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1~3 カ月目 4 カ月目 5 カ月目 6 カ月目

こがね鮨 ～HP改修で売上アップ、CTI 導入で効率経営を実現～

こがね鮨は、純和風の風格ある店舗に、ネタの鮮度だけ
でなくシャリにもこだわった老舗鮨店である。新潟駅より
車で約 10 分の住宅地に立地。営業時間は火～土 11:00 ～
14:00 と 16:00 ～ 21:30、日・祝は 11:00 ～ 21:00 で月曜
定休。1階と2階に合わせて45席。駐車場15台、クレジッ
トカード5種に対応。店舗営業に加え、法人向け仕出し、ケー
タリング、宅配の 4部門を運営。新潟県すし商生活衛生同
業組合加盟。

●取組の背景 ●取組テーマ

●計画（Plan）

●目標

今まで「新潟でランチに強い寿司屋」として売
込んで来たが、長引く景気低迷による売上減少や
飲食業界の人手不足によるスタッフ確保難という
課題を抱えて来た。そこで、売上減少に対しては、
軽減税率導入で需要増が見込まれる宅配部門の強
化で、人手不足に対しては、ICT 活用により煩雑
な受注・配達業務の効率化で対応し、売上・利益
の確保をめざすことにした。                             

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

宅配部門強化のため、① HP のスマホ対応、②
HPへの宅配オーダーフォームの組み込み、③着信
データベースの運用によって、受注電話と連動した
本格的な顧客管理・配達支援システムの構築など
を計画した。

 住所：新潟県新潟市
 創業：昭和44年3月
 従業者数：6名、うちパート・アルバイト5名
 URL：http://www.kogane-sushi.jp/

①売上高：対前年同期120.1％
               （月次売上表で把握）
②集客数：対前年同期119.7％
　　　　　（月次集計表で把握）
　※比較対象：年末2カ月間

計画策定

　HP改良（スマホ対応、SEO対策など）　　　12/10リニューアルオープン

販促活動（店内外への告知）

宅配オーダーフォーム新設　　　10/1 システムカットオーバー、その後も微調整を継続　　12/10から本格稼働

CTI システム構築　　　　　　10月中旬カットオーバー

簡単注文できるスマホ画面

新 潟 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）

①HPのスマホ最適化
HP をスマホ対応に改修し、見やすく操作性が

向上。SEO 対策の実施で主要キーワード検索で
上位表示をキープ。

②注文フォームのHP組込みで操作性向上
注文フォームの組込みでスマホでの操作性が格

段に向上し、HP 経由での新規の宅配客獲得に貢
献。

③ Computer Telephony Integration
（CTI）運用で業務効率化
電話着信時に顧客 DBから過去の注文履歴・

家族情報・好み等が瞬時に画面表示、配達時にタ
ブレット画面のデジタル住宅地図に配達先と最適
ルート・所要時間を表示、遠隔地の大口受注には、
赤帽の配達代行サービス利用で板前姿の配達員が
対応するなど、受注・配達業務の大幅効率化を実現。

④余剰時間を「時短と販促」に振り分け
CTI 運用で生まれた時間を労働時間短縮や販促

活動に活用。例えば、顧客データから配達先周辺
の休眠客を抽出し、配達ついでに紙の宅配メニュー
をポスティングするなど。

CTI 本格稼働が12/10にずれ込み、年末 2カ
月間の売上高・集客数の目標は未達。しかし1月
には対前年比 3割アップを達成。また、メール注
文の 9割は新規客が占めた。電話応対は誰でも同
じレベルでの対応が可能になり、手書き作業が大
幅に削減した。

「待ち」の姿勢が根強い寿司業界であるが、店
の方から出向く「攻め」の経営で売上・収益増をめ
ざす。自店舗での運用によって、CTI を活用した
独自の仕組みによる販売実績や経費削減効果を明
らかにし、将来は仕組み自体の販売も視野に入れ
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
独自CTI を短期間で構築し運用にまでこぎつける
ことができました。本当の成果を得るのはこれから
ですが、十分な手応えを感じており、通年での売上
増につなげていきたいと思います。電話・FAX・ス
マホ・PCからの注文に対応していますが、受注確
定は必ず電話で行い、同時に顧客DBを更新してい
ます。電話では、お客様の要望にきめ細かく対応す
るとともに、番号登録により迷惑電話防止にも自動
対応できます。

市販DB・ソフトの組み合わせで、MAC対応の
独自システムを短期かつ廉価で構築しました。接客・
仕込み中でもチラ見で判断できるほど、大きな文字
表示や目立つ色を採用するなど、実用性重視の設計
です。短期間で成果をだせたのは、20年以上記録
している顧客台帳の存在が大きいです。また、スマ
ホ経由の新規客獲得のポイントは、高齢者・女性に
も「注文のしやすい」画面と操作性です。（新潟県
生活衛生営業指導センター /経営指導員）

●達成状況

①売上高：対目標 89.5％
               / 対前年同期107.4％
②集客数：対目標 87.9％
               / 対前年同期105.7％

新規客と迷惑電話着信時の画面

電話着信時の顧客情報画面例

ワンポイント
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1カ月目 2 カ月目

金寿司 ～タウン誌広告・SNSでの発信と新メニュー開発で集客強化～

金寿司は、恵那に店舗を構えて 20年余。郊外型の店舗で、
地域との共生を念頭に置き、ランチタイムには、地元野菜を
並べたサラダバーを行うなど地域の食文化の振興に協力しつ
つ、経営改善にも積極的に取り組んでいる。顧客の 9割は近
隣の恵那市、中津川市からである。また、店主は海外（アメ
リカ）での修行経験があり、等国際交流にも熱心に取り組ん
でいる。岐阜県鮨商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

5 年前に老朽化した機器等の修繕を行い経費が
嵩んだ。また 2018 年は例年にない猛暑の影響で
客足が鈍り、売上が減少していた。今まで、口コ
ミとインターネットのブログ配信で顧客づくりをし
てきたが、近年はブログの更新ができていない状
況である。地域における知名度アップと、新規顧
客が同店を知り、来たいと思うための更なるSNS
の活用の必要性を感じていた。また、知人の民泊
経営者から外国人客が増えていると聞き、インバ
ウンド向けのメニューも必要であると感じていた。

C.ICT を活用して集客力を高めよう 
F. インバウンドのお客様を増やそう 

広告を強化して集客力を高める。これまで未活
用だった地域密着の情報誌に広告を掲載して、知
名度をアップさせるとともに、お店に興味を持って
いただき初めて来店するお客様に、SNSで事前に
確認できるようにすることで、安心して来店してい
ただけるようにする。

 住所：岐阜県恵那市
 創業：平成8年
 従業者数：7名、うちパート5名
 URL：http://kinsushi.enat.jp/

売上高　110％
集客数　110％
　※比較対象：年末2カ月間

取組内容の検討

Google ストリートビューの導入

新メニューの用意

タウン誌の広告掲載

英語メニューの用意

看板の設置

岐 阜 県 モデル事業 2019 年度　　

以前の看板
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●取組（Do） ●成果（Check）

●今後の取組（Action）

①Google ストリートビューの導入
安心して来店していただけるようGoogle スト

リートビューを導入。Google が提供するお店付
近の様子や外観だけでなく、投稿者によるお店の
外観・内観やメニューの写真、口コミ、来店者の
評価等がわかるようにした。

②広域タウン誌に広告を掲載
地域全戸に直接配布されるタウン誌に広告を掲

載（飲食利用でウーロン茶1杯無料券付き）。ター
ゲットに対し、お店を直接アピールできた。

③看板の見直し
郊外のロードサイドにあり、お客様は車での来

店となるため、初めて来店するお客様の目に留ま
りやすいよう大きな看板に変更した。

④新メニューの用意
広告の強化に伴い、新メニュー（飛騨牛にぎり）

のサービス告知を行った。

⑤英語メニューの用意
インバウンド客が最も期待している地元の食を

紹介するメニュー表（岐阜県鮨組合公認の飛騨す
し）を作成した。

情報誌の掲載期間（１カ月）に約110 名の情報
誌による来店があった。Googleストリートビュー
の活用は、訪問への動機付けとなり、看板は「遠
くからでもお店が見やすかった」と声をいただくこ
とができた。結果としては集客数には変化はなかっ
たものの、新しいお客様を開拓することができ、
客単価を上げることができた。

今回の事業を通じて情報発信の重要性を理解で
きた。今後も継続して情報発信に取組む必要があ
る。人員は混雑時を想定しているため、比較的す
いている時間帯の集客に取り組み、生産性をあげ
ることが課題である。増えると予想されたインバ
ウンドの対応では、外国人向けの民泊経営者と連
携を開始したが、成果が出ているとまでは言えず、
観光業者、民泊・ゲストハウスや旅館等と連携した
取組を積極的に行っていく。

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
今回の取組で改めて店側からの情報発信が重要
だと思いました。ヒマだからと言って腕を組んで
お客様を待っているのではなく、情報誌、SNS、
Google サービスを上手く利用していかなければい
けないと痛感しました。私自身もあまり詳しいほう
ではないので、今回専門の知識を持った方に指導し
ていただき大変勉強になりました。今後も継続的に
続けていきたいと思います。また、他の組合員にも
今回の情報を伝えたいと思います。

今回の取組により、情報発信の重要性に気付く
きっかけとなったと思われます。SNSの活用や空
き時間帯の有効活用、観光関連事業者との連携など、
知名度を高めるためにできることは積極的に行うこ
とで、顧客獲得につながることが期待されます。今
後、業界内でリーダー的存在として人材育成に取り
組んでほしいです。（岐阜県生活衛生営業指導セン
ター /中小企業診断士）

●達成状況

売上高　144％
集客数　現状維持

英語でメニュー紹介

ワンポイント

遠くからも目立つ看板に
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有限会社富久屋 ～顧客要望もあったホームページ等の発信ツールを作成し、顧客増を狙う～

岡山市郊外の商業地区に立地している、1990 年創業の寿司店。地域に根づ
き、素材の持ち味を大切にし、お客様に“美味しかった”と喜んでもらえるよう、
熱心に運営してきている。

●取組の背景 ●取組テーマ

●計画（Plan）

●目標

近年客数や売上高が伸び悩んでおり、お客様へ
の知名度が足りないことや宣伝が十分でないこと
が原因と考えられた。そこで、従来は行っていな
かったホームページの整備や発信、予約システム
の導入等も検討することになった。また、店舗看
板のリニューアルや屋内の空気環境の改善により、
入りやすく過ごしやすいお店にしてより来店数を増
やすことが考えられた。

E. 優良顧客を増やそう

より広く集客を図ることを目指し、ホームページ
及びパンフレットの作成を3カ月で行う。

 住所：岡山県岡山市
 創業：平成2年11月
 従業者数：4名
 URL：https://www.s-fukuya.jp/

2019 年12月の集客数：390人
／ 2018 月12 月の集客数 360人比、
10％増

１カ月目 2 カ月目 3 カ月目

HP作成

メニュー表作成

★　開設

★　完成

岡 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自店の認知度を高め集客につなげるため、
ホームページを作成

②既存顧客の再来店、再発注を促すため、メ
ニューパンフレットを作成
なお、当初は看板等内外装の改装を計画してい

たが、新規顧客の獲得と優良顧客の増加に専念す
るため、今回は施工しないこととした。

今回の取組の完成が12月となったため、12月
の集客数は370名と昨年に比べ5%程度増となっ
ているが、目標値に比べ 95%にとどまっている。
ただし、今回のホームページ作成の過程で、優良
顧客を持つ強みを生かしつつ、新規顧客の獲得を
めざすという目標を再確認できた。

今後はホームページ及びホームページにリンクし
たSNSによる継続的、旬な情報発信が必要とな
る。
また、メニューパンフレットの活用等により既

存顧客の再来店を促進し、客単価を下げることな
く売上の増加をめざしたい。

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
ホームページやパンフレットについて、お客様か
らの問合せをしばしば受けていたこともあり、今回
の事業に取り組みました。開設して間もないものの、
ホームページをみて来店されたお客様も来られ、今
後は旬の情報を発信して集客につなげたいと思って
います。

ホームページは幅広い周知ができますが、情報が
記憶に残りにくい面があります。今回はSNSとリ
ンクさせるように意識しました。その点では、入荷
食材をアップする等、旬な魅力を発信することも同
時に進めたいものです。また、従来から実施してい
る手書DMは記憶に残り、訴求力も強いので継続す
るようアドバイスしています。（岡山県生活衛生営
業指導センター／経営指導員）

●達成状況

2019 年12月の集客数：370人
　　　　　　　　　　　／対目標比 95％

新たに作成したパンフレット／ホームページのデータを活用

刷新したホームページ

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

有限会社　寿し勝本店 ～すし酢の商品化・販売で業績改善へ～

創業 50 年の老舗の寿司店。郷土料理を愛する気持ちは寿司だ
けにとどまらず、数々の「宮崎名物」が味わえる割烹料理店でも
ある。大将自らが船をだして釣りに出かけ、日向灘の幸を持帰り
提供。にぎり寿司はもとより、チキン南蛮も「秘密のケンミン
ショー」に取り上げられる等、味は高評価の店である。宮崎県す
し商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

南宮崎駅前に立地するため、以前は、空港利用
者の乗換駅で利用者も多かったが、空港線開業に
より乗換客が大幅に減少している。また郊外に大
型商業施設ができたため近くのショッピングセン
ターも利用者が大幅に減少。このような外部環境
の影響を受けて、売上は減少している。従来型の
来店客を待つ及び斎場仕出し・出前の形態では、
人口の減少もあり売上は頭打ち状態となることは
明らかである事から、新たな売上の柱の開発・知
名度アップによる来店客増加を図りたいと考えて
いた。

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 
G. 従業員のスキルとやる気を高めよう

①製造工程作成
②試作品製造・成分分析
③パッケージの開発
④商品化
⑤販売ルートの開拓

 住所：宮崎県宮崎市
 創業：昭和44年
 従業者数：13名、うちパート3名
 URL：https://sushi-katsu.com/

売上3万円
（税込み 648円 / 本×約50本）

すし酢の開発（製造工程作成）

すし酢のパッケージの開発

販売開始販売品の製造（1週間）

すし酢の開発 ★打栓機購入

宮 崎 県 モデル事業 2019 年度　　

打栓の様子

取組内容検討
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●取組（Do） ●成果（Check）

●今後の取組（Action）

①製造工程作成
商品化に向けて必要となる事項を確認し、製造

工程を作成した。

②試作品製造・成分分析
すし酢の成分等については、自店で使用してい

るものをベースに開発を行い、１０月下旬に、食品
検査分析も受けて、確定した。

③パッケージの開発
並行して、瓶・ラベル等のデザインの開発に着手。

１１月末までに瓶本体を含めて納品を受けた。

④商品化
打栓機は１２月上旬に購入し、１２月１０日７本

を製造し１２月１６日から店頭販売を開始した。

⑤販売ルートの開拓
販売先の開拓を進めた。

すし酢の商品化を行い、自店での販売に加え、
他の小売店等での販売もスタートした。商品化ま
で想定以上に時間を要し、販路開拓の着手は遅れ
たものの、現在、卸先３店、交渉中１社と取組は
前進している。

・製造環境の見直し（第２調理場設置検討中）
・販路の開拓

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
新しいことに挑戦するタイミングでモデル事業を
活用することができたため、自分だけでは気づかな
かったことをアドバイスしてもらったり、補助金で
で自分のこだわりを反映したパッケージデザイン等
を作成できたことは大きかったです。今後、販路開
拓にも自信を持って取り組めるようになりました。

今まで、自店用につくっていた「すし酢」を商品
化することは、既存のノウハウや資源の活用という
ことで、非常に良い着眼点でした。また、成分分析
や食品製造にあたっての注意点を、県の機関をうま
く活用して、低価格でできたことも評価できます。
まだ課題も残っていますが、チャレンジ精神が旺盛
であり、一つひとつ解決していけるでしょう。（宮
崎県生活衛生営業指導センター /指導部長）

●達成状況

目標達成率　100％

板前さんのユニフォーム

の襟をデザインしたおしゃれ

なパッケージ

ワンポイント

店内のディスプレー

板前さんのユニフォームの襟を
デザインしたおしゃれなパッケージ
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