 愛知県
無⽔エタノールでは⼿が荒れる 三重県
無駄な外出をしないで、今はクラスターに注意し、様⼦を⾒守っている。 福島県
無駄な⾏動は懐しむ！！今できる事をやる！！ 岐⾩県
無駄に変化させないことが重要。変わらないことがお客様を安⼼させる。 神奈川県
無理だと思います。どんなたいさくをしても、お客様が来店をきめるので特こう薬ができないかぎり、かんせ
んリスクがなくならないのでインフルエンザ位の考えでは、コロナもなくならないので、昔のけっかく位で考
えないといけないと思う。

福岡県

無理にお客様をつめしこまず、予約で分散させています。換気やそうじはこまめに⾏っています。 東京都
無理をしない。急がない。 神奈川県
無理をしないようにする。 徳島県
無料で国⺠に接種する（早く）。 埼⽟県
無料で定期的にPCR検査などを受けれると良いと思う。（⼤丈夫という安⼼と、気をつけてますよ！と客にア
ピールの為）

静岡県

霧状にして1⽇中湿度を40〜50％にしたり空気清淨器をつけたりまどをあけたり、アルコール消毒はもちろんマ
スクはしていますが外ぜったい、だいじょうぶな物を教えてほしいです

三重県

名、注所、TELに書いてもらっています 宮城県
命を守る事 愛知県
明るく出向かえる！。 広島県
明るく接客する消毒して安全である事をアピールする。 ⼤阪府
免疫⼒を上げていく本などをサロンに置いてお客様に⾒てもらう。 佐賀県
模索中です。 ⼤阪府
儲け主義に⾛らない 愛媛県
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⽬で⾒てわかる消毒のやり⽅を⽰めす。 新潟県
⽬に⾒えないウィルスが相⼿であり事が世界的なことであり、あまりにも広い⼤きな事なので⾃分には何をど
うしたら良いのか皆⽬お思つきません

福岡県

⽬に⾒えるわけでもなく、フリーの客に不安を思う時がある。 北海道
⽬に⾒える安全の強化につとめています。 千葉県
⽬に⾒える安全対策の強化。（予約制等） 千葉県
⽬に⾒える対策を、しっかり表記する事。 ⼭⼝県
⽬の前で椅⼦などを拭くと安⼼感。
⽬の前で消毒する、⼿を洗う、マスク・フェイスシールドを着ける、「ちょっと換気しますので寒いですよ」
と声かける。

奈良県

問五2番の対応をとるつもりであると思っておりますが、どのような⽅向でとっていいのかわかりません。知恵
をください。

神奈川県

問六で答えた様に県外から来ている⽅々により多くご来店出来る様、すべての⾯をオーラに⼈脈を活して、
⼜、異業種の⽅々に声をかけて、セールスしている

福島県

問六に対して、5、の料⾦の改定やメニューの⾒直しとは（例）がわからない。たとえば短時間でカット顔剃な
しとかの料⾦の改定でしょうか？

⿃取県

問六のように、基本的な事を、徹底して⾏うだけです。 埼⽟県
夜の町で悪しき遊びをしないこと不特定の異性とセックスをしないこと 新潟県
夜は5時か6時に営業を終わります。 愛知県
役員さんは本当にご苦労さまです。早速ポスターの感染しないさせないを店に貼っています。ありがとうござ
います。

北海道

薬りが早くほしい。 神奈川県
癒しメニューを増やし12⽉に無料体験し1⽉から単価が上がる事を期待したい 奈良県
唯々、お客様の信頼を裏切らない営業を続けるだけ。 富⼭県
優先順位の改編が個々にあると思うので、理容がランクUPしてもらえる策を思案中。 埼⽟県
有効なワクチンや薬が早く出来てほしい ⼤阪府
有効性の⾼い消毒剤（トリクロ酸配合）を使⽤。⼜、芳⾹剤の容器（使⽤済）に⼊れて常備・常設。検温（⾮
接触型）、⼿指等消毒。⼝腔内洗浄など。今まで私達理容師が⾏ってきた基本作業を、トリクロ酸配合液に
て、⾏う事を徹底。使⽤後の理容椅⼦（客椅⼦）や前洗など。、櫛、剃刃はもちろんの事、マスクの常着接客
など

⼤阪府

融資だ猶予だと⾔われてみても、借りてしまったら返せる気がしないのです。 新潟県
融資の際、もっと借り易くしてほしい。 ⼤阪府
予防に対する衛⽣⾯の消毒順守。 栃⽊県
予防ワクチンが早く出来るようにしてほしい。 愛知県
予防策をさらに強化し、できていない、またはできない店との差別化をはかっていく。 群⾺県
予防接種の薬を早く⽇本で作る。 埼⽟県
予約（電話）制にしている。 新潟県
予約、優先制、周知。 埼⽟県
予約がなければ、5時で終了にしている。 宮崎県
予約くにして、蜜、なくす。 奈良県
予約せい 埼⽟県
予約せいにしています 福岡県
予約せいにしている、時間を2時間おきにしている。 三重県
予約で1⼈営業なので、ソーシャルデスタンスはほぼないが、客待ちのイスを離したり、お客様の検温中、⼿指
の消毒も、フェイスガードで、マスクの変わりをしてます。
予約で7〜8割にして間隔を空けての施術。エタノールも通常通り⼿に⼊るようになり⼀⼈⼀⼈刈布も消毒でき
ます。

茨城県

予約でお客様が安⼼して、ゆった時間で技術を施せる様こしている。 愛知県
予約でしてますので別に問題ありません。 福岡県
予約でやっていますのでこれ以上やりようがないです。 神奈川県
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予約で営業しています 福島県
予約で店内が密にならないように。 岡⼭県
予約にしている。 京都府
予約にしてお客様を待たせず、密にならないように営業している。 佐賀県
予約にして営業しやすくなった
予約にする。
予約のススメ 神奈川県
予約のみにし、お客様の間隔をあけてその間消毒に。 岡⼭県
予約のみの営業。 ⼭形県
予約の空に営業⽇でも訪問理容を⼊れる事によりロスを減らす。 ⼤阪府
予約の時間の間を、多めにとる、消毒、換気の時間にあてる。 ⻑野県
予約の取り⼊れ 神奈川県
予約の取り⽅により、新規顧客を確保して、効率良くまわす。 ⼤阪府
予約の取り⽅を（時間の幅を多く取り）密にならないようにしております。 愛知県
予約の数を増やし客と客が重ならないように時間差を⼤きくとっている。 福島県
予約の調整 京都府
予約の調整、ソーシャルディスタンス、消毒位です。 群⾺県
予約は30数年前からしている。時代はかわった、ITの時代。 東京都
予約をうまく使って密にならないようにしている。 兵庫県
予約をしっかり取り、時間によゆうをもって接する。 三重県
予約をずらしたり、時短営業。 栃⽊県
予約をする事も「ソーシャルディスタンスの型です」ときちんと説明して対応している事をお伝えしていま
す。除菌シートをお渡ししたり、きちんと意識している事をお客様にわかっていただく事が⼤切だと思ってい
ます。

千葉県

予約をとるように、1対1でできるようにしている。 ⼤阪府
予約をとるようになりました 埼⽟県
予約を中⼼に3密をさける！。
予約を徹底したい 愛知県
予約営業でソーシャルディスタンスをたもっている。 愛知県
予約営業での効率のいい営業。 兵庫県
予約営業をしているので、お客同⼠が、接触する事はほとんどありません。 佐賀県
予約客の拡充。 静岡県
予約及び完全個室化。 神奈川県
予約時にトイレ、⽔の（飲み⽔）の利⽤をしない事を伝えている。体温を測って来てもらう。 北海道
予約時間のかんかくをあけて充分な換気、消どくの時間を取る。 ⿅児島県
予約時間の間隔をとり、イスも⼀つ空けての利⽤を基本としているが、混み合う時間帯では、イスとの間にブ
ラインドでパーテーションの代わりとして使っている。

⼤分県

予約時間の⼯夫（なるべく、お客様どうしをがかさならないように）イスの間隔をあけソーシャルディスタン
スの徹底、などの安全対策のアピールを、拡散。

奈良県

予約時間の時間間隔をあける。 茨城県
予約時間の取り⽅を考えて、なるべくお客様が重らないようにして、この店は密にならないんだという印象を
持って頂く。時々会話にも⼊れる。それが⼝コミで伝わるかもしれない。

千葉県

予約時間をきっちりして、密にならないようお客様にも協⼒していただいてます。 富⼭県
予約受付を主体とする
予約状況・衛⽣⾯・メニューの細分化とカスタマイズ例・お客様にわかりやすく発信すること。 埼⽟県
予約推奨のカンバン、メディアのPR 京都府
予約制（今後も続けようと思う。）にしてから、私（技術者）もお客様も気持ちが楽になっている。 福井県
予約制、・イスとイスの間にビーニルカーテンで区切る。検温、アルコール消毒液、次塩素酸ソーダー・
フェードガードよりマスクを⼆重で・換気と扇⾵機を廻す、対⾯で会話をしない、顔剃は⾃由に？お客様に⾒
える安全性を創る
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予約制、個室にて1⼈1⼈、じっくり…仕事する。夫婦2⼈の店なのでゆったりと過してもらう。1⼈1時間くらい
と決ている！！

富⼭県

予約制。 神奈川県
予約制が必要になってきた。 熊本県
予約制であったり来店客名簿の作成、やれるべき対応はしてます。これ以上個⼈店舗では無理な程、衛⽣、消
毒をしております。あとは資⾦⾯、これだけは営業停⽌を想定して運転資⾦を⽤意しておりますが、⼤変で
す。

静岡県

予約制でお客様を沢⼭詰め込まない。
予約制でクラスターにならない様に5⼈までとしている。（全員で） 群⾺県
予約制でソーシャルディスタンスを守る。 福島県
予約制ではなかったが、予約制にした。 ⾹川県
予約制で⼀室1⼈ずつさせて頂いています。 岡⼭県
予約制で客待ちの密をさける。時短メニュー作り。 千葉県
予約制などで密をさける。 愛知県
予約制にしお客様とお客様がかぶらないようにしている 愛知県
予約制にしたけど、出来ない⼈に忘れた⼈など対応出来る様に時間に幅をもたしている ⼤阪府
予約制にして、お客様の密接度を気を付けている。 広島県
予約制にして、お客様同志が、重ならないよう努めてます。 福岡県
予約制にして、次のお客様と⼀緒にならないように時間を調整しながら営業しております。 佐賀県
予約制にして、他のお客さんと接触を避けるように⼼がけている。
予約制にして、他のお客様同志の同じ空間にいる時間を、減らす事だと思います ⻑崎県
予約制にして、特別感をお客様に感じてもらう。 ⾹川県
予約制にして、密にしない。 兵庫県
予約制にして1⼈1時単位で技術を⾏なう。（複数を受け⼊れない） 愛知県
予約制にしているので密にならないようにしている、最も1⼈で営業しているので 新潟県
予約制にしてお客さまが密にならないようにして安⼼して御来店して頂く。 茨城県
予約制にしてお客様が同時に来店されることが無い様にしている。 ⻑野県
予約制にしてお客様が密にならないようにしている
予約制にしてお客様が密にならないようにす。空気清浄機を理容組合員のお店では、コロナが出ていないとお
客様に

愛知県

予約制にしてお客様同⼠が顔を合わせないようにしてる。
予約制にしてソーシャルディスタンスを作る。 ⼭形県
予約制にしてる 栃⽊県
予約制にしてるので、密にはならないが収⼊はへる。 秋⽥県
予約制にして待ち合いに⼈がたまらないようにするといいかも 埼⽟県
予約制にして待合室での間隔を取っている。 神奈川県
予約制にして密にならないように⼼がける。 愛媛県
予約制にして密にならない様にする。総合メニューでなく単品メニューにする。 三重県
予約制にしました！ 茨城県
予約制にする。 秋⽥県
予約制にする。 埼⽟県
予約制にするかどうかまよいます。 宮城県
予約制にすると良いと思う。 ⼭形県
予約制にできるだけし、客に時間を指定していく。 岐⾩県
予約制によるお客同志の接触をさける。 神奈川県
予約制のため店の貸し切りで営業している！ ⼤阪府
予約制の営業で3密をさける事 ⼭形県
予約制の確⽴ 静岡県
予約制の確⽴。 神奈川県
予約制の確⽴。 千葉県
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予約制の充実 福岡県
予約制の徹底。 千葉県
予約制の導⼊ 岡⼭県
予約制の導⼊ 神奈川県
予約制の導⼊ 静岡県
予約制の導⼊。 ⼤阪府
予約制の導⼊。顔にはるタイプのマスク使⽤（県外からの⽅、⼼配な⽅⽤に）。 福井県
予約制の導⼊とメリットの告知 ⻑崎県
予約制の⽇を増やした。 奈良県
予約制をケントウ中。客と客が顔を合わせないように“時間”的にずらす⼯夫が出来ないか、…客数の多いチェー
ン店に出来ない、少店舗ならではの⽅法（対抗策）。しかし予約制の経験が無いので思案中。

⿃取県

予約制を活かし、お客様があまり重ならないよう⼯夫している 福岡県
予約制を実施して顧客ひとり、ひとりの充分な癒やし時間をつくっています 滋賀県
予約制を取り、スケジュールが密にならない⽤にしています。 岐⾩県
予約制を取り⼊れた。 埼⽟県
予約制を取り⼊れていないですが、お客様が重ならないように取り⼊れた⽅がいいとは思うが、なかなか⽥舎
なので実⾏に移せない。

埼⽟県

予約制を続けていく。 岐⾩県
予約制を導⼊したい。 ⼤阪府
予約制を導⼊して、店内にお客様3⼈までを徹底して守っています。 神奈川県
予約制度にして、店内での客数・スタッフ数を⼀定数以下に保って密を避ける。それによって、ご案内がス
ムーズになった。

⼤阪府

予約等での⼈数調整、2⼈以上の⼊店のお断り。 福井県
予約優先の営業をして、借りた資⾦でインターネット予約をできるように整えた。 神奈川県
予約優先を活⽤し顧客がなるべく重さならない様に営業する。 神奈川県
予約優先制の導⼊やお客様の案内、退出後の消毒⽅法をホームページ等で告知 滋賀県
予欲制 東京都
様々なSNSを活⽤して、店舗のコロナウイルス感染拡⼤予防対策について告知している。 茨城県
⽤事以外、外になるべくでかけない ⿅児島県
来てくださっているお客様に安全、衛⽣、消毒などをしっかりやり、店を常にきれいにしておく。 新潟県
来て下さるお客さんに感謝です。 ⿅児島県
来客の⽅々に⽬に⾒える消毒、マスク、⼿洗い等を念頭に業務におります。理客イスの消毒、ハサミ、カミソ
リ等お客様の⽬にふれる様にしております。

⼭形県

来店からお帰りまでマスクをして頂くためお顔そりすべてやめました。シャンプーに時間をかけていますシャ
ンプーもマスク付けたままです

⼤阪府

来店が遅れているお客様へのメールをせっきょく的に進めている。 ⼤阪府
来店サイクルが⼤変永くなっている。当分続くと思われる。よって知恵もアイディアも出て来ない。 ⻑崎県
来店サイクルの⻑くなっているお客様が多いので、ワクチンや薬が普及するまで営業回復は難しいと思いま
す。（接触をなるべくしたくないため）

京都府

来店サイクルの頻度を上げる努⼒ ⼤阪府
来店され、イスに座ってから、⽤具を⽤意する、（消毒器から出して、1⼈安に消毒●を⾒せる） ⼤阪府
来店されるお客様に対して、スタッフに対して体温計（顔認証付）、⾃動消毒設備、設置。 奈良県
来店したお客様に技術者の健康チェック表を⾒て頂き安⼼してもらう。 千葉県
来店した⼈の名簿を毎⽇つける 岡⼭県
来店して下さるお客様の要望をきき客減少をくいとめていくこと技術をみがき続けていこうと思っています。 ⻑崎県
来店しなくても予約の出来る店のPR、等勉強したい。 ⼤阪府
来店できない、したくないお客様のところへ出張サービス（完全防備にて）をしたり、お客様が複数、店内に
いないようにする為の完全予約体制。

⻘森県

来店の回数を増やすメニューを取り⼊れるカットばかりではダメ 静岡県
来店の間隔が⻑くなっているように感じる。（冬は特に） 茨城県
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来店機会の回復は難しい課題。 ⻑崎県
来店客の把握（名前、電話番号）。
来店客⼀⼈⼀⼈の消毒、帰りぎわの消毒の徹底⼜、作業前、顔剃前の⼿洗い消毒うがいの徹底。 三重県
来店周期がのびているのでメニューや店販などで客単価を上げる。 千葉県
来店周期がのびてしまうので次回来店の⽬安をうながす。 栃⽊県
来店出来ないお客様への出張理容等の対応等の展望のやり⽅（講習、ガイドライン） 沖縄県
来店前の予約で店内が密になるのを防ぐ 新潟県
来店動機を上げる付加価値をつけること。 福島県
来店⽇期が⻑くなった（刈り伸ばし） 静岡県
落ちつくまでまつ。 宮城県
利益も⼤事ですが、安全の⽅を優先しての予約の取り⽅をしてます。 島根県
利他の精神で⾃で責任を⾃覚しての⾏動をとる世の中なので、現状が改善される⽇を期待して待つしかない。
だが、⾃助では限界があるので、全理連が私達の声を代弁して欲しい。

埼⽟県

利⽤サイクルが⻑くなっているので、なんとかならないか試⾏錯誤しています。 福岡県
理事⻑の政府への働きかけ。 静岡県
理美容に関してはお客様の信頼を得てありがたい事です。はやばやに組合の⽅から消毒、マスク等配布してい
だだき、コロナ初期から指導のもと危機感があったのが良かったと思います。

東京都

理美容はコロナに対して、危険な仕事であると⾔う知事の発表が、まだ尾を引いている気がする。 栃⽊県
理美容は安全なんだともっと全国に表現する。 ⼤阪府
理美容業は、お客様との距離がどうしても近くなるので、常にコロナの恐怖と隣り合わせで疲れます。飲⾷店
など⼀部は時短営業、給付⾦や補償がありますが、お客様が減っていても休業しても補償がないのは⾟いで
す。

埼⽟県

理美容店での感染が少ないことをアピール。 新潟県
理容（特に組合員）の⽅々はちゃんと勉強して、コロナと戦っているアピールをテレビ、ラジオなどでマスコ
ミを使って報道してほしい。

神奈川県

理容（特に組合加盟店）の安全安⼼のPR TV、新聞、折込広告、メール発信等… 静岡県
理容イスとイスの間に透明なテーブルクロスのカーテンをした、・クロスを客1⼈ごとに洗う。 神奈川県
理容からコロナが出ていないのがふしぎで、飲⾷店の給付はあって私たちにはなぜ無いのか？知りたい。 岐⾩県
理容サロン（組合加盟店）は安⼼安全のPRをどんどん続けてほしい。 神奈川県
理容サロン＝ガイドラインを守り、お客さんの（⾃分⾃⾝も）コロナ感染を防⽌をして乗り越えていきたい。 愛知県
理容に対する⽀援が少ない！ 富⼭県
理容の仕事は健康的な⽣活と密接しておりますが、同時に⾮常に密な状態での作業が不可避であり、リスクも
相当に⾼いことを、⾏政に⼗分理解していただきたい。

新潟県

理容の頻度の回復。 岩⼿県
理容の⽅から給付⾦を出すようにして下さい。 宮城県
理容は、安全だとメディアなどを使って、アピールしてもらいたい。 神奈川県
理容は美容と⼀諸に思われがちで美容でクラスターが出れば理容も危ないと思われてるので理容単体でアピー
ルをした⽅が良い！

千葉県

理容椅⼦の間にパネルパーデンション置こうか考えています。 兵庫県
理容椅⼦の消毒、室内の換気、⼀台分、間を空ける。 東京都
理容椅⼦ひじ掛けにサラン．ラップでカバーしてます。シャンプーポールには毎回キリ吹きにて消毒。 埼⽟県
理容椅⼦を3台から2台に減らし仕切りを作ろうとしていします。 三重県
理容椅⼦等の消毒、客のマスクを預りマスク⼊れ活⽤、エタノールを待ち合いに置く 岐⾩県
理容院の感染対策実施中のアピールをメデイアを使って周知させる。 ⻑野県
理容技術中（カット、パーマ等）にマスクの着⽤（ゴムクロスがけ）またはキッチンペーパーによる⼿作りマ
スクを使⽤しています。（テープでとめる）

埼⽟県

理容業が安全な業務だという事をマスコミ等で上⼿に発信してもらいたい。過敏な対応はマイナス効果になる
ので、状況次第で。

栃⽊県

理容業でのクラスターが発⽣が少ないので、それをデータも含めてアピールしたら良いのではないかと思いま
す。

宮崎県
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理容業では、まだ、コロナは出てないと思います。理容業会の店は安⼼、安全だとのアピーは、必要ではない
でしょうか。特に全理連加盟店では

島根県

理容業では、消毒や衛⽣⾯は常⽇頃から、守られている事のアピールを、理容組合でしてほしい。 ⻑崎県
理容業で安⼼してもらえるよう努⼒して衛⽣⾯、接客等をアピールしてゆき度と…
理容業という職業は昔から広く浅く情報をお客様から教えて頂いてきた歴史があります。各お店で対策されて
いると思いますが！お医者・看護⼠さん・学校の先⽣・サラリーマン・⾃営業の⽅などいろんな職業の⽅コロ
ナ対策を聞けば、きっと良い⽅法があると思います。お客様といっしょになってコロナ禍を戦って⾏きたいで
す。

京都府

理容業にも早く給付⾦を出して下さい！！ 岐⾩県
理容業に対する県・市の時短・休業に⽀援が無い。 神奈川県
理容業の価値が年々下がっている。組合で料⾦を上げて設定してほしい。 岐⾩県
理容業の根幹として清潔に保ち営業するスタイルは、今後「気持ちいい」の体感サービスとしてなくてはなら
ない業だと思う。気持ちよさPRをしていくことが重要（当然、技術ありきとの前提で）。

京都府

理容業の消毒のあり⽅をお客様が認識できるように出来ると良いと思う。（理容の消毒液の基本と現実のあり
⽅）。

岩⼿県

理容業は、持続給付⾦がないため営業がくるしい店が多い。 兵庫県
理容業は、他の業種等に、⽐べると、ほとんど固定客のお客様なので、今のコロナ禍においては、まだ、良い
⽅かもしれませんが、密になるは事のため、感染しないかと、不安な毎⽇を、おくっております。営業時間を
短縮をしているので、⼜、お客様も週期が⻑くなりと売上げも、なかなかあがらずで、仕分ないと思っており
ます。

福岡県

理容業は顔そりが⼀番リスクが⾼い。感染防⽌対策をしていても突発的なせきやくしゃみに対応できない。 ⼤阪府
理容業は濃厚接触業種のため陽性患者が知らずして来店するだけで2週間の営業停⽌となります。早い時期での
ワクチン接種できるように対応してもらいたい。

静岡県

理容業も今1番⼤変な時、毎⽇がこれ良いか？⼼配している
理容業以外全体にえいきょうしている。お客様も知事発表が有ると客⾜がとどこうる。 北海道
理容業営業してのコロナ感染のない要に気を付けています。 栃⽊県
理容業界ではコロナは出ていませんと⾔いたい。 愛知県
理容業界に（組合加盟店）於いては、趣⽣・消毒・換気には⼗分勉強をし、安全である事をお客様にもっと
もっとPRする事が⼤事だと思います。プラス笑顔も。

岐⾩県

理容業界のCMをたくさんやる。 新潟県
理容業界の完全予約にしていく。 秋⽥県
理容業界の⾜並が揃っていないので休業要請には従わない。 愛知県
理容業界の問題ではなくなっているコロナ禍。お客様と1時間以上対話ができる職業。これをもう1度⾒直し
（政治の話しタブーとされてるけど、お⾦の回り⽅など）接客対話スキルをアップしていきたい。デジタルが
進んでいるが、アメログでつながる（直につながる）社会を！。

埼⽟県

理容業界はコロナ前より保健所などの関連から衛⽣⾯には⽇常清潔にしているので、消毒が加わった事で別に
⾯倒な事ではないです。このまま続けるのはとても良い事だと思います。やって⾏きます私は。コロナ感染を
増やさない為にはね。

神奈川県

理容業者は衛⽣に対して真⾯⽬に取り組んでいる事をメディアに流す。（CM、情報番組など） 広島県
理容崎⼦を完全に1台おきに間隔を空けて利⽤している、今度店を改装するときは完全個室型の店舗にする。 静岡県
理容師、本⼈、⼜家族が不要、不急の外出を避け、⼈ゴミの中に⾏かぬ様、⼜近寄らない様にする事に⼼掛け
ています。⼜マスク、⼿洗、消毒の徹底するも複数の飲⾷を絶対しない。

北海道

理容師が出来る事はコロナウイルスに掛らず、店の消毒を怠らず、良い技術と良い接客をする事しかないと
思っています。

広島県

理容師が得意とする刈り込み、スキンフェードで営業回復（来客頻度が⾼い）しました。 茨城県
理容師にしか出来ない仕事に⾃⼼をもって、お客様との⼼象を⼤切に⽣活しています。 福島県
理容師はもちろん、お客様にもきちんと意識していただく。 愛知県
理容師は⻑く働いてる、時短、営業⽇数を減らしながら体⼒をつけるべき ⿅児島県
理容師消毒法を守る事は⾃分個⼈の責任と考えています。 岐⾩県
理容師法の順守。 ⽯川県
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理容師毎朝検温等をし、安⼼してかかれる様対策を取っている事をアピール（メディアに）。 群⾺県
理容室からのクラスターを出さない注意。 群⾺県
理容室にいくとミニ消毒液やマスクがもらえたり。衛⽣⾯をアピール。 東京都
理容室は、感染防⽌をしっかりしているとお客様にアピールをする事。 ⼭⼝県
理容室は⽇常⽣活の必需品を全⾯的に押し出す。（安全性のアピール） ⼤分県
理容室内の空間除菌 岐⾩県
理容所ではあまりクラスターが発⽣していない事を世間にアピールしてほしい 栃⽊県
理容組合から組合員への給付⾦。 徳島県
理容組合で、もっと給付⾦に対する⼿続⽅法を⽂書で送ってほしい。 和歌⼭県
理容組合に⼊ってるが、あまり意味がない。 福島県
理容組合のSマークをお客様に今の時期を利⽤して組合員でいる事に多いにアピールしています 茨城県
理容組合のTOPをかえる。 神奈川県
理容組合のガイドラインそって営業を⾏っています。 新潟県
理容組合の組織が⽣かされていません、けして安くない組合費を払っているのに。将来的に理容師の減少につ
ながります。夢につながる⾏政を期待します。
理容組合加⼊店舗をテレビなどで安⼼安全をアピール
理容組合加盟店のみ使⽤、PAYPAY20％還元事業 富⼭県
理容組合店の消毒の徹底と安⼼して来店してもらえる店創りを促進とPRをする！！ ⼤阪府
理容組合独事ののぼりの製作。（予防対策実施中）のぼりやはたの⽅がポスターより⽬⽴つ！ 東京都
理容組合独⾃の⽀援策があることで、最低限の⽣活ができるような仕組みづくりを国に提案していただきたい
です。また、⽣活保護を受けながらも理容を⽣業としていける仕組みづくりを求めたいです。国は理容業界を
必要としてくれていると信じています。

⼭形県

理容組合⼊っててよかったです。 兵庫県
理容店での感染は、あまり⽿にしない。その仲を、アピールしたら、安⼼感を持ってもらえると思う。 三重県
理容店にも政府からの、協⼒⽀援⾦などの援助がほしい。 神奈川県
理容店の安全をアピール。 東京都
理容店の安全安⼼PRをてっていすべし。 岡⼭県
理容店は「⼤丈夫」と云われる位移さない対策をしっかりとる事。すべての理容店が。 茨城県
理容店はコロナ関係なく消毒がなされている事利⽤者に理解する仂きかけが必要 神奈川県
理容店は安⼼安全のPRをしてほしい。 ⻑崎県
理容店は安全であるというPR活動。 岩⼿県
理容店は安全である⼜は努⼒していると宣伝してほしいお客さまが不安がられている 兵庫県
理容店は安全と⾔う事は、実績で⽰すしかない、理容店は安全とお客様が認しまして頂ければ、あとは、個店
の努⼒次第。

神奈川県

理容店を利⽤する場合のガイドライン的なものを、お客様にも、もっと分かってもらえるように、メディア
や、SNS等でどんどん情報を提供していけばいいと思います。店側がいくらガイドラインにそって営業してい
ても、利⽤するお客様が、「どのように利⽤していいのか分からない」と⾔う意⾒を、たびたびもらうことが
あります。

岩⼿県

理容店同⼠で感染防⽌を常に共有しながら営業して⾏く。 宮城県
理容店内の滅菌消毒器を利⽤してます。 ⻑崎県
理容美容においては、接客時間が⻑い割に感染リスクが少ない事を業界あげてメディアなどで伝えていってほ
しい。

福岡県

理容料⾦の改定 静岡県
理容料⾦も健康保険制度の中で利⽤できればいい。 佐賀県
流れにまかす。 三重県
流れに任せるしか、知恵、⼯夫アイディア、出てきません！ 宮崎県
料⾦の⾒直し。営業時間の⾒直し。 北海道
料⾦を改正して1⼈のお客様に対する時間を短くしたり、または不可価値メニューで単価アップして売り上げを
アップをめざす。

栃⽊県

料⾦値上げ。 神奈川県
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良いアイディアがあったらおしえて下さい 埼⽟県
良いと思ったことは、マネしてみる。 静岡県
良質なサービスの提供 静岡県
緑あり、海ありの環境が良い⽴地条件です、ので換気を良くして、おります。（空気を充分⼊れかえている） 静岡県
臨機応変な対応 埼⽟県
冷しシャンプーがいい例だが、やろうと思えば何でもできる。 岐⾩県
連合会に⼊ってる店からコロナになった時の対応⼜は援助⾦が⼊る ⼤分県
連合会のプール⾦の可能な限りの給付。国への給付⾦への働きかけ！経営が悪化している店がたくさんありま
す！。

⾹川県

労動時間を守る形を作る、低料⾦への対向チャンス。 宮城県
⽼健施設への出張を多く⾏なっています、出張費500多く頂く。 宮城県
⽼⼈と若⼈をなるべく⼀緒にしないようにしてます。 栃⽊県
⽼⼈施設で私達を介して感染させないために、競技⽣活で培った〝より速く、より正確に〟をモットーに⻑い
時間⼀⼈の⽼⼈に接触しないようにしている。

⼭形県

⽼⼈施設に⾏くのにいちばん気を使っています。 秋⽥県
和歌⼭県は東京や⼤阪に⽐べると少ないのが幸いですが。 和歌⼭県
髙齢のため健康にきおつけて頑張ります。 新潟県
髙齢者コロナ怖いので来店少ない⼦供さんに理容店消毒も完全安⼼して散髮しても⼤丈夫と声かけています ⼤阪府
髙齢者になりました。いつまで営業出来るかわからない。⽥舎だからまだまし 三重県
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