中華料理店

青

富

山

県

＜好事例 2020 年度＞

龍

店主夫婦のアイディアで商品開発、お客さまの来店機会を創出
富山県南砺市福光にある中華料理店。創業時は、東
京発の福々まんじゅうの販売を中心としていたが、や
がて料理主体の店となり、中華料理の割合が高まった
段階で「湯浅食堂」から「青龍」と屋号を改めた。現
在、2 代目夫婦が地域のお客さまに多様な形態で中華
料理を楽しんでいただけるようにと店舗を運営し、幅
広い顧客層から愛され支持されている。お店の料理に
も、お土産品にも熱意とアイディアが詰まっている。
住所：〒 939-1636 富山県南砺市福光 168
創業：1968（昭和 43）年
従業者数：13 人
https://www.instagram.com/seiryugogo

background

背 景
2020 年３月末に志村けんさん死去のニュースが流れた頃、南砺市でも新型コロナウイルスの感染者
が出た。青龍の客足は急激に減り、売上は通常の３割程度まで落ち込んだ。とても楽観できるような状
況ではなかったが、このような未曾有の事態のなかでも青
龍の２代目店主は気丈にできることを考え、一つひとつ実行
していった。
店では最初に安全対策を講じた。アルコール消毒液の設
置、席の間引き、換気の改善などを実施し、飛沫防止を考
慮して店のレイアウトも変更した。
次に売上回復を狙って、パティシエである店主の妻が開発
した「エビチリ蒸しパン」
「豚の角煮入り蒸しパン」など蒸し
パンの販売日をこれまでの木曜日に加えて、日曜日も販売す
るようにした。これが功を奏し、一気にテイクアウトのお客
売上回復の火付け役となった蒸しパン
さまが増える状況となった。

連合会／お客様／営業者の声
私の祖父が「お客さまのお金は３回に分けてもらえ。最低３回は来てもらえるような料金設定をして、
来てくれたお客さまを喜ばせたら、その後ろにはまた３人のお客さまがいる」との格言を残しています。
この教えを守り、青龍はお客さまのリピート利用を大切にしています。
With コロナの時代となり、新しい価値観を求め社会が変化を模索していると感じますが、私自身は、
ワクワクするようなことにチャレンジして、試行錯誤しつつ前へ進みたいと思っています。
［店主談］

50

生活衛生関係営業 営業者取組事例集

アイディア

action

取 組

蒸しパンを火付け役に、テイクアウトと来店で相乗効果
蒸しパンの日曜日販売は効果的だった。これまで平日に来店
できなかったお客さまが来てくれたことで、他の土産品や店内
売上にも好影響をもたらした。もともと、店に食事で来店いた
だいたお客さまがお土産に蒸しパンを買ってくださったり、テイ
クアウトで青龍の料理を気に入ってくださったお客さまが後日来
店してくださったりといった反響も見られ、テイクアウトとの相
乗効果は大きかったと考えられる。
この時期、他にもいろいろなチャレンジをしている。組合の
若手数人でテレビ会議を実施したときに出た「何かつまみが欲し
い」という会話からヒントを得て、一品料理の中から少しずつい
テレビ会議時の会話がきっかけで生まれた
ろいろなものを詰め合わせた「おかず弁当」を新規投入したり、 「おかず弁当」
テイクアウト弁当の容器に保温性の高いものが必要と考え導入
したりもした。
また、特別な宣伝活動は実施していないが、アルバイト店員の提案で始めて
いた Instagram は、有力なツールとなった。これを見て来店したお客さまが、
自身の SNS で拡散してくださったおかげで、次の新しいお客さまを呼んでいる。
さらに、ロードサイドに置いたテイクアウトの看板を見て来店してくださった
お客さまやタクシー会社が始めたデリバリーサービスを利用してくださったお客
さまなど、複数のルートから新しいお客さまが増えてきた。こうした策を講じ
た結果、４月は前年比 52％、５月は 70％、６月からは２割減程度まで売上
が戻ってきた。しかし、宴会が減少した影響は大きく、売上が元に戻るところ
までは至っていないという。
（取材時 2020 年 10 月）
10 月に 入ってから は、 南 砺 市と PayPay が 提 携して、 個 人 店 を 対 象 に
アルバイト店員の提案で
30％オフキャンペーンを実施した。これに参加したところ、30% オフ効果は
始めた Instagram も反
響があった
絶大で、これまでの売上記録を更新する状況となった。

future

今 後
南砺市と PayPay が、12 月にも 20％オフキャンペーンを実施したた
め、これにも参加。また、Go To トラベルと Go To Eat への参加も検討
し、観光地から少し離れているため Go To Eat のほうが効果的だと判断
し、こちらの事業にも参画した。
こうした時代は人びとの価値観が変わり、何が当たるかわからないと店
主は見ている。こうしたときこそ、思いついたことはすべてやってみようと、
そして何かが当たったら、そこに希望を見出して、磨きをかけていこうと
考えているという。
困難な状況でも前向きに試行
錯誤する店主夫婦の姿勢がお
店の内外から見て取れる
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中華料理店

東

京

都

＜好事例 2020 年度＞

華空間
柔軟な事業構造転換で、地元のお客様へいつものお店の味を提供し続ける
目黒区柿ノ木坂で 40 年以上、“ 豊かな素材をいい味で ” をモットー
に、季節の野菜を約 30 種類使用した「名物！華空間の野菜炒め」をは
じめ、本格広東海鮮料理を気軽に楽しめる中華料理店。特徴とする豊富
なメニューが先代から２代目へと引き継がれ、時代とともにアレンジを
遂げながら、いまに至る。常連の高齢のお客さまから最近居住されたファ
ミリー層まで、幅広い年齢層が一緒に寛げる店として、地域で親しまれ
ている。

住所：〒 152-0022 東京都目黒区柿の木坂３- ３- １
創業：1972（昭和 47）年
従業者数：5 人
https://www.facebook.com/Hanakukan

background

背 景
2020 年３月、小学校の卒業式後のイベント、地元商店街の総
会など、例年実施している宴会が軒並みキャンセルとなった。これ
から一体どうなるのかと、誰もが予測ができない状況であった。
しかし、華空間では、ここ数年は会社関係などの宴会が減って、
ファミリー層の食事利用へと店の利用形態に変化が起きていたた
め、宴会キャンセルの影響は思ったほどの打撃とならなかった。
「この地元で、いつも利用していただいているお客さまに、いま
まで通り安心してご利用いただける店としてあり続けたい」と改め
て考えたという。以前から出前もテイクアウトも行っていたが、こ
のコロナ禍で自宅自粛中のお客さまの利用が一気に増えた。そこ
でお店のいつもの味をそのまま、出前でもテイクアウトでも提供す
ることを心掛けたという。

コロナ禍で出前やテイクアウトの需要が
一気に増えた

連合会／お客様／営業者の声
美味しい料理を料理人として責任を持って提供したいと思っています。そのため、店のキャパシティを
超えることはしないつもりです。こだわっているのは、出前もテイクアウトも美味しい状態で召しあがっ
ていただきたいということ。また、出前でも、お客さまの好みに合わせた味付けをして、さらに自分た
ちでお客さまに届けることで、いつもの味と安心を直接手渡ししたいのです 。一人暮らしのおばあちゃ
んに、
「ほっとします」と感謝されました。
［店主談］
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生活衛生関係営業 営業者取組事例集

顧客視点

action

取 組

お客さまが状況に合わせて選択できる事業形態へ
新型コロナウイルスを契機に、来店客が中心だったものから出
前とテイクアウトの比重を上げていった。まず、馴染みのお客さ
まが出前やテイクアウトを利用してくれたのである。コロナ禍対策
で、改めて何か特別な新しいことを始めたとは考えていない。
出前は、デリバリーサービスを使わずに自分たちでやる方針。
いつものお店の人が運んでくることがお客さまの安心感につなが
るということと、自分たちの料理が確かにお客さまに届いたこと
を確認できることを同時にかなえられる方法だと考えるからだ。
テイクアウトが一番増えた。特にポスティングも広告もしていな
かったが、５月の連休前に、通りから見える店頭にテイクアウトの
看板を立てた。この看板で知った人に加え、常連客、Facebook
や Google のグルメサイトで知った人などの新しいお客さまも開
拓できた。来店、テイクアウト、出前とお客さまが状況に応じて
選択できれば、トータルで利用頻度が減らないことにもなる。
ただし、店の現場は、出前とテイクアウトによって時間調整に
工夫が必要となった。出前は店側主導で、時間の指定などで融通
をつけてもらうこともあるが、出前担当がほとんど近所の地理を
把握しているため効率的に宅配できている。テイクアウトは、完
成５分前に電話で知らせ、出来上がりの温かい料理を渡せるよう
にしている。
現在、売上はほとんど戻ってきている。売上構成は、以前は店
８割に出前２割程度だったが、現在は店６割、出前２割、テイク
アウト２割。コロナ禍でお客さまの利用形態が変わってきたので
ある。

出前、テイクアウトの看板

お店の味をテイクアウトでも提供

future

今 後
コロナ禍が落ち着いても決して前の状態には戻らないと考え、ご来店のお客さまと対峙して、魅力あ
る料理と空間を徹底して提供していくことが重要だと考えている。
With コロナ時代では、お客さまに寄り添った健康的な飲食店を志向していく。営業時間を短縮し、
夜は９時までとし、野菜は長野の農家から仕入れるなども検討していく。
（取材時 2020 年10 月）そして、
年齢も味の好みも食事スタイルも違う多様なお客さまのニーズにしっかりと応えていきたいと考えてい
るという。
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中華料理店

有限会社

高

知
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＜好事例 2020 年度＞

華珍園

テイクアウトや宅配を即断実行、成果は従業員と共有
「華珍園」は中華料理の伝統と地域の食材を活かした
新しい風味を届けており、社是に報恩謝徳の精神を掲
げて、地元のお客さまに愛されている老舗店。お馴染
みのアラカルト料理はもちろん、集まりに応じたコー
ス料理、月替わりで地域食材を活かしたおすすめ料理
など、多彩な中華メニューを取り揃えている。店内は
テーブル席から個室、お座敷まで、それぞれに装いを
凝らした空間で、くつろぎを提供している。
住所：〒 780-0842 高知市追手筋 1-9-2
創業： 1947（昭和 22）年
従業者数：45 人
https://kachinen.jp

background

背 景
2020 年の３月に入り歓送迎会などのキャンセルが続いた。お店は高知県の要請で、営業時間短縮
中であり、お客さまは激減していた。それでも、国や県からの営業再開基準がとくにないなかで、閉店
だけはしない方が良いと判断し、同店は営業継続を決めたの
だった。４月になっても新型コロナウイルス感染拡大の勢い
が増すなか、店主は何とかこの状況を打開しようと考えたの
である。
まずは以前からあった「テイクアウト」をアピールするため
に、急遽写真を撮ってチラシを作成、スタッフがお店近辺に
ポスティングを実施した。次に、新聞の折込み広告を２万部
ほど配布。何とか 5 月の連休に間に合わせたいと準備を急
華珍園
いだ。
こうして連休を迎えようとしたとき、同様に売上が激減し 「テイクアウト」の宣伝は、スタッフ総出でチラシ
たタクシー会社からタクシーを活用したデリバリーサービス 作成やポスティングを行い、新聞の折り込み広告
にも掲載した
の提案を受けた。
11：30～14：30

テイクアウト
ランチ

300円 シューマイ
豚まん セ一個
ット 580円
（6個入り）

豚

1

2

回鍋肉

税別

820円 麻婆豆腐

税別

820円 鶏肉の辛子炒め

4

税別

820円

酢豚

税別

820円

八宝菜

5

鶏肉の骨なし唐揚げ

広東

3

税別

820円

税別

820円

エビ

豚まん＋シューマイ3個(豚・広東・エビ)

ミックス

580円
680円
780円
680円

6

中華粥

単品

420円

セット 580円

中華粥
＋シューマイ3個

チマキ
一個

7

テイクアウトランチセット

別館

1

～

7

から1品＋ご飯、青菜、点心 ほか

ご予約・ご注文

特製弁当

■
■
■
■

税別

海老と玉子・青菜炒め
チャーハンと唐揚げセット
税別 820円
税別 880円

鶏肉の辛子炒め

海老のチリソース煮

帆立とニンニク芽の炒め
点心（春巻など）

2,000円
■
■
■

酢豚

胡麻団子

ご飯

090-9774-2281 ランチ受取 11：30～14：30

高知市廿代町13-2〈駐車場：35台〉 木曜定休

セット

魯肉飯

320円
580円

http://kachinen.jp

チマキ＋シューマイ3個

セット

700円

魯肉飯＋煮卵
＋シューマイ1個

台湾高山
烏龍茶
230円

杏仁豆腐
340円

※価格は税別です

高知県高知市北御座10-10 とさのさとAGURI COLLETTO内
TEL. 088-856-6466

10：00～18：00

年中無休（元旦を除く）

連合会／お客様／営業者の声
とにかく３、４月はどうなるかわからないという不安のなかで、従業員のモチベーションがとても下がっ
ているのを感じ、何かやらなければいけないと強く思いました。時間がかかるような新しいことをやる
のではなく、手元にあるものを使って、すぐにできることをやるしかないと考えました。
そして、従業員と一緒にポスティングや宅配の準備をし、この危機を乗り越えられたことは、従業員
に達成感を得てもらうことにもつながったと思います。
［店主談］
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生活衛生関係営業 営業者取組事例集

連

携

action

取 組

新規顧客を積極的に開拓して
中華料理店とタクシー会社がコラボレーションしたデリバリー
サービスは、テレビや新聞などの取材が入ったため大きな話題
となった。これは想像を超える反響となり、５月の連休中は休
む間もないくらい注文が殺到した。
この取組は宣伝効果はあったが、デリバリーはタクシー料金
がそのまま加算されるため、反響が大きかった割に売上の増加
には結びつかなかった。そういった事情から１日 10 件程度の注
文が２～３週間ほど続いた後、タクシーデリバリーはやめること
になった。11 月からは、店主の知人が始めたデリバリービジネ
スの方に参加している。
コロナ禍での取組を振り返ってみると、仮に連休前にテイクア
ウトの折込み広告などを実施していなかったら、店舗売上だけ
では成り立たず、大きな損失を経験していただろう。思い切って
折込み広告の実施を決断したのは、SNS などで知り合いを中
心に案内するようなものではなく、お金や手間をかけ
てでも、積極的に新規のお客さまに知ってもらう方策
を選択すべきだと考えたからである。
また、感染対策で席を間引きせざるを得ないため、
従来と同じやり方だけでは利益確保が難しい。そこで、
追加で席を確保するために普段使わずに物置のように
なっていた３階のカウンター席を整理して 15 席を確保
した。さらに点心だけを販売していた商業施設内の店
舗でも、弁当などの総菜を販売したいと考え、急遽、
惣菜免許を取って販売準備を整えた。

タクシーとの協業は新聞やテレビでも取り
上げられ、話題となった

コロナ禍でも即断即決で様々なこと
に挑戦し続けている

future

今 後
コロナ禍での営業という経験から、お客さまにご来店いた
だくことが一番重要と再認識したのも事実。そのために必要
な既存店の改善を計画中だ。別館の個室座敷は、気軽さに欠
けることと高齢者に向かないため、座敷から椅子席に変えよ
うと、高知県中央会にコロナ対策の補助金を申請した。
また、本店は点心と惣菜を中心にイートインもできるように
して、お客さまの多様な利用動機に対応できる店として営業
再開を検討。今後、点心や総菜を取り扱うノウハウの習得が
必須となるため、商業施設内の店舗などでも経験を積み、ノ
ウハウを獲得していこうと計画を練っている。
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今後は点心や総菜の販売ノウハウも習得してい
こうと計画しているという

中華料理店

埼

玉

県

＜モデル事業 2020 年度＞

中華楼

生産農家との連携で西洋野菜の魅力を店舗・動画で伝える
昭和 35 年東京都世田谷区池の上で、初代正三が喜久寿苑の屋号で開業。昭和
42 年に現在の場所に移転し中華楼と改名。埼玉での中華組合発足とともに加盟し、
初代店主は亡くなるまで理事長として従事し、藍綬褒章受章。現店主克己は長男で
組合専務理事。地産地消の西洋野菜と中華を結びつける営業活動をしている。

住所：〒 330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常盤 10-9-13
創業：1960（昭和 35）年
従業者数：１人
http:// 中華楼 .com

Plan

背 景

種屋から「西洋野菜を使った料理を中華で提案してほ
しい」と依頼を受け、
「西洋野菜の魅力を消費者に紹介
し、各地の生産者の販売の手助けになれれば」と考え、
西洋野菜を使用した中華料理の調理法を紹介しお店で
提供している。
紹介の一環として令和元年 8 月より毎週調理法の動
画配信をしているが、撮影機材・編集機材を改善し、同
作業の効率化と動画の品質の向上を図りたい。
当店 HP http:// 中華楼 .com はお陰様で検索上
位を維持しているが、動画の品質向上や効率化によって、
動画からの検索も今よりも増やし、来店動機を持っても
らい、遠方からの来店客にも結び付けたい。

店内には西洋野菜を紹介するポスターも掲示されている

●計画

●取組テーマ
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
I 効率的に作業しよう

8月

西洋野菜を中華の調理法で食べてもらうべく、活動・営業している。
紹介の一環として昨年 8 月より YouTube による動画配信を開始し
たため、撮影機材の改善と編集機材の改善で作業時間の短縮と動画
の品質向上をめざし、さらなる来店動機の醸成につなげたい。

9月

機材購入
撮影作業
編集作業
動画配信作業
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10 月

11 月

生活衛生関係営業 営業者取組事例集

Do

C, E，I

取 組

〇日本ではまだ馴染みの少ない「西洋野菜」を、生産農家と中華料理店がコラボ
し、店主がメニューを開発。西洋野菜を日本で栽培するには、気候条件から扱
う野菜の種類を多く確保できないと１年を通して提供することは難しいが、中
華桜では店主の生産農家との人脈から１年を通してその時期に旬の西洋野菜を
お店で味わうことができるようにしている。
〇 YouTube 配信で、中華料理店の集客および
西洋野菜の普及をめざした。
撮影機材及び編集機材を調達し、生産農家訪
問や料理手順などの動画パーツを撮影し、編
集を行い YouTube での配信を開始した。
機材を導入することで作業の効率化と動画の
質を向上させ、動画の再生回数の向上と、店
舗や西洋野菜の広報に努めた。

Check

客席には YouTube の
QR コードも置かれ、ア
クセスを促進している

導入した動画機材

Action

成 果

〇 最 終 目 標 の 売 上 高 及び 来 店 客 数 の 達 成
状 況については、長 引くコロナ禍 の 影 響
をもろに受けて、11 月の実績がそれぞれ
57.4％、56.9 ％ となって おり、12 月の
概数ではそれぞれ 54.6％、53.6％となっ
ている。しかし、各地の西洋野菜の愛好家
から「 落ち着いたら是非食べに行きたい」
など多数の反響が寄せられている。

今 後

動画 配 信を通して、西洋野 菜 の 普及には
貢献できているが、コロナの影響があるとは
いえ、来店客を増やすには、まださまざまな
趣向を凝らす必要がある。
また、西洋野菜の生産は気温の影響を受
けやすいため、全国の生産農家との連携も
欠かせないことから、その調達にも留意すべ
き課題がある。

〇 10 月下旬の配信開始から 12 月 20 日ま
で の 視 聴 再生 回 数 は 約 700 回で目標 の
35.2％である。動画配信の効果は、店主
のモチベーションをさらに向上させ、新メ
ニュー開発にもつながった。またそこから
客単価のアップ、また、動画を見た同業者
からの情報提供など多方面でポジティブな
効果を生んでいる。

営業者・お客様の声
機材が整い PC 制作での処理速度が向上し、作業の効率化ができ、かつ鮮明な画像配信もできるよ
うになりました。さらに HP からも YouTube 動画へ誘導できるなど、店主のモチベーションも一層アッ
プしました。
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中華料理店

大

阪

府

＜モデル事業 2020 年度＞

中国料理敦煌

お客さまとの接点を深め、女性客の取り込みや夜営業来店へと誘引
「中国料理敦煌」は、西梅田堂島地下街のビジネス街、飲食街としても一等
地のメインストリートの脇に所在する好立地の中華料理店で、夜の食事、宴
会需要のほか、ビジネスランチとしてのテイクアウトの需要も多い。全国中華
組合大会で入賞したオリジナル料理もあり、様々な強みを有する店舗である。
昭和 42 年から西梅田地下街の当地において営業している。長い業歴を有し、
老舗の中華料理店として地域のビジネスマンの固定客に支えられてきた。
住所：〒 530-0002 大阪市北区曽根崎新地 2-2-16
創業：1967（昭和 42）年
従業者数：9 人
http://tonkou-chuka.com/index.html

西梅田 MID ビル地下２階

Plan

背 景

夜の社用の宴会需要の減少、昼間の持ち帰り惣菜店との競合など外部環
境が悪化することにより、近年、当店の売上が伸び悩んでいる状況にある。
加えて 2020 年 3 月からのコロナ禍により、厳しい来客状況となっている。
そこで、地下街からの視認性を上げるための看板の設置や、若い客層の昼
弁当購入客の夜への誘因、女性にも受け入れられやすい SNS の活用などを
することが有効と考え、取り組みを進めていくこととした。

店頭に設置したデジタル
サイネージ

●取組テーマ

●計画

A 特長ある店舗・施設づくりで業績を
改善しよう

⃝デジタル看板の設置
⃝売りとするメニューの重点的周知

Ｃ ICT を活用して集客力を高めよう

⃝少人数グループ客や、女性客の取り込みによる集客及び
売上の増加

Ｅ 優良顧客を増やそう

⃝ランチ営業客の夜営業来店への誘因推進
⃝ SNS 等の活用
8月

9月

訪問指導
デジタル看板設置
物販表示の改善
顧客の声収集
SNS 利用改善、広告実施
客単価向上策実施
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10 月

11 月

生活衛生関係営業 営業者取組事例集

Do

A, C, E

取 組

主として、店頭などでの PR の強化、少人数の飲み会や女性客の
集客、ランチ客のディナータイムへの誘導を主目的として、次の取
組を行った。

○デジタルサイネージの設置
店頭、店内にデジタルサイネージを設置し、おすすめメニューや
店舗の売りを常時 PR する仕組みをつくった。

○アンケートによる顧客の声収集
ランチ客の声を収集するため、Google アンケートフォームを活
用し、リサーチを実施。アンケート結果上位のキャッシュレス決済、
クーポン券、ポイントカードを実践した。

○ SNS やインターネットの運用強化

敦煌 インスタグラム

SNS 投 稿 を 効 果 的にするため、ハッシュタグの 増 加、
LINE アカウントを公式アカウントに切り替え、来店ポイ
ントカードやクーポン機能のさらなる活用を図った。

○顧客の声を活かした新メニューの開発
お客様の声をヒントに「ユーリンチサラダボウル」や新た
なセットメニューを商品化した。

店内にもデジタルサイネージを設置し、おすすめメ
ニューを流す

Check

Action

成 果

Instagram のいいねの評価は、6 月は 10
件程 度であったが、12 月には 30 件程 度に

今 後

今後は、SNS などによる個人新規客の継
続的な確保、女性客、少人 数宴会需要の確
保を積極的にすすめていきたい。

増加、来店客対象の LINE 公式アカウントで
は 326 人までフォロワーを獲得、顧客アン
ケートも 234 件の声を集めた。

営業者・お客様の声
アンケートにより顧客の声が聴け、今まで漠然と感じていたものが確信になり、取り組む方向が見え
てきました。またアンケートのフリースペースで多くの励ましの言葉を頂き勇気づけられました。お客様
の反応が以前より深く感じられ、お客様との繋がりが強くなったことが大変よかったと思っています。
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