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＜好事例 2020 年度＞

小杉湯
コロナ禍に負けぬ、100 年続く銭湯をめざす

小杉湯の利用者は高齢者から幼児までと幅広く、20 ～ 30 代が３～４割を占め、最近は女性客も増加中。
小杉湯のために引っ越す人があるほど人気の銭湯。

ミルク風呂や日替り風呂、温度の違う４つの浴槽で温冷浴が楽しめる。無料でフェイスタオルを貸出し、
浴室にはシャンプー・ボディソープを備え、脱衣所には
化粧水・乳液・ボディクリーム・綿棒まで揃える。

モノづくり企業とのコラボによる物販やイベントを開
催。2020 年３月には、銭湯のある暮らしを楽しめる複
合施設「小杉湯となり」をオープン。

住所：〒166-0002 東京都杉並区高円寺北 3-32-2
創業：1933（昭和８）年
従業員数：約 30 人
https://note.com/kosugiyu

東 京 都

小杉湯は「ケの日のハレ（日常のなかの非日常）」を提供する場と位置づけています。それは、日常で
のちょっとした幸福感や贅沢を体験できる場であり、暮らしのなかに存在していることに意義があると
思っています。私たちは、「小杉湯という環境そのもの」を維持・継続すること自体が経営目的であり、
そのために日々の清掃で清潔さを保ち、気持ちの良いお風呂を提供していこうと考えています。創業 87
年、この先 100 年と続けられるよう、日々の業務の積み重ねを大切にしていきたいです。［店主談］

銭湯は公共性が高く生活への必要性から営業自粛の対象外
業種となり、小杉湯も休まずに営業した。緊急事態宣言発令期
間中には、最大限の感染対策をとりつつ、さまざまなライフス
タイルを持つお客さまの生活を守るため、いつも通りの営業を
継続した。『自宅で入浴可能な方に来店を控える』ことをお願
いする一方で、小杉湯に来たくても来られないお客さまのため
にオンライン銭湯（湯船動画の Web 放映）も開催した。

新型コロナウイルス感染拡大前に比べ、利用客数は最大約４
割減と大幅に減少、経営にも大きく響いた。それまで比較的順
調に集客し安定経営の目途を立てていたが、コロナ禍を契機に、
経営計画の見直しを余儀なくされ、短期・長期の銭湯経営のあ
り方を考え直す必要に迫られている。

連合会／お客様／営業者の声

背　景
background

待合室・脱衣所・浴室の換気も万全だ
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銭湯が生き残るためには、食や働き方とつなげ、銭湯という点を線へ、
さらに面へと拡げ、街のなかに「銭湯のある暮らし」を創り出すことが
重要である。

With コロナ時代の長期化により、利用者の１～２割減を前提とした
経営の見直しを迫られており、物販・コインランドリーその他で収入アッ
プを図る必要がある。人の動きが変わるなか、銭湯の存在価値を高め
ることで、銭湯に人が集まり、人と人が繋がり、新たな人間関係と消
費が生まれる。

小杉湯は、これまでも高円寺に住むスタッフと住民に支えられている
が、今後も、この人間関係を大切にし、小杉湯を必要としている方た
ちのために地元に愛される「ケの日のハレ」を提供していくことだろう。

できうる全ての対策と周知で “ いつも通り ” の営業を継続

デジタル化

今　後
future

取　組
action

小杉湯はコロナ対策として、できる限りのことを行い、また、幅広い年代の利用者に知らせるため、若
者向けの Web や SNS での情報発信に加え、中高齢者向けには館内ポスター・チラシの掲示、メッセー
ジボードの設置で対応してきた。これは、小杉湯のブランディング（小杉湯はコロナ対策をしっかりと行
い安心・安全であるというメッセージ）に他ならない。

都内での新型コロナウイルス感染拡大を受け、４月上旬には
小杉湯として独自の「ガイドライン・営業方針」を公開。定期
的な換気、手が触れる場所の３時間おきの消毒、３密になら
ない環境づくりなどの感染対策を行い、お客さまにも消毒や
館内での会話自粛の協力を求めた。ガイドラインでは、従業員
やお客さまから感染者・濃厚接触者が発生した場合の対応も
明示した。幸い、いままで感染者の発生はない。

６月初旬の緊急事態宣言の解除を受け、国・自治体などの指
導内容を踏まえ、新しい生活様式に対応した営業方針の改訂
版を公開した。また、この頃から、レジデータの時間帯別利
用者数を SNS で発信し、混雑を避けて利用するよう「オフピー
ク銭湯」の呼びかけも開始した。

7 月中旬には、現金の取り扱いによる接触機会を減らすため、
キャッシュレス決済を導入。今では全体の約２割が利用する。
導入の副次効果としてタオルなどの高額商品が売れるようにな
り、決済の手数料負担分を回収するまでになった。

感染症対策とその周知を徹底し、いつも通りの営業を継続
することで、今では、コロナ禍前の1割減程度まで利用者数は
戻りつつある。

オフピーク銭湯の呼びかけは SNS と館内掲示
で行った

メッセージボードのお客さまの声がスタッフの
励みになった

従業員による定期的な除菌で感染
対策を講じた
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＜好事例 2020 年度＞

押上温泉大黒湯、黄金湯
コロナ禍で廃業銭湯を引継ぎリニューアルオープン

押上温泉大黒湯は東京スカイツリーに近く、押上駅より徒歩 6 分、錦糸町駅より徒歩 12 分に立地。
東京 23 区初の翌朝 10 時までオールナイト営業の天然温泉の銭湯で築約 70 年の建物に富士山のペンキ
絵、空が見える巨大露天風呂が人気である、姉妹店の黄金湯はサウナ、レコード DJ ブース、オリジナル
クラフトビールが売りで、銭湯絵は「きょうの猫村さん」作者の漫画家ほしよりこさんによるもの。10
時から 24 時 30 分の営業で錦糸町駅徒歩 8 分。両銭湯間は徒歩約 6 分の距離にある。

住所：押上温泉大黒湯：〒 130-0003 東京都墨田区横川 3-12-14
　　　黄金湯：〒 130-0012 東京都墨田区太平 4-14-6 金澤マンション 1F
創業：大黒湯 1949 年創業（2014 年リニューアル）、黄金湯 1932 年創業（2020 年リニューアル）
従業員数：約 40 人（２銭湯を兼務）
https://www.daikokuyu.com（押上温泉大黒湯）、 https://koganeyu.com（黄金湯）

東 京 都

銭湯を次世代に残すためには施設設備の永続的な修繕・更新が必要で、それを実現する新しいビジネ
スプランが求められているのだと思っています。今回のリニューアルを機に、黄金湯と日本独自の銭湯文
化を地元から世界に発信する「グローカル銭湯」、すなわち人びとが集い出会うことで、新しい価値を生
み出す場として、地元に愛されながら世界にも広く開かれた銭湯をめざしていきたいと思っています。大
黒湯も黄金湯も地元に愛され支えられてきました。銭湯経営を通じて、少しでも地域に貢献したいと考
えています。［店主談］

黄金湯は創業 88 年で経営者の高齢化に伴い、2018 年に大黒湯が経営権を引継いだ。大黒湯の姉
妹店として営業を継続したが、施設の老朽化により大規模修繕の必要に迫られた。2020 年６月再開予
定で２月に改装工事に着手したが、コロナ禍の影響で工事は中断、費用もかさんでしまった。

感染拡大と緊急事態宣言により、大黒湯の利用客も半減し経営も厳しくなった。そこで工事資金の一
部をクラウドファンディングで調達することを決断。多くの支援者の助力を得て、8 月 22 日に再オープ
ンした。幸い改装後の黄金湯も、大黒湯も多くの利用客を集め、賑わいを取り戻しつつあるが、依然と
して新型コロナウイルス感染拡大の今後の予測は不確かで予断を許さない状況が続いている。

連合会／お客様／営業者の声

background

押上温泉大黒湯 黄金湯

背　景
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銭湯が単に公衆衛生上の必要施設だからではなく、銭湯入
浴が「身体を芯から温め、免疫力を高める」ことで “ 感染症に
対しても有効である”との信念で営業を継続している。集客に
繋がる積極的なイベント開催は感染状況をみながらの対応に
なるが、感染対策をしっかりと行うことで徐々に増やしていき
たいという。また、2021 年 4 月をめどに、黄金湯の２階に
ゲストハウス（簡易宿泊所）とコワーキングスペース（会議室や
設備を共有する貸事務所）をオープンする予定である。

黄金湯での新たな挑戦が、銭湯生き残りのためのモデルケー
スとなることを願っている。

改装はクラウドファンディングで資金調達

情報感度

今　後
future

取　組
action

クラウドファンディングでは 300 万円の目標金額をわずか５日でクリアし、最終的に1,034 人の支援
者から約 650 万円を集めた。多くは地元住民や大黒湯＆黄金湯ファンで、スタッフの励みにもなった。
おかげで工事は無事完了し再オープンに漕ぎつけた。DJ ブースとビアバーを備えたカウンター形式のフ
ロント、脱衣場との仕切りの巨大なのれん、物語性のある銭
湯絵、コンクリ打ちっ放しの内装など斬新なデザインが話題を
呼び、常連客だけでなく、銭湯未経験客も獲得した。特に、ロ
ウリュサウナ・専用水風呂・外気浴スペースは大人気だ。

現在の大黒湯 3 代目は、経営難の大黒湯を約８年間の試行
錯誤のすえに蘇らせていた。Web による情報発信、日替わり
薬湯や炭酸泉の導入、井戸水を調べての温泉認定などの取組
だ。2014 年のリニューアルでは、広い露天風呂、外気浴用の
ウッドデッキ、塩が使えるスチームサウナ、水深 90cm の歩
行浴槽を新設し、銭湯＆サウナファンから熱い支持を得た。

コロナ対策として、大黒湯では換気・消毒や従業員のマスク
着用の徹底、受付に仕切りの設置、利用客には手指消毒・会
話の自粛・マスク着用などの協力を求めた。緊急事態宣言中に
はサウナ・ヨガ教室などを休止したが、銭湯営業は、過密にな
る可能性のある時短は選択せず、通常営業を継続した。

一方、自宅にお風呂がある方には利用自粛を呼びかけた。６
月１日の緊急事態宣言解除後には、ヨガ教室・サウナは利用者
数を制限し営業を再開。黄金湯でも、ほぼ同様の対策に加え、
サウナの混雑状況を店頭掲示や Twitterでリアルタイムに告知
し利用客の分散化を図っている。

東京スカイツリーが見える露天風呂のある押上
温泉大黒湯

専用水風呂と外気浴スペースを備えたサウナの
ある黄金湯

DJ ブースとビアバーを備えたカウンターを
もつ黄金湯
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＜モデル事業 2020 年度＞

大和温泉
昭和レトロの良さは残し、改装で “ くつろぎ空間 ” をつくりだす
大和温泉は、昭和 13 年創業の家族経営の老舗銭湯で、平川市の津軽尾上

駅から徒歩１分の場所に位置し、主な顧客は地元の常連客であるが、中には
遠方から温泉巡りをする来客も見られる。源泉掛け流しの温泉で古くから美人
の湯として利用されている。

住所：〒 036-0221 青森県平川市中佐渡南田 1-2
創業：1938（昭和 13）年
従業者数：２人
https://yamatoyu.net

青 森 県

Plan

D お客様の満足度を高めよう
Ｃ ICT を活用して集客力を高めよう

未活用の部屋をリフォームし、ロビー（休憩コーナー）を広げる
ことで来店客の入浴後の憩いの空間を創り出す。

また、ＨＰ、SNS などでリニューアルに関する情報発信を行い、
認知度を高めて来店客の増加を図る。

●取組テーマ ●計画

大和温泉は、昭和 50 年頃に売上・来店客数のピークを迎
えていたが、昭和 60 年頃より集客数が減少し、現在はピーク
時と比較すると 50％以下に売上が減少している。

今年は新型コロナウイルスの影響を受け、前年比約 40％の
売上減少と厳しい経営状況にある。また、かねてより来店客か
らは休憩スペースが狭く入浴後にゆっくりくつろげないと不満
が出ていた。

このような状況下で少しでも来店客の増加を図るため、モデ
ル事業に取り組んだ。本事業の「生産性＆効率アップ必勝 ガイ
ド」のチェックリストを使ったところ、D（お客様の満足度を高
めよう）が弱みであるとわかったため、かねてよりお客さまか
ら要望をいただいていたロビーを拡張し、顧客満足度の向上、
来店頻度の向上を図ることとした。

背　景

玄関も改修し広々とした印象になった

8 月 9 月 10 月 11月
訪問指導 　　　　　　報告
内装工事業者打ち合わせ
ロビーの工事
HP、SNS で情報発信
お客様アンケート
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改修後

○アンケートの結果、市外や県外からの来店
客も一定数いることが判明したため、これ
まで以上に SNS、自社サイトで情報発信
を行い外部からの客数増加を図っていく
必要がある。

○駐車場の入り口が狭いとの意見が多かっ
たため改善を検討したい。

○温泉を使った介護事業など新しいサービ
スも検討していきたい。

今　後

○集客数は目標値は達成できなかったが、現
状値は超えることができた。集計を開始す
る直前に隣接する市で新型コロナウイルス
のクラスターが発生し、来店客が大幅に減
少してしまったことが要因と考えられる。
それでも平川市の市内の温泉への支援策も
あり、11月は単月で前年比較すると100
人増加の実績をあげられた。

○満足度調査では、100％の満足度を達成
し、特に家族連れでの来店客には、「待っ
ている間も解放感がありリラックスできる
空間となった」と好評であった。

成　果 

Do

Check Action

お客さまからも長くご愛顧いただいている当温泉の昭和レトロ感を残しながら、くつろぎの空間も増
やすことができ、感動しています。お客さまへのアンケートでは「子供連れでもゆったりくつろげるよう
になった」「親しみのある接客が良かった」などの声をいただけました。

取　組

○これまで休憩スペースがなく、家族などで利用しても集合するためには車で待つしかない状態であっ
たが、今回のモデル事業で、くつろぎの空間を確保するため、圧迫感のあったロビーの壁の一部を
取り壊し、利用していなかった空きスペースに畳の休憩所を新たに設置する改装工事を実施。改装
工事終了後には100 名超の来店客に対し満足度調査を実施した。

○当温泉のリニューアル情報や各種イベント情報について、ＳＮＳを活用し積極的な情報発信を行い
来店客の増加を図った。

D，C

営業者・お客様の声

改修前
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＜モデル事業 2020 年度＞

泉乃湯
積極的な情報発信でこれからも地域になくてはならない銭湯へ
泉乃湯は昭和元年創業。中心市街地に立地し、一ノ木戸商店

街の側に面している。近隣には古い住宅も密集しているので地元
客の利用がある。駐車場も６台分確保されており、車での来店客
からも多く利用されている。

住所：〒 955-0061 新潟県三条市林町 1-6-18
創業：1926（昭和１）年
従業者数：1 人
https://izuminoyu.info/

新 潟 県

Plan

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
Ｄ お客様の満足度を高めよう

三条市の災害時や緊急事態に対応できるお店作りをし、認知度
を高めて集客に繋げる。自社ホームページを作成し、日々行政も
絡めたブログを更新、SNS 連携し情報をより拡散しやすいように
する。災害時の利用施設であることを知ってもらい、普段から防
災施設の利用確認として入浴利用してもらうことを宣伝していく。
この事により集客効果も得ることができる。

●取組テーマ ●計画

泉乃湯は近年近隣住民の高齢化や古い住宅の空き家化が進み近
所の方の利用が減少している。また古い道路に面しているので地
元の方以外通行者も少なく、認知度が下がっている。このことを踏
まえ、認知度を高め、幅広い年齢層に利用してもらうべく、モデル
事業に参画。

今回の取組としては自店のホームページの作成、SNS 配信（ホー
ムページを連携させる）、行政など情報を反映できるサイト構成（災
害時支援協力の情報を更新するなど）にすることを考えている。

また、今年、新型コロナウイルスの影響で公衆浴場銭湯以外の
施設が全て営業自粛したが、そんななか銭湯は営業していた。こう
いった状況で突然自宅のお風呂が壊れたなどで利用されるお客様
もたくさんいらした。こういった事態に速やかに対応でき、困って
いる方にいち早く情報を伝えられるようなサイトを作成した。

背　景

昭和レトロな雰囲気が漂う内観

8 月 9 月 10 月 11月
訪問指導
HP 作成完成
SNS との連携
ブログ・SNS 更新
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Do

Check Action

Facebook との連携もあり、ホームページにうまく誘導できている。お客さまからは「分かりやすくなっ
た」「コラボ企画が面白い」という声をいただいた。

営業者・お客様の声

取　組

○認知度の向上をめざし、ホームページを作成。分かりにくかっ
た情報を SNS で配信し市内の方からの認知度を高めるよう取
り組んだ。また、ホームページには、お店の歴史を感じてもら
えるような写真を入れた。

○三条市からの災害情報の伝達を円滑かつ速やかに店舗提供で
きるよう、情報伝達や発信の環境やフローを整備した。

○空いている駐車スペースを借りるなど近隣企業とのコラボレー
ションも行ったことで、相乗効果が得られたり、異業種との情
報交換をすることで自店の経営にも役立つ情報を得られたりも
した。また、そのコラボレーションの様子を SNS で配信し、
宣伝活動にも活かした。

○引き続き、地元企業とのコラボレーション
企画を行い、認知度を更に上げていく。

○ SNS を活用し告知を行い続けていく

○他にも地域のイベントとの交流やクラウド
ファンディングなども検討中

今　後

A, C, D

例年減少傾向であった売上も、今季前年度
よりアップしました。2020 年４月に新潟県
で銭湯の利用料金の値上げもあったので、単
価が上がった影響が大きいが、来店者数など
の面で見ても、新型コロナウイルス感染拡大
の影響もさほど受けずに維持できていた。コ
ロナ禍でも営業を続け、HP や SNS でも営
業中であることを発信し続けたため、それを
見て来店する利用客が途絶えなかったことが
大きな要因であると考えられる。

成　果 
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＜モデル事業 2020 年度＞

朝日温泉
ホームページ刷新で情報発信力の強化を図る
朝日温泉は地域に根ざした町のお風呂屋さんとして、常

連客を中心にサービスを提供している。これまでに「高濃
度炭酸風呂」「電気風呂」「超音波風呂」「気泡風呂」など
を備えるなど、特長ある店舗づくりに取り組んできた。

住所：〒 630-8323　奈良市京終地方東側町 20 番地
創業：1959（昭和 34）年
従業者数：4 人
http://www.asahionsen.com

奈 良 県

Plan

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ホームページの全面更新
②ホームページのスマホ対応の実施
③ ICT による情報発信の効果を測定
④効果測定で提供するノベルティグッズの制作

●取組テーマ ●計画

ICT の活用では、Google マップのストリートビュー
での店舗内検索の登録や早くからホームページを開設
するなど、情報発信に取り組んできた。だが、古くなっ
たホームページは情報更新が不可能となり、また、ス
マホでの情報提供には対応できていなかった。

そこで、ホームページを一新して、随時、新たな情報
に更新できるツールに整え、また、スマホにも対応でき
る情報発信力を強化することとした。例えば、地の利
を活かして奈良公園へ散策に訪れた観光客などにも来
店してもらえるよう、リアルタイムな宣伝周知に取り組
み、来店者数の増加をめざす。

背　景

他の浴場にないさまざまな風呂が好評である
（写真は超音波風呂）

8 月 9 月 10 月 11月
訪問指導 　　　　　　報告
ホームペｰジ更新
スマホ対応の実施
ノベルティグッズ作成
ＨＰ等の効果測定
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グーグルマップに寄せられたクチコミの
評価は高い

今後も、ホームページなどによる情報発信
で新規顧客の獲得に努める必要がある。こ
のため定期的にホームページのリニューアル
と、発信内容を頻繁に更新することが望まし
いと考えている。

今　後

ホームページの閲覧者数は事業実施前と比
べるとほぼ 3 倍になった。ホームページのリ
ニューアル効果はあったと判断できる。また、
スマホで閲覧し来場した顧客の効果も大き
かったと想像される。

だが、閲覧者による入店数は120％程度
に留まり、目標値には及ばなかった。新型コ
ロナウイルス感染拡大の影響で、旅行者が少
なく、新規顧客の増加はほとんどなかったこ
とが大きく計画を狂わせてしまった。

成　果 

Do

Check Action

１. ホームページの閲覧者は増加しており、興味を持って頂いていることは実感できます。旅行者などの
状況が回復すれば入浴者数は増加するものと思われます。

２. 観光客が少なくなった影響で、新規顧客が少なくなってしまったため、販促グッズは今のところ活かし
きれていませんが、コロナの影響が少なくなれば活用できるときが来ると思われます。

取　組

ネットによる新規顧客の増加を図るため、ホームページを
リニューアル
①コンテンツを 3 ページから 6 ページに増加させた。
②静止画のみであった旧ホームページを、動画入りのホームペー

ジにした。
③スマホに対応できるようにした。

ホームページにアクセスした顧客にノベルティグッズ（使い
切りソープセット）を配布
①ホームページでアクセスしてから

入浴に来る顧客数のカウント用
に利用するため、ノベルティグッ
ズ（使い切りソープセット）を配
布した。

②ホームページ自体の宣伝効果を
期待した。

C, E

コンサルタントからのアドバイス

ホームページを見て入浴に来た
お客さまにはシャンプーなどを
無料で配布した
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＜モデル事業 2020 年度＞

幸福湯
PR の徹底とイベントの開催により顧客獲得につなげる
1956 年開業の銭湯「幸福湯」は、和歌山駅から徒歩約 15 分、まちなかにあるものの、主要道路から路地に入っ

た外観の目立たない立地に開業している。お客さまには、従来からの固定客も多い。
適温主浴槽（電気風呂有）、ぬる湯（週替わり湯）、強力ジェット

風呂、水風呂、天然地下水かけ流し（19 度）、サウナなどの設備が
あり、脱衣所には歌謡曲が流れ、古き良き時代の空間を大切にして
いる。また「パインアメの湯」、「菖蒲湯」など変わった風呂も提供し
ている。

住所：〒 640-8103 和歌山県和歌山市北休賀町３１
創業：1956 年（昭和 31 年）
従業者数：4 人
https://kofukuyu.com

和 歌 山 県

Plan

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
 D お客様の満足度を高めよう

○ HP 作成、SNS との連携、充実
○リーフレット等の作成、他店との連携
○玄関先での野菜販売などのイベント実施
○オリジナルグッズの制作・販売

●取組テーマ ●計画

近年浴場施設が老朽化し、3 代目番頭は、設備等が使え
なくなれば廃業を予定していた。しかし 27 歳の孫娘は、4
代目の番頭を引き継ぐこととなり、浴場に新しい考え方を
ふんだんに取り入れ、幸福湯を全面的に改装して、2019
年 4 月にリニューアルオープンにこぎつけた。

リニューアルは若い女性の観点から清潔感とモダンさに
加え、レトロな器具も残しながら大改装し、鳥獣戯画風の
マナー説明文、金魚タイルの隠し配置、立ち浴槽やサウナ
室の設置など様々な工夫をこらしたものであった。

一方で、立地のハンディもさることながら、幸福湯の新し
い感覚の魅力をまだ十分に周知しきれておらず、新たな顧
客獲得にむけた PR が課題となっていた。

背　景

8 月 9 月 10 月 11月
HP 作成 　　　　　　完成
チラシ作成 　　　　　　  　　　　　　完成
宿泊所との連携
行政・マスコミ連携
PayPay LINE 活用
軒先出店・グッズ販売

ホームページトップを飾る清潔感ある浴場写真
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今回の取組により、人脈や IT 関連のネッ
トワークが広がったため、今後の事業・サー
ビス拡大に活用していきたい。

今　後

⃝来客が月平均 300 人増加した。増加の要
因としては、マスコミ ( ラジオ・タブロイド
紙 ) 露出４割の効果、SNS での発信４割
効果、宿泊施設との提携２割効果と見込ん
でいる。

⃝軒先市や屋外イベントは計10 回以上・延
200 人を集客した。T シャツやパーカー等
グッズの販売額は月平均10 万円を超えた。

⃝コンセプトづくりで時間がかり、ホームペー
ジのアップが 12 月になってしまい、他店
との連携のタイミングがずれたことがやや
残念であった。

成　果 

Do

Check Action

地元密着のきめ細かいイベントの実施、地元ラジオや地元紙への露出、LINE 等によるプッシュ型の
発信、宿泊施設との提携などにより、新たな顧客が増えたことは大変よかった。

取　組

課題を解決するため、次の取組を行った。
○ＨＰを制作し、既存の SNS( ツイッター・インスタグラム・Facebook) と今後取組 LINE、グーグルと

連動させ、宣伝効果を向上させた。（プッシュ型告知）
○リーフレットを制作し、他店 ( ビジネスホテル・飲食店・他風呂など ) との連携、地元紙誌などマスコ

ミへの PR 等を強化した。
○玄関先での定期的な野菜、古本、カフェ、弁当、焼き芋などの販売を行った ( 軒

先出店 )。
○店前の通りで夏祭り風イベントやラ

ンニングイベント、周辺のビジネス
ホテルやゲストハウスと提携をして
宿泊客の銭湯への誘導を行った。

○自店オリジナルの T シャツ、トレー
ナー、パーカー、タオル、ステッカー
等を制作し販売した。

A, C, D

公式 LINE アカウント開設

営業者・お客様の声

鳥獣戯画風のマナー説明文チラシ

玄関先での野菜販売イベントの様子

ホームページでは写真が右から左へ流れ、ループする。
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＜モデル事業 2020 年度＞

かごっま温泉
魅力ある温泉を武器に幅広い層の顧客拡大をめざす

「かごっま温泉」は創業 60 余年、源泉かけ流しで手ぶらで入れる温泉銭湯
の老舗。天文館にも近く、街中の天然温泉である。主なお客さまは、高齢者
が大半を占めるが、若者層の利用者が増えつつあるのが強みである。５階建
ての自社ビルには、銭湯をはじめ８業種が営業しており、常連客の囲い込み
や外国人旅行者、若者層の開拓などに、これまでも積極的に取り組んできた。

住所：〒 892-0815 鹿児島県鹿児島市易居町 3-28
創業：1959（昭和 34）年
従業者数：4 人
https://www.kagoshima-onsen1010.net/sento-map/beauty/post.php

鹿 児 島 県

Plan

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
F インバウンドのお客様を増

やそう

〇ウエットティシュに「銭湯は免疫力を高め、コロナウイルスから身体を守
る」などの文言を記載して配布、「銭湯は、コロナの感染リスクがある」
との疑念を払拭する。

〇県公衆浴場業組合のホームページを改良して、上記をＰＲ、発信する。
〇外国人や若者層から要望の強い「フリー Wi-Fi」を設置し、古い暖簾を

新調する。
〇高齢者の囲い込み、安心のために、「血圧計」や「除菌機」を設置する。

●取組テーマ ●計画

2020 年４月までは、ほぼ前年並みの売上を推移していたが、５
月のゴールデンウィーク前後に鹿児島市の銭湯の７割が１週間から
10 日ほど「自主休業」を実施した。この自主休業により「銭湯は、
新型コロナウイルスの感染リスクがある」との誤ったイメージを世間
に持たれることになり、顧客離れが起きた。７月に入り、自主休業
から２カ月経過しても、売上は前年比４割減と客足は戻ってこなかっ
た。そこで、新型コロナウイルス感染予防策を徹底して、顧客を前
年並みに戻すための取組を進める。また、少しずつ増えていた若い
層の顧客獲得ならびに常連客の囲い込みの取組も併行して進めた。

背　景

他の浴場にないさまざまな風呂が好評で
ある（写真は超音波風呂）

8 月 9 月 10 月 11月
訪問指導 　　　　　　
組合 HP の改良
ウエットティシュの作成、配布

「フリー Wi-Fi」の設置
血圧計・除菌機の設置
暖簾の更新
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高齢者や健康に気遣う人向けの血圧
計も設置された

新型コロナウイルス感染拡大の収束まで、
徹底した感染防止策を継続していくことが重
要である。しかし、これが長期化すれば、高
齢の常連客の銭湯離れに拍車がかかること
から、若年層の新規顧客獲得に向けた取組
をどう進めるかが大きな課題となっている。
清潔、安心、安全ということをよりアピール
していくためにも、老朽化したカランなどの
取替・更新を計画的に進める必要がある。

今　後

今回の取組により、2020 年 10、11月の
売上高、集客数ともに前年比３割減であった。
新型コロナウイルス感染拡大の収束が見通せ
ず、その影響が続いているといえる。なかで
も高齢者の２割は戻らず、コロナ収束まで期
待できないと思われる。また、顧客全体の２
割を占める外国人観光客を中心とした観光客
の回復は、数年見込めない可能性もある。

ただ、若者を中心とした新規顧客を獲得し
ていくなかで、ホームページを見て遠方から
の来た人が多いのは、明るい材料である。

成　果 

Do

Check Action

モデル事業によって、実施できる施策に着実に取り組むことが大切だと学びました。改良したホームペー
ジを見て、遠方より新規の若年層の顧客が戻りつつあります。「除菌ウエットティッシュ」は、タイムリー
でお客さまにとても喜んでいただけました。一連の取組は、コロナ対策を顧客に強く印象づける効果が
あったと考えます。

取　組

取組の概要は、以下の３点である。

○銭湯の誤ったイメージを払拭し、免疫力アップを訴求
　「銭湯は免疫力を高める」などの効能を記載した「除菌ウエットティッ

シュ」1,000 個を顧客に配布した。また、旅行者などの多くが閲覧
する「県公衆浴場組合」の HP にも銭湯の効能を強調して掲載し、銭
湯利用を促進する PR を展開した。

○若者に認知してもらうために暖簾を新調
　若者の新規顧客獲得に向け、業者提供の定型暖簾から、人の目を引

く明るい暖簾に新調した。

○高齢者サービスも丁寧に
　高齢の顧客にも安心してもらうために、

感染防止策の一環として「除菌機能付き
空気清浄機」を設置した。
また、高齢者から要望のあった「血圧計」　　
を設置し、当銭湯の特色の一つである「塩
風呂」にはその効能と使い方の説明板を
表示した。

C, E，F

営業者・お客様の声

銭湯は免疫力アップにつながる
と効能をアピールして配布した




