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旅館 澤の屋
～家庭的な変わらぬ “ おもてなし ” で外国人旅行客に愛される、長屋の暮らしが残る下町の家族旅館～

東京の中でも下町といわれ、古い町並が残る谷中に位置し、
伝統的な下町の文化や人々にふれることが体験できる旅館。
周辺には、根津神社や下町風俗資料館、そして近くの上野公
園内には、東京国立博物館や国立西洋美術館、上野動物園な
ど大人から子供まで楽しく遊べる文化施設が数多く存在する。

●取組の概要
個人の外国人旅行者の誘客
江戸情緒が漂い、古い町並が残る下町の谷中におい

て、家族経営によるアットホームな雰囲気や文化や習慣
の違いに寛容に対応する“ おもてなし”のサービスで、
外国人旅行者の観光拠点として活躍、個人の外国人旅
行者の誘客に取組んでいる。

●取組の背景
外国人旅行客を受け入れる
全国に散在していた家族旅館は、1970 年の万博が

終わったあたりから下降線をたどり、1980 年に入ると、
近代的で廉価なビジネスホテルなどにお客が流れて、経
営が悪化してきた。そのような時に、小さな旅館グルー
プで、積極的に外国人旅行者を受け入れていた「ジャパ
ニーズ・イン・グループ」に入会したところ、外国人観
光客を受け入れることを提案された。
当時の訪日外国人旅行客は僅か180万人で、高級ホ

テル･旅館以外には受け入れる宿がなかった。日本の習
慣・文化に興味を寄せる外国人は多数いるのに、安く泊
まれる旅館がないという状況に、宿泊ニーズが同旅館
に集中した。

●取組内容
街の催しや日本の家庭の季節ごとの年中行事
と、下町の家族旅館らしいサービスでおもて
なし
文化・習慣の違いを乗り越えるサービス、下町の家族

旅館らしいサービスが澤の屋の強みである。澤の屋は
外国人を受け入れて以来、夕食を食べる人が少ないので
旅館周辺の地図を作り、どこで食べられるかを教えるこ
とで夕食を取りやめ、欧米で普及しているB＆B（ベッ
ド＆ブレックファースト）の一泊朝食付き方式に変えた。
また、文化や習慣の違いから起こるトラブルにも寛容に
対応し、門限よりも帰りが遅くなる旅行者には玄関の
鍵を貸し出す、早朝にチェックアウトする旅行者には前
夜に勘定をしてもらい、玄関の鍵を渡して自分で開けて
帰ってもらうなど、できるだけ顧客の意向をかなえるよ
う配慮している。
そして、澤の屋だけではなく、澤の屋のある谷中エリ

アに興味を抱く欧米流の探索的な個人旅行客に対応す
るため、谷中界隈の街ぐるみで旅行者を受け入れる体
制づくりや、日本の家庭で毎年行われる伝統行事で、日
本の下町らしいサービスを提供している。
澤の屋の家族旅館について、外国人宿泊客からは「い

つも同じ顔触れで家にいるようにくつろげるし、小さな
宿の方がその国の文化や生活に接する機会が多いから
です。」と評価され、谷中の町については「食堂でも郵
便局でも、ガイジンといって特別扱いされないから、普
通の日本人と同じ生活をすることができます。」と言わ
れている。

住所：東京都台東区谷中 2-3-11
創業：昭和 24 年
従業者数：12 名（パート含む）
URL：http://www.sawanoya.com/

好　事　例東 京 都
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宿泊予約は E メールで、そして不泊（ノー
ショー）になった時にクレジットカード会社
を通して一泊分の宿泊料を請求できるギャラ
ンティー・リザベーション制度を採用
国際標準サービスの取入れなどによって「小さな日本

旅館の国際化」を図り、探索意欲の高い外国の個人旅
行客にフィットする日本旅館の新しいモデルを作り上げ
た。加盟する外国人旅行者の受け入れに積極的な家族
旅館組織「ジャパニーズ･イン・グループ」から、世界に
配布するパンフレットやそれを介して受ける取材などで
積極的に情報を発信している。1998 年には、英文の
ホームページを立ち上げたことによりガイドブック掲載
が増加した。2007年には、ミシュランガイドブックに
て星を獲得した。
宿泊予約の 8 割は E メールで対応している。また、

小旅館としては極めて早い時期から宿泊予約客の無断
不泊（ノーショー）に対して、クレジットカード機能でキャ
ンセル料を受け取るギャランティー・リザベーション制
度を採用し、普及にも尽力している。

●取組による成果
街ぐるみでの外国人の受入れは家族旅館にも
好影響
下町の家族経営旅館として、新しいことは行わずに、

日本の家庭の伝統的な年中行事のサービスを提供して、
外国人観光客の受入れを初めて38 年が経過した。
谷中の町とのゆるやかな関係づくりを行い、谷中界

隈の町ぐるみで旅行者を受け入れる体制づくりに協力
し、5月人形を飾ったり、豆まき、菖蒲湯などの伝統行
事を行ったりして、日本の下町らしいサービスを提供し
て、外国人旅行客に日本の下町の家庭らしさを味わって
いただいている。
家族的な旅館サービスを低廉で提供することで、こ

れまでに92ヵ国以上、のべ 20万人を超える外国か
らの旅行客にご利用いただいてきた。宿泊客の 9 割以
上が欧州・米国・豪州からの個人旅行客で、その 3割
がリピーターである。

●今後に向けて
家族旅館として、安心して寛いでいただける
空間を提供
旅館 澤の屋は 2019 年の 6月で創業 70周年を迎

えた。これからも谷中の家族旅館として、安心して寛い
でいただける空間を提供していくつもりである。外国人
を受け入れることは日本の文化を知ってもらうことにな
り、結果として世界平和につながると考えている。

営業者の声
谷中という街が澤の屋のお客を鷹揚に受け入れ
てくれているのを感じます。祭りや催し物へ参加
することを外国人はとても喜びますし、日本人と
友達になって良い思い出ができます。街ぐるみで
外国人を受け入れていけば、全国の家族旅館も再
生可能です。海外からの個人客は、日本人や日本
の習慣・文化とのふれあいを求めています。客室

フロント
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１カ月目 2 カ月目 3 カ月目 4 カ月目以降

割烹旅館　琴水 ～エアレジで顧客管理を徹底し、販促活動を活発化～

割烹旅館「琴水」は、1907 年に創業した老舗旅館。かつては大町桂月、志賀直
哉など著名人が愛した旅館として名を馳せた。浜名湖に面した風光明媚な立地環境
にあり、宿泊者を惹きつける魅力を有している。また、昔ながらの旅館のサービス、
もてなしを徹底するスタンスを貫き通している。

●取組の背景 ●取組テーマ

●計画（Plan）

●目標

若女将は、1年ほど前から旅館琴水の経営を父
から受け継いだ。その後旅館経営に携わっていく
中で、お客様の管理やお客様に対する販促活動が
十分ではないことに気づいた。どのようなお客様
がどの時期に、どの程度の頻度で宿泊されて、個
別のお客様がどのような好みや趣向をお持ちで
あるのかなどといった情報が残っていない状態で
あった。そのため、きちんとお客様の情報を管理
することが、お客様の満足度につながるとの思い
があった。

C.ICT を活用して集客力を高めよう
D. お客様の満足度を高めよう
I. 効率的に作業しよう

経営改善の取組として、散策マップの作成、ホー
ムページの充実などへの着手も検討していたが、
最も効果が高いと思われたエアレジを導入するこ
ととし、また長年の懸念であった看板をリニューア
ルする。

 住所：静岡県浜松市
 創業：明治40年
 従業者数：8名
 URL：https://kinsui.jp

お客様によりきめ細かなサービスを行い、
来客リピート率を上げる。

顧客データの蓄積、お客様へのサービスの高度化

看板工事

操作訓練エアレジ購入準備 エアレジ設置

エアレジ

静 岡 県

各種分析、集計等の試行

モデル事業 2018 年度　　
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●取組（Do）

●成果（Check）

●今後の取組（Action）

①エアレジの導入・活用
エアレジ等については、若女将はかねてから情

報収集してきたため、コンサルタントのアドバイ
スをうけ、機器選定など導入はスムーズに進んだ。
導入後は継続して使用し、日々の顧客管理にかか
せないツールとなっている。操作方法も慣れてお
り、操作に全く問題ない。

②エアレジ活用による顧客情報管理と活用
リピーターのお客様が泊まられた時、通常だと

気づかなかったが、エアレジのデータベースで再来
されたお客様と知らされ、前回がどのような経緯
だったかや好み等をすぐに知ることができた。ま
た、経営に関する様々な数字がグラフやチャート
などで視覚化されるが、分析の結果、旅行サイト
などへの手数料が意外と高いといったことが分か
るなど、経営判断に役立っている。

③継続利用
決算などの書類の作成なども楽になり、経営と

密接にかかわった活用を進めている。アプリのアッ
プデートにあわせ、高度化する機能も活用してい
る。

④看板のリニューアル
改装した看板はお客様に好評である。

【2018年実施時の成果】
次のような効果がみられた。その後も効果は継続
している。
①エアレジを使用することで売上ミス等が発生し
なくなった。カード支払やキャッシュレスに対応で
きる。また、情報を従業員全員と共有できている。
②エアレジで顧客の特性を分析（来客頻度、料理
種類、宿泊金額、好みやアレルギー等）でき、分
析結果をもとに顧客に提案できる。
③看板リニューアルに関しては、遠くからでも旅館
名が比較的見えやすくなった。看板とともに写真を
撮られるお客様も多い。長い目でみると、旅館の
イメージアップにつながるものとなっている。

顧客管理ができるエアレジを今後も十分に活用
していきたい。10 年でこのシステムのレンタルが
きれることになるが、10 年はまだずっと先なので、
その時にはまた全然別の機器になっているだろう。
またキャッシュレス対応などにも、今後取り組んで
いきたい。

営業者の声・お客様の声
当モデル事業がなければ、このような取組を行う
ことはありませんでした。経営を改善するきっかけ
となりました。エアレジでは、経営に関する様々な
グラフ等が視覚化されます。どこにどれだけコスト
などがかかっているかは、これまで勘に頼っていた
が、勘があっているとは限らないことを確認できま
した。

●達成状況

導入してまだ十分に時間が経っていないた
め、リピート率はまだ十分に見込めない。
しかし、個別お客様へのきめ細かなサー
ビスを続けているため、今後効果が見込
まれる。

旅館の外観 (看板リニューアル後 )

エアレジ (画面 )
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1~2 カ月目 3~4 カ月目 5 カ月目

ステーションホテル旭屋 ～多言語対応とビジュアル重視で外国人客獲得へ～

ステーションホテル旭屋は、国定公園大沼公園の玄関口である
JR大沼公園駅のすぐ目の前に立地する。客室は洋室8室・和室7室・
バリアフリー対応 1室の全 16 室、1階レストランは 26 席で分煙
対応。テイクアウトメニューもあり、ベジタリアンにも対応可能で
ある。駐車場・無料Wi-Fi・車イス対応トイレを完備し、クレジッ
トカード決済にも対応している。

●取組の背景 ●取組テーマ

●計画（Plan）

●目標

七飯町の観光入込客数は、かつては年間約
300万人弱と、修学旅行生や札幌・函館などの
近郊からの観光客で賑わっていたが、東日本大震
災発生の 2011年には半数近くまで落ち込んだ。
その後、北海道新幹線開通やインバウンド効果で
2018 年には約 230万人まで回復している。近
年は、外国人観光客比率が高まり、重要なターゲッ
トとなってきた。                             

F. インバウンドのお客様を増やそう

函館･札幌を宿泊地として日帰りで大沼公園観
光を楽しむ外国人観光客を、ホテル1階のレスト
ランに誘客する。そのために①メニューの見直し、
②駅側外壁にメニュー看板の設置、③多言語版メ
ニューブックの作成などを実施する。

住所：北海道七飯町
創業：明治38年
従業者数：8名、うちパート・アルバイト5名
URL：http://business2.plala.or.jp/asahiya/menu.htm

レストランの外国人利用客数：
対前年同期1,000.0％
　※比較対象：年末2カ月間、
   　把握方法：伝票データ

現状分析と対策案の検討

メニュー案検討

販促チラシの制作と配布・設置

壁面看板の制作・設置

新メニューブックの制作

1階レストラン

北 海 道 モデル事業 2019 年度　　
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●取組（Do） ●成果（Check）

●今後の取組（Action）

①生産性向上と独自性を追求したメニューへ
の見直し
業務効率を考慮してABC分析に基づきメニュー

数を絞り込むとともに、訪日外国人客の嗜好を踏
まえて、地元七飯町産の野菜・豚肉の積極的な使用、
お店独自の秘伝ソースなど伝統の味へのこだわり
をアピールするメニューを採用した。

②ホテル壁面にレストラン・メニュー看板の
設置
大沼公園駅の乗降客から目に入る位置に、料理

写真を大きく扱ったレストランのお薦めメニューを
掲示し、日本語・英語・中国語の 3カ国語での説
明文を付加した。ただ、景観条例の制約で予定よ
りもひと回り小さなサイズになってしまった。

③メニューブックのビジュアル化・多言語化
メニューブックは、3カ国語対応と写真中心の

形式に改訂し、外国人客には料理内容や特徴を伝
え注文しやすいようにし、写真に番号を付けること
で店側のオーダーミスやトラブルを防げるよう工夫
した。販促レイアウトのZ 法則に基づき、お薦め
メニューを配置した。

今まで外国人対策を講じて来なかったこともあ
り、外国人利用者はほぼゼロに近かったが、今回
の対策でレストランの冬季外国人利用が実現した。
目標値は下回ったものの、取組の有効性には手応
えを感じている。

今後は、メニューブックの料理写真から、レスト
ランの販促チラシを作成し、集客や売上アップに
結びつけていく。すでに観光案内所・JR・公民館
等と交渉し、チラシ設置や配布協力を依頼済みで、
地元観光協会 HPにもメニュー表等の店舗情報掲
載を快諾してもらっている。

営業者の声・お客様の声 コンサルタントからのアドバイス
今まで家族だけで考えていた時には、インバウン
ド対策として何をすべきか良い案が浮かびませんで
した。今回、専門家の指導を受け、第三者の視点で
の意見を聞けたことで、進むべき方向性や対策を具
体化でき、非常に感謝しています。また、業務多忙
を理由に、見逃してきたことに気づき、ゼロから経
営を見直す良い機会になりました。

メニューブックはレイアウトや見せ方の工夫で、
お薦め商品への誘導が可能になります。これからも、
ガイドライン・マニュアル掲載の手法を参考に、売
上・収益アップに結びつく改善策を継続してくださ
い。また、エリア間競争が激しい観光業では、同業・
異業に関わらず地域内での協力連携が必要になって
いくので、地域全体の活性化にも積極的に取り組ん
で欲しいですね。（北海道生活衛生営業指導センター
/中小企業診断士）

●達成状況

レストランの外国人利用客数：
対目標 66.7％ / 対前年同期 666.7％

ビジュアル重視の壁面看板

3カ国語対応メニューブック

ワンポイント
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1カ月目 2 カ月目 3 カ月目

大沼茶屋湖 ～情報発信で新たなターゲット層の開拓～

大沼茶屋湖の姉妹館である「藤七温泉　彩雲荘」は十和田八幡平国立公園内
にある東北最高峰（海抜 1,400m）の温泉宿で、「日本秘湯を守る会」にも加盟し、
全国的にも認知度が高いが、毎年 10月末から４月末にかけては、宿への道路
が積雪で閉鎖されるため営業休止を余儀なくされている。そこで当社は冬季の
収益確保を目的に、藤七温泉から車で 20分ほどの鹿角市にある温泉宿「大沼
茶屋湖」を開業している。岩手県旅館ホテル生活衛生同業組合加盟。

●取組の背景 ●取組テーマ

●計画（Plan）

●目標

大沼茶屋湖は、冬季は予約が入れば宿を開け
るという営業スタイルである。藤七温泉「彩雲荘」
の知名度・集客力を生かし、冬季、休業する藤七
温泉の顧客を、大沼茶屋湖へ誘導する戦略で取り
組んできた。しかしながら、大沼茶屋湖の客足は
伸びず、2019 年の11~12 月の宿泊客はゼロで
あった。

C.ICT を活用して集客力を高めよう

藤七温泉に依存した戦略から脱皮し、大沼茶屋
湖独自の戦略で集客を図る。そのために、ＩＣＴ
を活用し、大沼茶屋湖独自の観光資源である大沼
をＰＲすることで、彩雲荘との差別化を図る。また、
6室の小さな温泉宿を逆手に、ターゲットを絞っ
た集客策を展開する。

 住所：秋田県鹿角市
 創業：平成27 年 7月
 従業者数：19名（うち、パート13名）
 URL：https://www.toshichi.com/index.html
 　　　 http://www.ohnuma-chayako.jp/index.html

2019 年11～12月の宿泊者数 20人
       （昨年度同時期実績 0人）
2019 年11～12月の売上高15千円
       （昨年度同時期実績 0円）

サービスの見直し

新しいターゲットの検討

関西方面に対し営業展開

秋 田 県 モデル事業 2019 年度　　

従来の客室

SNSの構築 情報発信
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●取組（Do） ●成果（Check）

●今後の取組（Action）

①新しいターゲットの検討
藤七温泉に依存した集客から脱皮するため、新

たなターゲットとして「女性の一人旅客」を設定し
た。

②サービスの見直し
「お一人様宿泊限定室」として、和室にベッドや
椅子を配置した『和モダン』なゆったりくつろげる
部屋を用意。『和モダン』の部屋を検討するにあたっ
ては、従業員からアイデアを求めるとともに、自分
たちの手で部屋づくりを行った。

③SNSの構築・情報発信
ホームページをリニューアルし、お一人様向けの

宿泊プランを検討。楽天トラベルやじゃらんからも
予約ができるようにした。

④関西方面に対し営業展開
大沼の四季折々の魅力ある風景と、その湖畔に

「ポツンと一軒だけ」ある温泉宿であることを視覚
的に伝えるチラシを作成（リニューアル）し、関西
方面に営業を行った。

昨年度の紅葉シーズン終了後の11月～12月の
実績はゼロだったが、本年は大幅に収益が向上。
一定の効果を上げることができた。

お客様が来館されるのを待つ受け身の姿勢では
なく、地域と当館の魅力を継続的に情報発信して
いく必要がある。そのためにも、当宿の各種サー
ビスを充実させた宿泊プランを開発して販売促進
を行い、年間を通して集客できるようにする。

営業者の声・お客様の声 コンサルタントからのアドバイス
雪深い山間の温泉宿である当館は冬場の集客に大
変苦慮しておりましたが、従業員皆で客室の装飾や
宿泊者へのサービス向上策等に工夫を凝らし、楽し
く企画を進めることができました。お客様からの評
判も良く、当館だけでなく姉妹館の藤七温泉彩雲荘
でも同様にサービス向上を図っていきたいと考えて
います。

中小企業は、自分が「やりたい」と思ったことしか、
結局は行動に移せないので、「やりたい」ことを見
つけて、思い切って取り組んだほうが良いといえま
す。苦手なことはアウトソーシングでカバーして、
「やりたいこと」＝「やるべきこと」に意識を集中
させて取組むことが、よい結果に結びつきます。（岩
手県生活衛生営業指導センター /中小企業診断士）

●達成状況

2019 年11～12月の宿泊者数 88人
          （目標の440％）
2019 年11～12月の売上高 77千円
          （目標の513％）

和モダンをコンセプトにした客室

ワンポイント
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1~2 カ月目 3~4 カ月目 5 カ月目

ホテル黒部 ～業務標準化による収益向上を進め、マルチタスク化へ～

ホテル黒部は、黒部峡谷・宇奈月温泉最上流の宿で、宇奈月温泉駅か
ら車で 2分。宇奈月ダムが目と鼻の先の黒部峡谷に最も近く、客室 43
室の全てから峡谷の四季折々の自然を眺められる。男女 100 名収容の
大浴場や露天風呂からも、対岸を走るトロッコ電車や大自然のパノラマ
を堪能できるのが特徴。昨年の「ももいろクローバー Z」宿泊利用をきっ
かけに、ファン応援宿としても認知されるようになった。富山県ホテル
旅館生活衛生同業組合加盟。

●取組の背景 ●取組テーマ

●計画（Plan）

●目標

近年、増加傾向にある利用客数に対し、人手不
足による従業員確保難や作業効率の低さがホテル
経営の課題として浮上していた。そこで、現在の
顧客満足度を維持しながら、業務の標準化や提供
サービスの見直し・改善を行うとともに、作業の
簡略化やコスト削減を実現することで、ホテル全
体の生産性向上を図り、収益確保をめざすことに
した。

B. 費用を削減して収益性を高めよう
I. 効率的に作業しよう
J. 人的ミス（ヒューマンエラー）をなくそう

顧客満足度を維持しながら、業務の標準化・効
率化を目指すため、先ずは、①客室清掃の業務標
準化（マニュアル化）と、②客室用お茶の粉末ス
ティックタイプへの変更などに取組むことにした。

 住所：富山県黒部市
 創業：昭和40年4月
 従業者数：39名、うちパート・アルバイト9名
 URL：http://www.hotelkurobe.co.jp/

①客室平均清掃時間：1室12 分
             （現状15分、従業員日誌で把握）
②お客様の指摘件数：指摘 0 件
          （現状 0件、顧客アンケートで把握）
　※比較対象：適用前後の2カ月間

実施計画の検討・策定

客室清掃マニュアルの作成 マニュアル運用と時間計測

お客様アンケートのチェック

12/18スティック茶納品＆テスト運用開始お茶什器準備（11/14納品）

（取組前）茶葉提供による茶器セット

富 山 県 モデル事業 2019 年度　　
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●取組（Do） ●成果（Check）

●今後の取組（Action）

①客室清掃の業務標準化（マニュアル化）
マニュアルは新入社員が草案を作成、ベテラン

社員が完成させた。マニュアル化作業で業務効率
やサービス水準が向上しただけでなく、ダブル・
チェックの実施で人的ミスも低減した。また、原
案作成を担当した新入社員の業務への理解が深
まったと感じている。

②客室用お茶の粉末スティックタイプへの変
更
スティック茶への変更で備品管理の手間が軽

減、什器も食洗機対応タイプへの変更で洗浄作業
の負担軽減が図れた。また、客層の多様化に対応
し、コーヒー等の粉末スティック型飲料の採用も
容易になった。お客様アンケートで反応を確認し
ながら試行しており、仮に従来通りの茶葉提供が
必要と判断されれば元に戻す予定である。

③外国人留学生の活用
4 年前から台湾・タイ出身の留学生を単年度雇

用し、すでに大きな戦力となっている。外国人就
労者の受入れ拡大に向け、マニュアル類の多言語
化にも着手する予定である。

清掃マニュアルは完成し標準作業の定着化段階
であるが、清掃時間は導入前より2分短縮できた。
また、スティック茶の納期遅れで運用開始も遅れ
たが、サービス変更に対するクレームはゼロで、
業務の簡素化・効率化が実現できた。

①業務標準化：対象業務を調理・配膳・フロン
ト部門へ拡げ、ホテル全体の業務改善につなげる。
また、外国人スタッフ受入れのため、中国語・英語
への翻訳にも取組む。②スティック飲料導入：お客
様の嗜好に合わせ、他の粉末スティック飲料の採
用も検討する。

営業者の声・お客様の声 コンサルタントからのアドバイス
効率化の視点で業務の見直しを行い、作業の標準
化とマニュアル化に取り組みましたが、その過程で
スタッフ内に業務改善に対する積極姿勢が生まれ、
標準化とマニュアル化が有効な手法として受け入れ
られたと感じています。今後は対象業務を拡げ、ス
タッフの多能工化（マルチタスク化）へと結びつけ
たい。ホテル全体の業務改善に向けて一歩を踏み出
すことができたと思っています。

経営者が望むタイミングで有効な施策を提案でき
たうえに、スタッフの協力を得て計画を遂行するこ
ともできました。今後も適切なタイミングで、有用
な公的補助金・助成制度を紹介するとともに、ソフ
ト（運営面）だけでなくハード（設備・施設面）の
改善・更新についても助言していけたらと思ってい
ます。（富山県生活衛生営業指導センター /中小企
業診断士）

●達成状況

①客室1室の平均清掃時間：
   1室13分で2分削減（目標 3分削減）
②お客様の指摘件数：指摘 0 件（目標通り）

スタッフが製作したももクロ顔出しパネル

（取組後）スティック茶導入で食洗機対応茶器に変更

ワンポイント
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1カ月目 2 カ月目 3 カ月目

かめや旅館 ～駅からみえる看板の設置と ICTを活用した顧客管理の徹底～

本旅館は 1969 年に、富士宮市観光協会の副会長をつとめた前経営
者が創業。JR身延線富士宮駅より徒歩5分、富士宮市の中心部に立地し、
客室・大浴場より富士山が一望できることが本旅館の魅力の一つとなっ
ている。
花見や富士山登山者が多い時期など、観光者による宿泊はもちろん、
ビジネスやスポーツの合宿等幅広く顧客に利用されている。

●取組の背景 ●取組テーマ

●計画（Plan）

●目標

近年、富士宮駅付近にビジネスホテルが次々と
オープンし、競争激化の影響から、特にビジネス
客が減少が目立っている。2017年、近隣に「静
岡県富士山世界遺産センター」がオープンしたも
のの、宿泊客数は以前として伸び悩んでいる。
そのため、顧客へもっとアピールし、知名度アッ

プを図るとともに、顧客管理を徹底し、優良顧客
の確保及び新規客の獲得を図ることが必要との認
識を持つようになった。

A. 特長ある店舗・施設づくりで業績を改善
しよう

C.ICT を活用して集客力を高めよう
E. 優良顧客を増やそう

①顧客管理のためエアレジ導入
　（インバウンド向けにも対応可能）
②駅からも目立つよう建物上部への看板の設置
③ SNS 環境の整備
④顧客アンケートの実施とサービスの改善

 住所：静岡県富士宮市
 創業：昭和44年5月
 従業者数：8名、うちパート・アルバイト2名
 URL：https://www.facebook.com/kameya.fujinomiya/

①11月～12月の売上高　10％増
②11月～12月の宿泊客　10％増

お客様アンケートの実施

SNS発信環境の整備と活用

エアレジ等の導入・活用

看板の設置

以前の旅館外観（駅方面からみて旅館名がわからない）

静 岡 県 モデル事業 2019 年度　　
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●取組（Do） ●成果（Check）

●今後の取組（Action）

①エアレジの導入
エアレジによって、顧客や売上などの情報がす

べてデジタル化され、リアルタイムに管理できるよ
うにした。売上をすぐに集計できるようにするとと
もに、顧客の宿泊履歴、嗜好等を含め管理できる
仕組みを整えた。

②建物の高い位置に看板を設置
駅からの大通りに面し、駅から本旅館が見える

にもかかわらず、看板等がないため、本旅館と認
識されづらい現状を変えるため、建物の上部に大
きな看板を設置。これにより、遠くからでも一目で
「かめや旅館」がわかるようにした。

③SNS環境の整備
SNS を開設し、積極的な情報発信を行うとも

に、宿泊者等の投稿とのやりとりも積極的に推進
した。

④お客様アンケートを実施してサービス改善
につなげる
お客様にアンケートを実施し、新たなニーズを

把握するとともに、次のサービス改善にむけて検
討を行うようになった。

⑤HPリニューアル
HPをリニューアルし、当旅館を最大限にアピー

ルした。

①エアレジ導入により、顧客管理やレジ作業が容
　易になった。
②建物の高い位置に看板を設置したので、富士宮
　駅からすぐ分かるようになった。
③ SNS 環境の整備で予約が増え始め、空き部屋
　が少なくなってきている。
④顧客アンケートを分析しサービス改善の検討に
　つなげることができた。

まず、シルバーやインバウンド需要がある富士
山世界遺産センターの見学客を確保し、地元の商
店街と連携して、顧客向けイベントを増やしていき
たい。特徴のある地元の食材での夕食の提供、食
事・風呂付きの部屋での休憩サービスの提供など
を考えている。またお寺と連携し法要等の顧客も
確保したい。

営業者の声・お客様の声 コンサルタントからのアドバイス
マイクロバスでの送迎駅方面から歩いて行かれた
方から「以前になかった側面の看板が分かりやすく
て良かった」との話を聞きました。実際隣接する大
型スーパーの駐車場より良く見えるようになったと
思います。「富士山一望の５階展望風呂が会食者で
も使えるのはうれしい」「きめ細かなサービスに満
足」といった声をいただいています。お客様を笑顔
にする宿をめざしていきます。

富士山世界遺産センターが近くにあり、また富士
宮駅からも非常に近いため、今回の看板設置は効果
が大きいと思います。また、SNS環境整備により、
空き部屋の稼働率向上が期待できます。エアレジで
顧客管理ができたので、常連客へのＤＭ等に活用で
きます。今後は関東・関西方面のシルバー層に来て
もらうような仕掛けを進めるとよいでしょう。(静
岡県生活衛生営業指導センター /中小企業診断士 )

●達成状況

①売上高は、目標には届かなかった。
②宿泊者数は19％増となり目標達成
上記は経営者が入院したことによる営業日
数の減少の影響もある。

エアレジ設置

駅方面からみて旅館名がわかる

ワンポイント
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1カ月目 2 カ月目 ３カ月目

ビジネスホテル かつや ～国内客へはバイクをアピール、海外へは剣道体験をアピール～

1978 年開業、JR 和歌山駅に近く、客室 13室、収容人員 24名の家族経営の小規模ホテル。
市随一の飲食店街の中に立地。施設はやや古いが、オーナーの持ち味を前面に出した取組で
ニッチな客を取り込んでいる。家庭的な雰囲気のビジネスホテル。これまでも宿泊者受入の
ため様々なサービスを充実させてきたが、今回アピールできる明確な特徴を打ち出した。

●取組の背景 ●取組テーマ

●計画（Plan）

●目標

これまで小規模宿泊施設ながら、HP の充実 (リ
ニューアル・多言語化・スマホ対応・ネット予約 )、
wifi 導入、QRキャッシュレス対応等、様々な取組
を行い、サービスを充実させるとともに、施設の
修繕も順次実施してきた。また、昭和風味の宿を
前面に夫婦の心温まるおもてなしを売りとしてき
た。しかし、近年周辺に大手ビジネスホテルが乱
立したこともあり、稼働率は30％程度と低迷し、
経営的に苦戦を強いられているため、他ホテルに
ない特長を打ち出す必要があった。

A. 特長ある店舗・施設づくりで業績を改善し
よう

F. インバウンドのお客様を増やそう
E. 優良顧客を増やそう

①国内の宿泊者対応として、バイク愛好者の雑
誌やネットなどのメディアに掲載されるよう、プロ
モーションを行う。
②海外からの宿泊者対応としては、剣道の武具

を揃え、試着体験と素振り等の体験ができる体制
を整える。

 住所：和歌山県和歌山市
 創業：昭和53年
 従業者数：3名、うちパート・アルバイト1名
 URL：http://www.wakayamanet.or.jp/katsuya/

（12月以降の数値）
(1)バイク台数 /月　0台→10 台
(2) インバウンド客数 /月　従来の2倍
(3) 稼働率　従来の1.7倍

バイク宿企画書作成

バイクメディアへのPR

ホームページへの掲載・更新等

★剣道武具の購入 剣道武具の展示・実演

和 歌 山 県 モデル事業 2019 年度　　
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●取組（Do） ●成果（Check）

●今後の取組（Action）

①バイク用駐車場の整備
１階にあるシャッターつきの駐車スペースを活用

し、バイク愛好家に向けて「バイクを屋根付き駐車
場に格納できる宿」として、ライダーが安心して泊
まれる宿をアピールした PRリリース文書を作成
し、他府県の100 のツーリングクラブにメール配
信。ホームページにも掲載した。

②剣道体験ができる宿をアピール
オーナーの特技である剣道を、インバウンド客

向けにアピール。武具をロビーに配置し、写真・剣
道の説明とともに、オーナー直々で素振り体験も
実施した。取組内容は、英語・韓国語・タイ語・中
国語繁体字・中国語簡体字の 5カ国語にてホーム
ページに掲載。また、日本古来の武士道や忍者に
関する話ができる点も、PRに盛り込んだ。

導入後調整に時間がかかったことから1月以降
の数値であるため目標値に至っていない。

バイクの宿の PR 配信は、今後もメールはじめ
雑誌なども含め様々なところへ行っていく。一方イ
ンバウンドは、費用対効果を見ながら、個人客の
検索にヒットしてもらえるよう対策を講じる。そし
て、共通して継続した情報発信と不断の改善が重
要だと考え、取組を進めていく。

営業者の声・お客様の声 コンサルタントからのアドバイス
ツーリングクラブからの問合せも入ってきてい
て、効果が見え始めてきました。今回の取組は、積
極的な経営を進めていく上でのきっかけとなってい
ます。

今後も「待ち」だけでなく、特徴を積極的にアピー
ルする努力を惜しまないことが重要でしょう。(和
歌山県生活衛生営業指導センター /経営指導員 )

●達成状況

配信やＨＰ掲載が12月になり、目標には
届かなかった。2月からは新型コロナの影
響もあり、インバウンド・国内ともに客足
は減少傾向にある。

ワンポイント
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有限会社 枕水館 宝珠・湯の宿 枕水 ～省エネに着目し、エネルギー削減効果をあげる～

天保 2年（1831 年）の創業から 189 年。趣きの深い歴史と文化に恵まれた長門湯本温
泉でも最古の宿。季節感あふれる立地と、山の幸、海の幸を使った食膳が好評である。
6階建て 36室の宿は清流音信川（おとずれがわ）のせせらぎに臨む。「心と味のおもて
なし」をモットーに、日常と異なる空間をリーズナブルな価格で提供している。

●取組の背景 ●取組テーマ

●計画（Plan）

●目標

アットホームな宿として、順調な集客を図ってい
るものの、温泉宿であることから光熱費の負担が
大きくなっている。このため、大型の木質ペレット
ボイラーを利用をするなど、光熱費の削減に努め
ているが、老朽化したボイラー、エアコン、冷蔵
庫などの利用の適正化（高効率機器への更新）に
取組むこととした。

B. 費用を削減して収益性を高めよう

光熱費の削減に取り組むため、現状を把握し、
対策を立案し、実施する。
現状の消費電力などの把握には必要に応じて適

切なレンタル機器を活用する。現状把握の結果か
ら光熱費の削減対策を立案した後、すぐに手掛け
られる運用改善や小規模な設備更新を順次実行し
ていく。
立案した対策の実施によるエネルギー消費状況

をシミュレーションして光熱費削減の効果予測を
行う。

 住所：山口県長門市
 創業：天保2年
 従業者数：18名
 URL：https://yumoto-chinsui.com/

消費電力等（現状の90％に削減 )

１カ月目 2 カ月目 3 カ月目

現状把握・解析

大浴場ＬＥＤ設置

削減シミュレーション

提言のとりまとめ

山 口 県 モデル事業 2019 年度　　

庭園露天風呂
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●取組（Do） ●成果（Check）

●今後の取組（Action）

①光熱費を削減するための現状把握
当初、一部のエネルギーは実測による現状把握

を行うことにしていた。しかし、エネルギー源が２
系統の電力、重油、灯油、LPG、木質ペレット、
さらに元湯からの配湯と多種多様であることがわ
かった。測定機器が多種類になり、機種が統一さ
れないことから計算によって現状把握を行った。

② LEDの活用
館内の照明器具は、省エネのためにほぼＬＥＤ

に交換済みであったが、大浴場に白熱電灯が使用
されていたので、これをＬＥＤに交換した。　

③光熱費削減のシミュレーション
施設全体での実測による削減の算定は現実的で

ないためとりやめ、電力、重油、灯油、LPGなど
の取引量を用いてシミュレーションを行い、効果を
算出した。元湯からの配湯と木質ペレットボイラー
からの熱量収支は、湯温データから計算によって
求めた。

今回の取組により、光熱水費の内、一番大きな
ウェイトを占める電気代については、受電系統の
一本化、新電力への変更等によりわずかな設備の
変更により13.6％の削減が可能なことがわかっ
た。
また、空調機器、冷凍冷蔵機器、回転機器等の

更新により、約４９％の電力量の削減が見込まれ
ることもわかった。さらに、大浴場の白熱電灯１４
灯を全てＬＥＤに交換し、使用電力を85％削減で
きた。

今後は、今回の取組で判明した経費の削減方
法を費用対効果を確認しながら、着実に実行に移
していく。また、さらなる収益力の向上のために、
集客を強化する（客室の稼働率を高める）別の取
組も検討したい。

営業者の声・お客様の声 コンサルタントからのアドバイス
強く省エネを意識し始めたのは、新電力さんとの
おつきあいがはじまった七年前からです。この度の
モデル事業への取組で、新電力の仕組みだけでなく
「ああ、なるほど」「そういうことか」と目からウロ
コの気づきがたくさんありました。アイデアは無限
にあることに改めて気づかされました。これを機に
木質ペレットボイラーの利用率を高めるなど、環境
にやさしい取組をしながら、地域の発展に積極的に
関わっていく思いです。

1973 年（昭和 48）に建設された施設は、これまで
も増築や改修を重ねてきました。空調・照明・ボイラー
などの省エネ性能は年々向上していますので、適切な
更新はコスト削減につながります。温泉ホテルの大き
な岩風呂や露天風呂は豪華ですが、熱効率がよいもの
ではありません。顧客満足と経営効率のバランスを取
り、小さな運用改善を積み重ね、エネルギーロスも減
らし、質の高いおもてなしを追求していってください。
（山口県生活衛生営業指導センター／中小企業診断士）

●達成状況

シミュレーションの結果、ウェイトの大き
い電気代について、受電系統見直しなどで
14％削減可能、また、設備更新により約
5割の使用電力の削減が可能なことを把
握。大浴場照明のＬＥＤ化により使用電力
を85％削減した。

エネルギー削減のシミュレーション結果

LED照明に交換した大浴場

ワンポイント
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１カ月目 2 カ月目 3 カ月目 4 カ月目

トラベルイン吉富 ～企業理念に沿った清掃効率向上と食事処の顧客創造～

創業 100 年の老舗で、家族で営む 16 室のビジネスホテル。ビ
ジネス客から観光客まで幅広くサービスを提供する。家族が山好き
で特に登山客の誘客に力を注ぐ。社長が料理人で、お食事処では他
店に難しい天然の基本調味料で地消地産メニューを提供。企業理念
のコンセプトは「つなぐ」で、「100 周年 100 笑顔」をキャッチフ
レーズに、スタッフやお客様などを笑顔で「つなぐ」取組を展開中。
大分県旅館ホテル生活衛生同業組合加盟。

●取組の背景 ●取組テーマ

●計画（Plan）

●目標

経営力向上計画を作成し、小規模事業主持続化
補助金などの補助金を活用して改善に努めてきた
が、実施段階で思うように進まない。施設の狭隘・
老朽化、宿泊単価低下、人材不足と高齢化・採用
難にも直面。主力客の工事関係者は公共事業の減
少で競争激化が見込まれる。現体制下で各自の生
産性を高め、飲食部門は新規顧客層を獲得し収益
性向上を図る必要があった。

A. 特長ある店舗・施設づくりで業績を改善し
    よう
E. 優良顧客を増やそう 
H. 作業しやすいお店・職場にしよう 

「食」を通じて地域での認知度を高め存在感を
増し、より多くの集客につなげていく。店舗の特
長を整理し、これを伝える販促ツールを整備する（チ
ラシ、飲食メニューなど）。新たなスタッフとベテラ
ンとの融合を図り全体的な能力アップで生産性向
上を実現する。

 住所：大分県竹田市
 創業：昭和22年
 従業者数：9名、うちパート6名
 URL：http://yoshitomi.co.jp

飲食部門売上高　前年同期比120%
                        （エアレジ）
飲食部門集客数　前年同期比120%             
                        （売上伝票）
　※比較対象：年末2カ月間

メニュー改善：原価計算

メニュー改善：価格の見直し・セット企画
従業員調査

メニューブックの作成
客室清掃業務の効率化：掃除機の購入、清掃方法の見直し

新メニューの提供・効果測定
実施・効果測定

大 分 県 モデル事業 2019 年度　　

明るいロビー　階段下に経営理念を掲示

改善を行ったお食事処「庄屋」
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●取組（Do） ●成果（Check）

●今後の取組（Action）

〔商圏のチャンスをつかみ、業績向上を実現〕
①重点対象とする客層を想定
地域内に増える単身赴任男性中高年層に着目。

食をひとりでも楽しめる、健康も意識した飽きない
「食」を提供した。

②当店の打ち出す特徴を明確化
ターゲット顧客のイメージは当館の宿泊者と重

なるため、竹田ならではの郷土料理や鮮魚、晩酌
向きの和食を素泊まり客を対象に打ち出した。

③郷土料理・セットメニューを具体化
全アイテムの原価を計算。利益率、特徴、相場

を参考にアイテム数を３分の２に絞り込み「価格の
松竹梅」「セット」「限定」などを駆使して、メニュー
構成を徹底的に見直し、魅力的なメニューブック
を作成するとともに、発信を強化。

〔作業時間短縮で、働きやすさと企画力をＵＰ〕
①改善対象となる作業を選定
現場スタッフに困り事を確認。スタッフも高齢化

し、掃除機の操作負担が大きく、清掃に時間がか
かることがわかったので改善対象に設定。

②機械導入で作業時間を短縮
吸引力が高く、重量の軽いコードレス掃除機を

2台導入。

③捻出した時間は企画や飲食部門へシフト
余剰時間を飲食店開店前の準備にあてた。若女

将も現場から抜けて考える時間を創出することが
でき、多忙を理由に立ち消えになっていたスタッフ
からの改善提案を実行に移すことができた。改善
できたことをきっかけに、互いに声掛けもしやすく
なった。

成果1. 想定以上の定量的効果から業績向上を
見える化した。
成果 2. スタッフの意識・意欲変化で働きやすい

職場が実現した。また、掃除の作業時間は45分
から25分へ 45％も短縮され、タイムマネジメン
ト意識も向上した。

課題1. 積極的に情報発信する
課題 2. 事業承継とその後の長期戦略を検討
           する

営業者の声・お客様の声 コンサルタントからのアドバイス
現状を把握し、改善点・解決策を見つけて小さな
PDCAを回し、現場の思いを汲み取りながら、改
善を進めることができました。数字の意識も強くな
り、意見が吸い上げられる納得感から現場の雰囲気
もよくなりました。もともと前向きな気持ちはある
ものの、日々追われ、やり方もわかりませんでした。
また、指導中は毎回宿題があり大変でした。しかし、
多忙を理由に先送りできない仕組みと、目標が明確
だったので、変わることができました。

県代表モデル事業者として立派に期待に応えた取組
です。専門家の先生には、いつも夜遅くまで現地でご
指導をしてただき、コンサルタントの活用が成功要因
のひとつでした。（大分県生活衛生営業指導センター）
ガイドライン・マニュアルは、事業者にとって心強
いアイテムです。状況や体制に応じて、どの順序で取
組むかが肝心で、現場では、押しつけず引き出すよう
心掛けました。事業者の思いと現場の努力が、短期間
での成果につながったと思います。（中小企業診断士）

●達成状況
飲食部門売上高　前年同期比 282%   
　　　　　　　　（エアレジ）
飲食部門集客数　前年同期比 204%　　　 
　　　　　　　　（売上伝票）

ワンポイント

取組前と取組後のメニュー表
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