部門紹介

2

化粧品サービス部
化粧品サービス部は
『群馬ヤクルトならではの内外美容を提唱し、健やかな美しさを提供する事
でお客さまの幸せに貢献する』
をモットーに活動しております。

MI SS ION

‐部門使命‐

一人でも多くのお客さまの

健やかな美しさに貢献できるパートナーとなる！
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化 粧 品 サ ービ ス 部

P O L I CY
エンゲージメントの向上

１

‐ 基 本 方 針と重 点 施 策 ‐

～互いに成長し貢献する組織づくり～

２

B C（ ビ ュー ティー・クリエ イ タ ー ）推 進

チーム力強化

●あるべきBC像への業務の仕組み化

●チームオリジナルおしゃれスクール

●担当YSとの連携強化

●新人YS研修化粧品教育の充実

●BC導入の新たな仕組みへの挑戦

●ONE ON ONEミーティング

To pics

❖ヤクルトの乳酸菌生まれの保湿成分を配合した
基礎化粧品「ラクトデュウ」シリーズ

ラクトデュウＳ．
Ｅ．
クレンジング（オイル）
・ラクトデュウＳ．
Ｅ．
ウォッシング登場！
ヤクルトの乳酸菌生まれの保湿成分であるＳ．
Ｅ．
（シロタエッセンス）
を配合した、保湿効果の高い基礎化粧品シリーズである
「ラクトデュ
ウ」
シリーズから、
「ラクトデュウ Ｓ．
Ｅ．クレンジング（オイル）」
と
「ラクトデュウ Ｓ．
Ｅ．
ウォッシング」の２品が新登場となり、
ラクトデュウシ
リーズは4品となりました。

クレンジングオススメポイント

ウォッシングオススメポイント

群馬ヤクルト
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❖協働活動「Let's 美 Happy」活動報告
BCと化粧品取り扱いスタッフがペ
アになり、お 客さまに基 礎 化 粧 品 の
愛用を提案する活動を行いました。3
シリーズ【パラビオ・リベシイ・リベシ
イホワイト】の中からお好きなお試し
セット2箱を2週間体感して頂き、そ
の後BCがカウンセリングシートを活
用して、使用状況やお肌の状態を確認
しました。

ご紹介チラシ

関根恵理（写真左）

TEAM

01

駒形
サービスセンター

永島真由美 BC（写真右）
関根さんは、
お客さまに対して
真心を持って対応していること
が活動を通して改めて分かりました。全軒にご紹介し、新
規購入のお客さまもでき、ヤクルト化粧品の価値普及が
出来ました。素直で勉強熱心な関根さんと活動ができ、本
当に良かったです。

吉岡
サービスセンター

上村由紀 BC（写真右）
石田さんが前向きで熱心にお客さまに紹介してくれた
事がとても嬉しかったです。私自身、改めてお客さまを知
ることができました。企画後は、今まで以上に化粧品活動
の報告をしてくれて、自ら予習をし、
どのようにお客さま
に伝えようか一生懸命考えて活動してくれています。今
後も寄り添い、
サポートしていきます。

58

群馬ヤクルト

「一週間後にきれいになったよ！とても良い企画だね！」
とお客さまからお喜びの声を頂き、自信になりました。永
島ＢＣは私の小さな疑問にも分かりやすく的確にアドバ
イスをし てくれ
る有難い存在で
す。一 緒 に 活 動
出来たからこそ
良い結果が出せ
たと思います。

石田宏美（写真左）

TEAM

02

カウンセリングシート

－2020年度事業活動報告書－

「お客さまにきれいになってもらいたい」
という想いで
活動に取り組みました。上村ＢＣとの連携でお客さまも
愛用品が増え、さらに上村ＢＣのフォロー訪問による使
用確認などできちんと使っていただくことが出来ました。
私自身も化粧品活動に以
前より前向きに取り組め
るようになりました。頼り
になる上村ＢＣと一緒に
活動できて良かったです。

化 粧 品 サ ービ ス 部

柄沢香織（写真左）

TEAM

03

高崎西
サービスセンター

桜井礼子 NBC（写真右）
ヤクルト化粧品の良さを知っ
て頂く機会なので、柄沢さんとの
お客さま情報の共有などをこまめに行いました。いつも
明るく前向きな柄沢さんなので、最後まで２人で楽しく
活動が出来ました。

ヤクルト化粧品の良さを体感して頂くには「大好きな
パラビオを試して頂くのが一番！」
という想いで活動しま
し た。自 分 の 自 信
の な い 所 を、桜 井
ＢＣにフォローを
してもらい、抜群の
コンビネーション
で本品の購入にも
繋がりました。

飯塚百合香（写真左）

TEAM

04

安中
サービスセンター

井上佳子 BC（写真右）
この活動を通して、飯塚さんの
エリアのお客さまとふれあいが
出来て良かったです。飯塚さんの
仕事に対する真面目さと熱意を感じ、ますます好きにな
りました。

全軒のお客さまに商品を詳しくお伝えし、知ってもらう
ことができました。初めて使う方も多く、良さを体感して
もらい、内 外 美
容のお役立ちが
できたと思いま
す。
１番はお客さ
まの笑顔を見ら
れた事が良かっ
たです。

大澤さおり（写真右）

TEAM

05

笠懸
サービスセンター

津田美枝 BC（写真左）
初めての企画だったので最初
はどうしたらいいか、考えながらの活動でした。
コロナ禍
で単独で訪問することも多かったのですが、大澤さんと
お客さまでコミュニケーションが取れていたので、私が
訪問した際もすんなりと化粧品の話を聞き入れてくれた
のでお伺いしやすく、活動もスムーズにできました。

あるお客さまは体感して1 週間後、玄関を開けたら顔
がパッと明るく、
くすみのないお肌になっていました。お
客さまがとても嬉しそうにしているのを見て私自身も嬉
しくなりました。津田ＢＣのアドバイスを受けながらおす
すめすることで購入に
もつながった方もいま
した。今後もお客さま
に寄り添いながら活動
をしていきたいです。

群馬ヤクルト
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化粧品活動週と従事者推奨商品案内
お客さまにヤクルト化粧品の価値をお伝えするため、毎月始めの1週間を化粧品活動週間としています。それとともに、従事者愛
用を促進するため、従事者に対しても推奨商品をご紹介しています。

朝礼での事例・情報共有

従事者愛用推奨商品のご案内

従事者向け Let's 美 happy

美肌教室～価値普及マーケティング開発部とのコラボ～

ららかんら 様（甘楽町）
季節に合わせたお肌の話とラクトデュ
ウシリーズをご紹介いたしました。
ラクト
デュウウォッシングのフワフワな泡をお
見せし、ローションやミルクは実際の手
でシロタエッセンスの肌馴染みやしっと
り感を体感していただきました！
前半 美肌講話

後半 体感コーナーで泡立ちの確認

高崎市協働事業～輝くウーマンライフ～
２０１７年に高崎市と締結した「健康づく
りの推進に向けた連携協力に関する協定」
に基づき、高崎市との協働事業として
『輝く
ウーマンライフ～肌の輝きは健康から～』
を３回開催いたしました。
高崎市の栄養士や保健師と連携し、内側
からキレイになるための『おとな女子の美
肌レッスン』
を行い、自分で実践できる力と
正しい知識を身につけていただきました。
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太陽誘電（株）様

子育てなんでもセンター様

化 粧 品 サ ービ ス 部

NBCステップアップ研修
“頼りにされるBC”になるための具
体的な目標の立て方を学ぶ研修を行い
ました。
グループワークを行いながら現
状の課題を共有し、目的達成のために
自分の言動を振り返り、仲間との良好な
関係を築くにはどうしたらよいかなど
話し合いました。研修を通してBCの役
割を再確認することが出来ました。

「自分物語」
ワーク

グループワーク発表

エステサロンでの愛用者づくり
ヤクルトのエステを通じて、それぞれのお客さまに合った効果
的なスキンケアの大切さやホームケアのアドバイスを行い、商品
の価値をお伝えしています。
一人一人に合わせたカウンセリング
を強化し、スタッフとお客さまが満足、

エステサロン
紹介動画は
コチラ

喜びを共有し合える存在になることを
目指しています。

エステサロン紹介動画

To pics

❖「ヤクルト アロマモイストハンドクリーム」を新発売

心地よい香りと高い保湿力でシーンや気分に合わせて使用できるハンドクリーム
2種類の香りのハンドクリームは、使用シーンや気分に合わせてお使いいただけます。

フレッシュ＆シトラス

モイスチュア＆ローズ

手肌になじみやすく、ベタつかない使用感

しっとりとコクのある使用感で、
リラック

と、気分がリフレッシュする爽やかなシトラス

スする上品なローズの香りが就寝時にもお

系の香りが日中使いにぴったり！

すすめ！

群馬ヤクルト
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