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＜好事例 2020 年度＞

CURRY&DINING Very Well
コミュニケーション力を磨き、SNS で顧客を取り込む 

JR 八王⼦駅から徒歩７分程度の商業地に立地したカレー
専門店。看板の石窯カレーなどを中心とした豊富なメニュー
で、毎日ランチに来店してくる固定客も少なくない。ラン
チタイムは近隣の会社関係者が中心だが、夜の客層は多様
で、飲食店関係者やカップルなども来店する。また、SNS
で店を知った学生などの若いお客さまも増える傾向にあり、
客層は広がっている。個人経営をいかし、お客さまの要望
にフレキシブルに応えることをモットーにしている。

住所：〒 192-0072　東京都八王子市南町１－４
創業：2005（平成 17）年
従業者数：3 人 
https://www.instagram.com/rz.verywell

東 京 都

このような時期でも何とか一筋の光となってくれたのが SNS でした。
「日本一美味しいカレーです」「包装がよかったです」などの Uber Eats を利用したお客さまの声や、

Instagramでの「世界一のカレーだ」「初めてテイクアウトしたら、まじ、うまかった」などといった
あたたかいコメントに励まされました。

久方ぶりに来店いただいた常連のお客様に、「お久しぶりですね」と声を掛けたところ、「僕は久し
ぶりではないよ。Uber Eatsで頼んでいるからね」と言われ、本当にうれしかったです。［店主談］

CURRY&DINING Very Well は、2019 年度の当モデル事
業にも取り組み、Instagram と Facebook を連動させ販促に
力を入れた結果、毎日のように新規のお客さまにも来店いただ
けるようになってきていた。また、デリバリーの要望にも対応
すべく、Uber Eats も 2019 年 10 月から採用していた。

SNS を活用し、集客の向上を強化したいと考えていた矢先
に、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が起きた。2020
年２月ごろから客足は遠のきはじめ、３月には宴会予約がすべ
てなくなってしまった。苦渋の決断でアルバイト1人には辞めて
もらわざるを得なかったが、4 月になっても状況は改善しなかっ
た。店の固定客であった近隣に勤める会社員の来店もなくなる
など、状況はさらに悪化していった。

連合会／お客様／営業者の声

背　景
background

コロナ禍でテイクアウトを選択するお客さま
も増えた
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これまでは店内飲食が売上の大半を占めていたが、コロナ禍で収益の内訳は店舗６～７割、デリバリー
２～３割、テイクアウト1割程度と様変わりした。Uber Eats を始めたときには、注文がほとんど入ら
なかったが、利用者評価で５点満点中 4.8 や 4.9 が出てからは状況がガラッと変わって、注文が急増
した。

最近になってようやく馴染みのお客さまが店に戻りつつ
あるものの、感染症対策のため席数を半分程度に減らして
営業している状況だ。常連のお客さまには、席を確保する
ために事前に電話を入れてもらうようお願いをしたり、時間
の調整ができるお客さまには来店時間を比較的空いている
時間にシフトしてもらったりすることで、お客さまにも安心
して食事をしていただくとともに、お店としてもできるだけ
多くのお客さまを受け入れることができるよう工夫もしてい
る。

また、以前から、ランチ 980 円のところ10 枚つづりで
8,800 円とお得な食事券を販売していたが、コロナ禍で
食事券の購入も増えた。お客様も割引価格で食事ができ、
店としても非接触の会計ができるので、win-win の関係だ
からとお客様におすすめしている。

コロナ禍の収束が見えないなか、SNSには助けられたが、
リスクもあることを忘れずに慎重に活用することが必要と
考えている。特に、「今日はお客さまがいっぱいだった」な
ど自己満足な発信にならないよう気を付けて、自分自身の
近況やお店のことなど、会いたくなってもらえるような話題
づくりやアットホームさが伝わるような発信になるよう心が
けている。

入店客数を制限せざるを得ない以上、店内飲食にこだわらず、さまざまなことに取り組むことが必要
と考えている。

例えば、当店のサラダのドレッシングは、店独自の味つけでファンも多く、「ドレッシングが美味しい
から」と単品でもサラダの注文が入るほどの人気メニューである。そのドレッシングを専用容器に入れ
てテイクアウトの際に提供したところ評判がよく、この機会に大型ミキサーを導入して、より新鮮なドレッ
シングを提供できるようにした。お店としても、大型ミキサーを導入したことで、ドレッシングづくりの
作業時間を短縮することができた。今後は商品化をして、イベントなどにも出品したいと考えている。

さらに、転勤した人などから SNS で宅配を頼まれることもあり、通販を始めることも検討している。
他にも Go To トラベルの対象店舗に登録するなど、活用できるものはすべて活用し、この苦難を何

とか乗り越えようと奮闘している。

テイクアウト、宅配、お食事券、予約制で “ 安心 ” を提供する

発信・周知

今　後
future

取　組
action

お得な料金設定でお客さまから好評な「お食事券」

「お食事券」は非接触会計にも役立っている
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＜好事例 2020 年度＞

株式会社 よし邑
お客さまへの「信頼を裏切らない経営」を徹底し、売上回復へ

よし邑は、器や木にもこだわる、伝統とモダンをテーマ
とした懐石料理店。

それぞれの時季において、最良と判断した食材を全国各
地から厳選し、旬の食材をふんだんに使用した懐石メニュー
を豊富に取り揃えている。東京であることを忘れてしまい
そうな広い庭園と、伝統とモダンが融合した空間の中で、
日本料理の神髄を提供している。

店舗外にも顧客を広げ、三越伊勢丹に出品した 2020 年
のおせち料理は即日完売となった。

住所：〒 174-0046　東京都板橋区蓮根 2-19-12
創業：1969（昭和 44）年
従業者数：60 人 
http://www.yoshimura-hasune.com /main.html

東 京 都

常連のお客さまに出前を配達したとき、「がんばってね、またお店に行くからね」「お店に行きたい
けど」と声をかけていただきました。本当はお客さまも来店したいのだと実感し、こうした言葉が励
みとなりました。

コロナ禍で飲食店の困難な状況は続き、具体的にこうすれば良いという処方箋はありませんが、「何
とかなるから、上を向いて辛抱強くいこう」と構え、心に活力を失わないようにしなければいけない
と思っています。［店主談］

よし邑は、例年通り 2020 年も年始から順調に宴
会の予約で埋まっていたが、新型コロナウイルスの影
響で２月下旬からキャンセルが出始め、３月の売上は
半減した。東京都の自粛要請を受けて４～５月連休明
けまで閉店した。再開後、本来は年中無休営業だが、
５月中は週４日営業とした。この時期に、店主は先々
を見据えて、運営資金の準備を考え、融資や助成金な
どの申請をした。また、コストを抑えた店舗運営をし
たが、従業員を一人も辞めさせず、雇用を守ることが
できている。

そして、売上減への対策として、テイクアウトや出前
のメニューを増やした。これを PR したところ利用客
が増えて、5月は通常の10 倍程度の注文が入ってきた。

連合会／お客様／営業者の声

背　景
background

 
 
 

コロナ禍でテイクアウトを選択するお客さまも増えた
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新型コロナウイルスが感染拡大した３月以降、お客さまに安心してご利用いただく環境整備として、
トイレのソープ自動化、レジのパーテーション、検温、自然換気、個室中心の広い空間に作り替えるな
どで、感染予防策、衛生面対策を徹底した。

５月に入り、ホームページや SNS などで、出前やテイクア
ウトを告知したところ、利用客が増えていった。6 月には、よ
し邑のお客さま約 4,000 人にダイレクトメールを発送し、営
業再開の挨拶とともに出前やテイクアウトの案内をした。そ
の結果、5 月は通常の３割程度の売上だったが、6 月には通
常の７割程度まで戻ってきた。その売上の２割５分から３割が
テイクアウトだった。これは、固定客がお店を応援してくれた
証であり、よし邑の高い顧客ロイヤルティの表れといえよう。

出前は、店主が自ら配達しているため、受ける量には限界
があるが、お客さまに料理を大切に届けるためには必要なこ
とと考えた結果でもある。Uber Eats を検討したこともある
が、注文が入ってから 20 分や 30 分では弁当の準備が整わ
ないことと、運搬中に料理が崩れないかとの不安から採用を
やめた。

10 月に入っても、売上に占める出前やテイクアウトの割合
が高く、まだ宴会の需要はコロナ前ほどまでは戻っていない。
しかし、来店したお客さまには安心して食事を楽しんでもらえ
るように、準備を怠らないよう心掛けている。そして、お客
さまの変わらぬご愛顧に応えようと、例年通り、おせち料理
の案内を始めた。また、Go Toトラベルと Go To Eat に登
録したところ、Go To Eat からのオンライン申込みが入り始
めている。( 取材時 2020 年 10 月）

店主が一番重視しているのは、この時期でもお越しいた
だいているお客さまの信頼を裏切らないこと。お客さまに
一過性ではなく継続して利用したいと思っていただけるこ
と。そのために、準備を重ね料理にも空間作りにも努力を
怠らないことである。

また、少し若い層にも顧客を広げたい意向を持つ。よし
邑に対して敷居が高いと思っている 30 代のファミリー層に
も気軽に来店してもらうために、お子さんの七五三祝いに、
祖父母ととともに来店してもらえるよう、そのきっかけづく
りにも注力する考えである。

HP と DM で情報発信、出前とテイクアウトが急拡大

攻めの姿勢

今　後
future

取　組
action

木にもこだわり作られた客室も、コロナ禍で個
室中心の広い空間に作り替えた

お客さまの変わらぬご愛顧に応えようと、例年
通り、おせち料理の案内も行った

よし邑の懐石料理
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＜モデル事業 2020 年度＞

食彩 播
洗練されたホームページで全国に見込み客をつくる
食彩播は、山形市香澄町に立地し、落ち着いた雰囲気の店

構えである。食彩播の代表である半田聡彦氏は、長年ホテルの
料理長として従事した後に独立開業、全国各地の食材を使った
料理や希少な酒類を提供しており、固定客が多い店舗である。
主な客層は年配者・周辺企業に勤務するサラリーマン、最近で
は日本酒ブームであることから、一人で来店する女性客も多い。

住所：〒 990-0039 山形県山形市香澄町 2-5-16
創業：2011（平成 23）年
従業者数：６人
https://syokusai-van.com/index.html

山 形 県

A 特長ある店舗・施設づくりで
業績を改善しよう

D お客様の満足度を高めよう
G 従業員のスキルとやる気を高

めよう

〇ホームページを開設し自店を地域に積極的に PR し、認知度を高
め、より多くの集客につなげる。

〇メニューのレイアウトや内容を改定し、顧客満足度及び客単価の
向上をめざす。

〇社内研修会を定期的に開催し、従業員のスキルアップ（料理・酒の
説明・顧客名簿の作成など）を図る。

●取組テーマ ●計画

8 月 9 月 10 月 11月
訪問指導 　　　　　　報告
HP 開設
メニュー改定
社内研修会
顧客名簿作成

背　景
Plan

食彩播は、今年に入り新型コロナウイルス感染拡大の影響
を受けて、1カ月間の休業を余儀なくされた。5 月に入り営
業を再開したものの、客足が思うように伸びず、大幅に売上
が減少していた。

この現状を打開すべく、２つの取組を行った。１つは顧客
満足度をあげるためにメニューを改定、もう１つは知名度アッ
プを図るべく自社ホームページを開設し集客につなげる取組
を始めることとした。

店内は落ち着いた雰囲気で女性一人での来店も
多いという
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今　後成　果 

Do

Check Action

ホームページは非常に完成度が高い内容となっていることから、まずは常連客から周知し、閲覧数を
上昇させ検索上位に掲載されるようにすることも必要だと考えます。また、他サイトとの連携などを工
夫し、飲食店を探している顧客の目に留まるようにすることが重要だと考えられます。

コンサルタントからのアドバイス

取　組

○対外的な情報発信を拡充させるため、ホーム
ページの新規開設を行った。
既存の Instagram と併用しながら、認知度を
高めることも目標としている。

○メニューも随時更新し、コース料理や一品料理
をその都度ホームページにも今後載せていく予
定。

○上記に加え、従業員の能力向上に関しては、
接客のノウハウを学びながら来店客とのコミュ
ニケーションを図り、接客力向上に努めている。

当店は山形県の希少な地酒が味わえる店
であり、その点で他競合店との差別化を図る
ことができるものの、山形駅前のメイン通り
から離れており地理的な問題もあるが、やは
り周知が一番の課題であると考えられる。今
後は本取組で完成したホームページを活用し
て集客数を伸ばすことが必要である。

A，D，G

新型コロナウイルスの影響を受け営業自粛
や会合などの縮小に伴い来客数が激減、成
果目標に対して未達の結果となった。

しかし、作成したホームページは顧客から
の評判は上々であり、今後に期待できる。山
形県の希少な日本酒がいつでも飲めるお店で
あるという強みを発信し、地元のお客さまだ
けではなく、その情報を全国に発信し、観光
などで訪れてもらうことが期待される。

山形県の希少な日本酒がいつでも飲めるお店ということを
全国に周知していく

メニュー改定も行い、ホームページでも随時周知している
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＜モデル事業 2020 年度＞

焼肉 HOUSE 力
トイレ改修、整理整頓で、店舗のイメージ向上で新規顧客獲得へ
　焼肉 HOUSE 力 ( りき ) は、身延線西富士宮駅前に立地し、

主なお客さんは地元会社関係者であり、常連客が多い。17 時
から開店し、深夜 1 時 30 分ラストオーダーの夜型飲食店であ
る。席数は 30 人。提供する食肉に定評があり、地元人気店と
して定評がある。

住所：〒 418-0042　静岡県富士宮市貴船町２- ２
創業：1984（昭和 59）年
従業者数：2 人
http://shizuoka.j47.jp/riki/

静 岡 県

D お客様の満足度を高めよう
H 作業しやすいお店・職場にしよう
C ICT を活用して集客力を高めよう

○店舗の老朽化対応の一つとしてトイレの改修を実施する。
○調理室等の整理整頓を行う。
○ SNS による情報発信を行う。

●取組テーマ ●計画

8 月 9 月 10 月 11月
訪問指導 　　　　　報告
トイレ改修
調理室の整理
SNS の情報発信

背　景
Plan

焼肉 HOUSE 力の顧客層は、常連客が多いものの、
近年は客数や売上高が伸び悩んでいた。過去 3 年間の
売上高は逓減傾向にあるなか、2020 年に入ってからは、
受動喫煙対応や新型コロナウイルス感染症の影響が追
い打ちをかけるかたちとなっていた。そのため、早急に
店の立て直しを図ることが喫緊の課題となっていた。

この立て直しにあたり、かねてより施設の老朽化や雑
然とした店舗が懸念となっていた。このような状況が、
新たな新規顧客獲得、例えば女性層の取り込みなどが
十分になされていない原因なのではないかと考え、取組
を進めることとなった。 雑然とした店内の様子 ( 取組前 )
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今　後成　果 

Do

Check Action

トイレは、センサーで自動開閉ができ、触る必要がないためお客さまに非常に好評です。新型コロナ
ウイルス感染の対策面でも効果的だと考えています。

また、整理・整頓ができたので、カウンターが広く使えるようになり、手ぜま感がなくなったのが、お
客さまにごゆっくりお寛ぎいただけているのかと思います。

営業者・お客様の声

取　組

取組内容は、以下の 3 点である。

○店舗トイレの改修
老朽化対応とイメージ向上のためは、トイレの改修が効果的と判断。改修にあたっては、清潔感を重
視した内装とし、ウォシュレットも整備した。

○調理室内の整理整頓
カウンター回りの２Ｓ（整理・整頓）ができておらず、見た目ごちゃごちゃしており、さまざまなモノが
雑然と置かれた状態であった。初めて訪れるお客からみると、決して居心地の良い店内とはいえなかっ
た。そのため、収納ケースを購入し、モノを整理するとともに、整理整頓を心がけることとした。

○ SNS による情報発信
インスタグラムによる情報発信を行った。これにより、新規顧客（女性客）の獲得をめざす。

今後は、今回モデル事業を生かし、お客
さまの満足度向上を常に念頭におき、経営を
行っていきたいと考えている。

C, D, H

今回の取組によって、集客、売上が増加す
るといった短期的な効果はみられなかった。

しかし、昨年度と比べ、客単価は増加の傾
向にあり、客層の変化が影響しているのでは
ないかと考えられ、イメージの向上につながっ
ているものと考えている。

改修されたトイレは女性客にも好評だ

収納ケースを設置し、調理まわりがすっきりした
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＜モデル事業 2020 年度＞

イタリア料理　Ｗａｉｎａ
素材へのこだわり、自然・解放感を訴求する店舗を実現
イタリア料理 Waina は名古屋市の住宅街の一角にある落ち着いた

雰囲気の小規模の店である。近くに大手スーパーもあって車の行き来
も比較的多く、新規顧客の開拓も期待できる場所である。またコロナ
対策でも、客席の間隔を広げるなど徹底した対策を行っている。

住所：〒 465-0068 愛知県名古屋市名東区牧の里 1-1310
創業：2001（平成 13）年
従業者数：1 人
https://www.waina.net/

愛 知 県

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
Ｄ お客様の満足度を高めよう

○新規顧客開拓と既往客をより定着化を図るため、店の特徴を
アピールし、あわせて居心地のよい満足感を感じられる店づく
りが必要となった。

○やや古くなった看板を更新して店の特徴をアピールし、一方で
入口付近を改装、より自然感と開放感が感じられる店へとイ
メージアップを図っていく。

●取組テーマ ●計画

8 月 9 月 10 月 11月
入口周辺改装
看板改装
店内改装
効果確認

背　景
Plan

Waina は自然の味を活かした店づくりを行い、これまで
も一定の評価は得てきており、比較的堅調な業績を上げて
きていた。しかし、この新型コロナウイルス感染拡大の影響
で、客席数の減少を余儀なくされたため、顧客層の裾野を広
げたいと店主は考えた。そこで、コロナ禍のなかであっても
着実な集客ができるよう経営基盤の強化の必要性を感じたと
いう。店の特徴のアピールをさらに強め、あわせて、少しで
も自然観・開放感を感じられる居心地のよい店づくりをする
必要があると考えた。

外からは店内が見えないようにしたのは、
お客さまから好評であった
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今　後成　果 

Do

Check Action

コロナ禍でも消極的な思考にならず、本モデル事業によって店舗を見直す契機となりました。お客さ
まからは「窓からの景観がよくなった」などと言っていただけ、滞在時間が長くなったように思われます。
こうしたことからも顧客満足度の向上につながっていると確信しています。 [ 店主談 ]

営業者・お客様の声

取　組

活動の成果は、以下に要約できる。

○店舗ファザード・店内の改装
　店舗の特徴を伝え、優良顧客の獲得するために、居

心地のよい店づくりを実現するために、店舗ファザー
ド部分（看板等）の塗り替えを行った。窓に調光フィ
ルムを貼付し店外からの視線を遮りながら店内からの
外の景観を充実させた。さらに、店内のクロスを落ち
着きのある雰囲気の柄に張替えた。

先行きの見えないコロナ禍にあって、来店
客のみならず「巣ごもり需要」に対応するた
めにも、テイクアウトや業務店向け出荷の生
産性向上が課題である。また、ブラストチラー

（急速冷凍・冷蔵）を購入することで、食材
をまとめ買いしながらも鮮度を保ち、スー
パーなど業務店向け商品の需給バランスを平
準化していく計画をもっている。

A, E, D

〇今回の取組によって 2020 年 11月期の
売上は計画の目標値は下回ったものの、コ
ロナ禍とはいえ前年同月比 102.8％の結
果を出した。

〇オーナーの感触では客数はやや減少した
が客単価が上がっているとの実感があると
いう。

〇実施した取組に派手さはないものの、オー
ナーの細やかな心づかいが反映されてお
り、顧客から好評を得ている。

壁のクロスを貼り替え、落ち着きのある客席になった。
また、コロナウイルス感染予防対策として、ドアノブ、
イス、テーブルなどのアルコール清掃の徹底と、スタッ
フの手洗い、健康管理なども怠らない
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＜モデル事業 2020 年度＞

くしあげ飯房ごんご
新メニューは「地元岡山」にこだわり、テイクアウトもリーズナブルに提供
平成 10 年 3 月に岡山市中心部の繁華街にお店を構え、お客様の

笑顔を目標に、岡山県産の無農薬有機栽培野菜や岡山県産の魚介類、
食肉を中心にできる限りリーズナブルにをモットーに開業して 24 年を
迎えた。コロナ禍でも初心を忘れず、店構えをリニューアルし、テイク
アウトも取り入れ、新鮮で美味しいお店を目指している。

住所：〒 700-0821 岡山県岡山市北区中山下 1-9-12
創業：1995（平成 7）年
従業者数：7 人
https://gonngo-okayama.gorp.jp

岡 山 県

A 特長ある店舗・施設づくりで
業績を改善しよう

Ｄ お客様の満足度を高めよう

○常連客が多いことから、来店頻度の向上をめざすとともに、新規顧
客の取込みもめざす。

○地域の人びとに積極的に PR し、さらなる認知度アップを図って、
より多くの集客につなげる。また、店舗清掃作業を効率化する。

○そのため、暖簾を外装の一部として整備するとともに、クーポン付
きのアンケートを実施する。また、店舗に掃除機を設置する。

●取組テーマ ●計画

背　景
Plan

くしあげ飯房ごんごは、近年客数や売上高は伸び悩んでいるも
のの、2020 年１～２月は売上が増加していた。３月以降は新型
コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、大幅に売上が減少する
ものの、お店の立直しを図るべく検討を重ねてきた。

店舗が２階に位置し、店の外観の一部である暖簾のデザイン・
老朽化がお客さまへのアピール度を低めていると考えていたた
め、暖簾の整備に取り組むことにした。また、お客さまの満足度
やニーズを把握するため、クーポン付きのアンケートを実施する
ことにした。

岡山美作地方では河童を「ごんご」といい、
ごんご伝説にちなんだ暖簾を設置

8 月 9 月 10 月 11月 12 月
暖簾の作成・設置
掃除機の設置
テイクアウトメニューの導入
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今　後成　果 

コロナ禍の影響下にあっても売上を伸ばすところは、実力のあるお店です。今後、テイクアウトなども
展開して、積極的な SNS活用による情報発信を検討してもらいたいと考えています。[コンサルタント談 ]

コンサルタントからのアドバイス

Do

Check Action

店舗が２階にあり、店の外観の一部である暖簾のデザインを一新することで視認性がよくなりました。
お客さまからも好評を得ています。[ 店主談 ]

営業者・お客様の声

取　組

⃝テイクアウトメニューの新設
新規顧客の獲得もねらって岡山県産の無農薬有機農
法で栽培された野菜や同産の新鮮な魚介類、畜産物
を取り入れ、リーズナブルなテイクアウトメニューを
新設した。
当初、クーポン付きアンケートを予定していたが、
常連客が多く、直接要望を聞き取ってメニュー化し
た。朝市で新メニューを提供し、消費者の感想も把
握した。

⃝外装の整備
店舗が２階にあり、店の外観の一部である暖簾の整
備を行った。

⃝ランチョンマットの作成
「ごんご」伝説にちなんだランチョンマットにより、
お客さまの満足度を高めた。

⃝掃除機の設置
店舗に掃除機が設置されていなかったため新規に購
入した。

今後は SNS 等を活用した継続的な情報発
信を検討していく。

A，D

新型コロナ感染症の影響下にあって、売上
高が前年同期に比べ約６％伸びた。常連客に
加えテイクアウトも功を奏したと考える。他
店が苦戦するなかで少しずつ活況を取り戻し
つつある。

新しく制作されたランチョンマットには「ごんご伝説」が
書かれ、店名とともに伝説にも親しんでもらおうとした
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＜モデル事業 2020 年度＞

松雲
高冷地立地を活かし、網戸設置でコロナ対策と快適性確保を実現
松雲は、網焼ホルモン等を主として提供している飲食店である。南阿蘇バイパス道路 ( 国道 325 号線）と阿

蘇登山道（県道 111 号線）の交差点に立地し、周辺には「阿蘇白水温泉瑠璃」をはじめ、ペンション村や随所に「湧
水水源地」があるといった観光資源豊富な地域に立地している。

元々は隣接する高森町で事業を行っていたが、区画整理事業
により店舗の移転を余儀なくされ、2020 年５月に現在の場所に
移転、賃貸店舗で営業している。

地元客には「安心料金でくつろげる店」として、親しまれている。

住所：〒 869-1504 熊本県阿蘇郡南阿蘇村一関 1302-2
創業：2005（平成 17）年
従業者数：2 人

熊 本 県

A 特長ある店舗・施設づくりで業績を
改善しよう

B 費用を削減して収益性を高めよう
F インバウンドのお客様を増やそう

○網戸を設置した（新型コロナウイルス感染症対策）
○受動喫煙対策として喫煙室を設置した

●取組テーマ ●計画

8 月 9 月 10 月 11月
訪問指導
網戸設置
喫煙室設置
お客さまアンケート

背　景
Plan

2016 年に起きた熊本地震で交通インフラが遮断され、阿蘇観光客は激減した。そして今回の「新
型コロナウイルス感染症拡大」に伴う営業自粛が追い打ちをかけ、売上はここ数年大幅に減少していた。
しかし、最近、ようやく交通インフラも回復しはじめ、加えてコロナによる営業自粛が解除され、売上
増に向けた兆しがみえてきたところであった。

しかし、新型コロナウイルス感染症などによるリスクは想定され、今後もお客さまが安心して来店で
きるような感染症対策は必須である。

その主な取組としては、店舗に網戸を設置し、換気をスムーズにし「３密対策」を行うことにした。
幸いにも店舗は高冷地に立地しているため、窓を開けるだけでも暑さを凌ぐことが可能で、費用（電気代）
削減にも貢献できると考えた。
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今　後成　果 

Do

Check Action

2021年３月には阿蘇大橋も開通することから、今後はいっそう阿蘇地域の経済は活発になることが
期待されています。特に、同店が立地する国道 325 号線は、南阿蘇の幹線道路であるため、観光客の
増加・往来が見込まれているからです。今回の取組をテコにして、きめ細かなサービスを展開し、固定
客に繋げていきます。

営業者・お客様の声

取　組

以下の取組を行った。

○店舗全すべての窓に網戸の設置
現在各テーブルには、新型コロナウイルス感染症対策と
して、「無煙ダクトテーブル」が設置されている。さらに、
窓に網戸を設置し、適宜開けることにより、換気が十分
になされることとなった。

○受動喫煙対策として喫煙室設置
2020 年４月に全面施行された「改正健康増進法」に対
応するため、店舗西側に受動喫煙室を設けた。屋内のため、
20 歳未満の人の出入りを禁止する標識も設置した。

今後は店内空気清浄（例・次亜塩素酸散
布式）設備と乾燥防御のための加湿器の設
置を予定している。また団体客（10 人程度）
対応の座席配置、アクリル板使用を含めたレ
イアウト等の変更を専門家協力のもと対策
を講じる予定である。

あわせて、懸念となっていたインバウンド
向けメニューの作成も行うこととしている。

A, B, F

網戸を設置することで、換気がよくなり、
お客さまにも安心して食事してもらえる環境
が整った。比較的高冷地に立地しているた
め、夏場でも窓を空けても快適なことが幸い
であった。

さらに、冷房を使うことが減ったため、夏
場の電気代が従来 25％節約となった。

店舗の各窓に網戸設置した後の様子

同店の人気の網焼きホルモンは食欲をそそる




