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やぶ屋本店／宮城そば・うどん普及委員会
～共同でのイベント開催・メニュー開発で地域の売上と活性化向上～
創業は嘉永元年 (1848 年 ) 現在に至るまでの 170 年、6 代
続く仙台で一番古くからある老舗蕎麦店。現在の 6 代目店主
が組合青年部の代表として様々な取り組みのリーダーシップ
をとっている。宮城県麺類飲食業生活衛生同業組合加盟。
住所：宮城県仙台市青葉区大町２丁目２－２４
創業：やぶ屋本店：嘉永元年 (1848 年 )
／宮城そば・うどん普及委員会：平成 25 年
従業者数：やぶ屋本店：3 名（パート含む）
／宮城そば・うどん普及委員会：直近年で 30 店が参加
URL：https://yabuya-honten.business.site/

●取組の概要

仙台・宮城のそば普及と PR を目的に県内そば店の
若手店主らが中心となり、2014 年秋に宮城そば・うど
ん普及委員会を発足した。組合の青年部が主体と成り、
委員会名義でのイベント企画や、地域のそば・うどん店
を盛り上げるために様々な商品開発等を行っている。

●取組内容
「カレーそば・うどんスタンプラリー」の開催
閑散期の 2-3 月に、新規客を開拓するようなイベン
トを目指して企画された。寒い時期に温かい商品、ま
たどの店でも扱っているもので、店によって特徴があっ
て個性がだせるもの、しかも創作メニューに比べると工
夫の敷居があまり高くない点を検討し、スタンプラリー
の対象商品は
「カレー商品」になった。各店がカレーそば・
うどんを様々に工夫して販売。通常メニューを活用する
店もあれば、宮城県産の食材を取り入れたイベント限定
メニューを提供する店もあった。
そして参加各店で「スタンプ台紙付き参加店ガイド」
を配付。３つのスタンプを集めたら商品プレゼントに
応募できるようにし、各店の販売データを取って分析を
行った。これまでに 2016 年〜 2018 年まで 3 回実施
しており、直近の 2018 年の開催時は 30 店が参加し
ている。

●取組の背景

閑散期（2 〜 3 月）の新規客の開拓と、地域のそば・
うどん店の活性化が従来より課題であった。また震災
の影響を受けて困難に直面している地域において、名
産品を活用した地域振興が期待されると共に、そば・う
どん店として後継者への事業継承という点からも、業界
や店を盛り上げるような「名物商品」が求められていた。

大正時代の「やぶ屋本店」
スタンプラリーポスター
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「ほや天」「ほや天そば」の開発
宮城県は「ほや」の水揚げ日本一。従来は国内消費
は少なく、水揚げされた「ほや」の殆どは韓国への輸出
品であったが、震災の風評被害で輸出が低迷し、生産者・
販売者が悩んでいる声を聞いていた。一方蕎麦につい
ては、宮城県は東北の中でも蕎麦収穫量が低く、名物
メニューはない。そこで、宮城の名物となるものを有志
10 店程度で検討し、
「ほや天そば」を 2019 年春に開
発した。
「ほや」については加工業者において最新の冷凍技術
が導入されており、6 月旬の一番おいしい時期に収穫し
た「ほや」を年間通じて安定的に供給できることもあり
名物メニューの食材としての魅力が高い。各店向けに仕
入れルートも確保した。

●取組による成果
スタンプラリー効果でカレーメニュー注文は
5 割増
「カレーそば・うどんスタンプラリー」の効果で、同
時期のカレーメニュー注文は 5 割増。通常期はビジネ
ス系の男性比率が高いが、スタンプラリー期間は女性
客が目に見えて増加した効果もある。
「ほや天そば」は
従来のイメージを払拭する画期的な味となり、
「ほやの
風味が蕎麦の味を引き立てる」と好評である。

●今後に向けて

現在「ほや天そば」を販売しているのは、市内でもま
だ 10 店舗程度だが、麺業組合の中では「ほやラーメン」
などが出てきており、今後は「ほやの炊き込みご飯」な
ど、宮城の「ほや」の品質の良さを活かした新たな商品
開発をしていきたい。
ほや天

営業者の声
宮城の「ほや」品質には大きな可能性があると
感じています。「ほや天」「ほや天そば」、「ほや」
については、10 年単位で取り組み、ゆくゆくは
「江戸前」のように、宮城を代表する息の長い商品・
商材に育てていきたいと思っています。

「ほや」写真提供：宮城県観光課

19

生衛_冒頭～好事例～PDCA.indd

19

2020/05/14

16:43:44

◆

め

ん

類

店

蕎麦処 小進庵
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東
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モデル事業 2018 年度

〜幅広い客層で食事会ができる店へと進化し、集客アップ〜

東京都現代美術館近くに立地する蕎麦店である。「蕎麦、
おつゆ、天ぷらをもっとおいしくするために研究を進める」、
「お客様への感謝、サービスの質の向上を推し進める」、「安
全安心な食材を使用して、お客様の健康化を進める」を掲げ、
先代が努力してきたことを尊重しつつ新しい挑戦を進めて
いる。
住所：東京都江東区
創業：明治 40 年
従業者数：5 名、うちパート・アルバイト 1 名
URL：http://www.koshinan.tokyo

●取組の背景

●取組テーマ

平日ランチは常連客で満席、平日の 13 時以降
や土日は周辺住 民で混雑するような立地にある。
しかし、出前を止めたことにより、売上が３割減少
してしまった。一方、周辺は人口増加エリアでもあ
り、新規顧客の集客を行いたいと考えて、顧客開
拓の取組を検討した。なお、昨年始めたお客様ア
ンケートの結果から、顧客の 52％が近隣を来店
理由に挙げており、当店に来るまでの所要時間が
10 分以内の人が多いことがわかっている。

D. お客様の満足度を高めよう
E. 優良顧客を増やそう

●計画（Plan）
増加する近隣の 30 〜 50 歳代のファミリー層
や女性をターゲット層と仮定し、①チラシを印刷
し、周辺住宅へポスティング （8,800 部）、②パ
ンフレット「ソババカ」の印刷、配布 （1,000 部）、
③お客様アンケートの実施を進める。

●目標
前年同月比で売上高 20% 向上

店入り口のオススメ看板

前年度

次年度

お客様アンケート原稿作成・実施
チラシ原稿作成・印刷・配布

（検証）
（検証）

お客様アンケートの随時実施
チラシの作成・印刷・配布の随時実施

パンフレット「ソババカ」印刷・配布 （検証）
パンフレット「ソババカ」の増刷・配布の随時実施

メニュー開発の継続的な実施
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ワンポイント

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

モデル事業で指導いただいた支援者の助言で、店
舗前にＡ型スタンド看板を設置しました。Ａ型看板
は店舗前の歩道を歩く人には目に付きやすく、その
日のおすすめメニューの写真を貼ってＡ型看板で紹
介したところ、それを見て店に入っていただくお客
も増えています。当店は東京都現代美術館の近隣に
立地しており、美術館を訪れた人がＡ型看板を見て
来店していただけるなど、Ａ型看板の効果は大きい
です。

インターネット上のホームページやグーグルマッ
プ、食べログ、SNS、LINE、チラシなどの色々な
情報発信手段を使って重複的に情報発信していくこ
とが新規顧客の開拓には重要です。また、店内満席
時での来店客の入口応対の効率化 / 自動化は全体的
な生産性向上には重要ですので、検討して取り組ん
でいただきたいです。

●取組（Do）

●成果（Check）

①チラシを印刷し、周辺住宅へポスティング
（8,800 部）

●達成状況
昨年 7 月に比べて売上が 20% 以上増加

約 1 年前に店をバリアフリーにし、ベビーカー
や車いすでも入店しやすくリニューアルをしたが、
周辺住民の多くにはまだ知られていない。そこで
新規顧客の来店を促すため、改装１周年のチラシ
を作成し、周辺住宅へチラシをポスティングした。
ポスティングは継 続的に行い、今 年 7 月にも 10
分圏内の住宅を対象に行っている。

周辺住宅へチラシをポスティングの結果、チラ
シ配布後の売上は前年同月比の 26％増。大きな
プラス効果が出ている。また、パンフレット「ソバ
バカ」を見て来 店する人も増えた。LINE の会員
数も、昨年の 450 人に比べ 800 人へと拡大して
いる。アンケート結果を参考にポスティングする範
囲を決めたり、接客対応に反映することも進めて
いる。

② パ ン フ レ ッ ト「 ソ バ バ カ 」 の 印 刷、 配 布
（1,000 部）

地域のイベントに合わせて、蕎麦の製造方法や
地元漫画家とのコラボレーションによる漫画「ソバ
バカ」を掲載したパンフレットを作成。近隣の駅
の改札口近くの棚に置いて、顧客の目に触れやすく
した。

③お客様アンケートの実施

当店に来店した際の食事の合間に、スマートフォ
ン等からお客様アンケートに回答していただくよ
う、お願いして回収率を高めた。
Ａ型スタンド看板

●今後の取組（Action）

来店客が多い時にさらに来店客を増やす工夫を
進める。そのためにまずは、店内満席時での来店
客の入口応対の効率化 / 自動化を検討する。また、
蕎麦に加えて、地元食材、季節対応のメニュー開
発も進める。夕方からのお客には食事＋お酒によ
る単価アップを図ったり、宴会のコース開発なども
進めたい。LINE の会員数は増えてきているので、
複数の情報発信手段を使って重複的に情報発信し
ていくことを継続的に実施していきたい。

「ソババカ」のパンフレット
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〜伝統の手打ち蕎麦と新規メニューで新天地の勝負〜

株式会社宗は、名取駅前で「手打そば宗」を経営していたが、東日本
大震災で被災し、建物が半壊した。その後、岩沼市三色吉の金蛇水神社
参拝者休憩所内において７年間営業し、令和元年 5 月より、神社駐車
場造成・整備及び参拝者休憩所の建替事業のため、現在の地に移転。農
家住宅を改装した趣のある蕎麦店としてオープンした。手打ち蕎麦には
定評があり、蕎麦打ち体験などのサービスも提供している。宮城県麺類
飲食業生活衛生同業組合。
住所：宮城県名取市
創業：昭和 18 年
従業者数：6 名、うちパート・アルバイト 5 名
URL：https://www.facebook.com/pages/category/Restaurant/ 高舘食道 - 水神蕎麦 -525303814966508/

●取組の背景

●取組テーマ

岩沼市（金蛇水神社休憩所内）で営業していた
間は、手打そば好きのお客様より高い評価を得て、
順調に売上が推移した。しかし移転後は知名度アッ
プやアピール方法について改めて検討が必要とな
り、案内板の設置やチラシ・タウン誌等フリーペー
パー広告類、タブレットを活用した情報発信によ
る集客と、タブレット導入による効率的な作業で
費用の削減等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
C. ICT を活用して集客力を高めよう
I. 効率的に作業しよう

●計画（Plan）
自店を地 域に積極的に PR して認知度を高め、
より多くの集客につなげるために、タブレット導入
による SNS の発信環境を充実し、地域住民向け
にはチラシ類を発行する。また、店舗への案内板
等を整備する。併せて、商圏の消費利用動向も把
握する。

●目標
①売上高：昨年比 100%
（移転のため現状維持）
（月次売上表で把握）
②客単価：昨年比 333％
（月次集計表で把握）
※比較対象：年末 2 カ月間

店への案内看板

１カ月目

2 カ月目

3 カ月目

各種フリーペーパー等への取材と広告掲載による
チラシ類の準備・施行
タブレット購入・SNS 改良
案内板など設置
新メニュー等の開発・紹介
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ワンポイント

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

鍋物などのメニューがあることで、近隣の方の夜
の集まり、町内会、忘年会といったものも入ってき
て、新しいお客様が増えましたし、ご来店の方には
好評をいただいたと思っています。蕎麦打ち体験に
ついても旅行代理店の目に留まるなど効果があった
と思っています。また、出張での蕎麦打ち体験など
の試みも利用されたお客様には好評でした。

店主は和食の高い技術を持っているので、その強
みを活かしたメニューをいかに定着させるか、また
中華とのコラボレーションメニューについても今後
どのように取り組んでいくか等が一層工夫できると
思われます。今の立地を活かした顧客のニーズを確
実に捉えて、何にこだわり、どう選択していくかが
大切でしょう。（宮城県生活衛生営業指導センター /
中小企業診断士）

●取組（Do）

●成果（Check）

①メニュー開発

●達成状況

８月 14 日新店舗でグランドオープンしたが、豪
華メニューとしての 4,500 円のお膳、中華メニュー
の油そばといった以前にはなかったメニューを大幅
に増やした。店主の持つ日本料理の技術と地元客
の嗜好のマッチングを図ることも工夫中である。

11 〜 12 月の 売 上 高 は 昨 対 比 で 85 ％、
目 標 値 に は 及 ば な か ったも の の、 客 単
価は積極的なメニュー開発により昨 対比
195％と 95％伸びた。

②選択できる楽しさを追加

SNS で発信した店舗情報が旅行代理店の担当
者の目に止まり、シンガポールからの中学生の団体
（仙台市内市立中学の交換留学生 17人）が、蕎麦
打ち体験で来店した。また、新規顧客開拓を狙っ
たメニューもＳＮＳ上でも高評価を受けている。

小鉢や漬け物類は自由にとれるようなコーナー
を設け、メニュー数を増やすことに加えて、新しい
取組を実施した。

③団体向けプログラム実施

団体向けの 蕎麦打ち体 験プログラムをつくり、
SNS で発信したところ、早速海外からの団体利用
があった。

④タブレット導入と SNS 発信強化

SNS 更新用タブレット端末の導入により、接客
など店舗運営の合間に以前よりも手軽に情報発信
を実施できるようにした。

⑤案内板整備による PR 強化

駐車場の看板設置等を 10 月に完了し、円滑に
店舗まで誘導できるようにした。前店舗と異なる住
宅地での開業であり、さらなる認知拡大と地元客
や蕎麦好き客の再来店頻度の向上を目指している。

小鉢・漬け物コーナー

●今後の取組（Action）

PR は 紙 媒体 では なく、SNS で の直 接 的 な情
報発信に力を入れていきたいと考えている。夜メ
ニューについては効率をあげるため、人気度によっ
てメニューの絞り込みを行う予定。SNS やグルメ
サイト等にあげられる感想や要望等を分析し、提
供する商品やサービスへ反映させて新しい水神蕎
麦ブランドの形成につなげることに今後取り組ん
でいく。

入り口看板
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栃

木
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モデル事業 2019 年度

〜顧客特性を把握してメニューを改良し、経営力を高める〜

1974 年に現在地で、手打ちそばを扱う店として創業した。天丼など
の丼ものもメニューに揃えて、長年経営を続けてきた。現在は、手打
ちそばと和食を中心に、豊富なメニューを取り揃えている。食材は地
元のものを使い、地元のお客様に親しまれるような店をめざしている。

住所：栃木県栃木市
創業：昭和 49 年 6 月
従業者数：10 名
URL：http://tidukaya.co.jp/

●取組の背景

●取組テーマ

同社は積極的に経営改善を続けてきたが、専門
家の助言を得て顧客ニーズに即したメニューづくり
やＰＲの充実をはかり、経営改善をさらに進める
ことをめざした。さらにこれを機に、従業員の意
識改革にも力を注ぐことをしたいと考えた。

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

●計画（Plan）
対象とすべき顧客層を把握し、ホームページや
案内チラシにより知名度アップを図り、集客力増
につなげる。また、地元の食材を積極的に使用す
るメニューを考え、地元の食材生産者が喜び集客
につながる施策も進める。これらの取組に関して
は、社員の活発な参画を求め、推進プロセスを通
じて社内の意識改革を行う。

●目標
売上約 2％増、集客数 3％増

メニュー表

１カ月目

改訂前

2 カ月目

3 カ月目

対象お客様層把握
HP 更新
メニュー表改訂
★ メニュー表改訂
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生活衛生関係営業 営業者取組事例集

ワンポイント

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

地元のお客様からは、お祝いや法事など「特別な
日はちづか家で」と思ってもらえるように、そし
て他県から来たお客様には、「栃木ならではの料理」
を楽しんでいただくことを目標に、営業を続けてい
きたいと考えています。

地域に根差したお店として、地元を大切にしてい
くというコンセプトを基本にした営業に大いに期待
が持てます。また、今回の取組を通して、社内意識
が醸成され、組織としての一体感が生まれ、社員に
さらなる活気が生みだされました。（栃木県生活衛
生営業指導センター / 中小企業診断士）

●取組（Do）

●成果（Check）

①顧客層の把握

●達成状況

商圏の調査、競合店の調査を行い、店の差別化
ポイントを定め、特徴を強化する戦略を考えた。

①売上高は目標の 89.8%
②集客数は 87.0％

②メニュー・盛り付けの改善・強化

お客様用盛り付け皿を一新し、より見栄えが良
く、しかも写真写りのよいメニュー表にするととも
に、女性や子どもにも喜ばれるデザートメニューを
加えた。また、地元食材を使うことの強みが確認
されたため、県外では口にすることができないキ
ノコを使用した郷土料理「ちたけそば」をメニュー
化する検討も進んだ。

客層を把握し、地域店舗としての特徴を明確に
できた。一方、売上高、集客数は目標値の約 9 割
にとどまった。2019 年の台風 19 号に伴う地 域
経済のダメージによる影響もあると思われる。当
該店舗の離れの一部も床下浸水した。なお取組に
社員は積極的で、一体感はより高まった。

③ホームページの更新

メニューの改定を反映し、ホームページを更新
した。また、SNS の活用についても検討を行った。

メニュー表

改定後

●今後の取組（Action）
お客様に笑みがこぼれる料理を手間暇を惜しま
ず提供し続けていきたい。また、社員一同、食品
の安全・安心のため自主衛生管理に基づき努力を
重ねていく。

デザートメニューを新設しホームページでもＰＲ

113

生衛業事例集モデル事業20200513.indd

83

2020/05/13

18:57:32

◆

め

ん

類

店

源氏蕎麦

◆

大

阪

府

モデル事業 2019 年度

〜持帰りサービスとそば打ち実演で売上アップ〜

戦前のすき焼き店を発祥とする蕎麦店で、「座裏」といわれる歴史の
ある難波の飲食店街に立地している。蕎麦と出汁へのこだわりにより、
地元顧客に長年愛されているとともに、近年は大阪を訪れるインバウン
ド・外国人観光客にも日本の食文化を味わい体験できる店舗として人気
を集めている。「10 年後の健康のために」をコンセプトに身体に優しく
心に優しい商品を提供していく方針である。
住所：大阪府大阪市
創業：昭和 4 年
従業者数：６名、うちパートアルバイト５名
URL：https://genjisoba.co.jp/

●取組の背景

●取組テーマ

マンパワーの制約もある中で、より効果的に店
頭でのプロモーションを行い、認知度を向上させ、
店内飲食のみならずテイクアウトの物販売上を伸
ばしていくことが課題である。また、国内外の固
定客のロイヤリティをより向上させ、優良顧客を増
加させるための取組が求められる。そのために店
舗外観の改装工事や、SNS の効果的な活用が必
要である。

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
F. インバウンドのお客様を増やそう

●計画（Plan）
蕎麦打ち実演のスペースを、視認性を向上させ
るために改装し、テイクアウトの売上を増加させる。
また外国人や日本人 顧客の声を収 集し、SNS で
の交流促進・効果的な情報発信を行い、顧客満足
度の向上、固定客の増加を目指す。

●目標
①年末 2 か月の売上高（千円）
昨年比１１０％
②年末 2 か月の客単価（千円）
昨年比１０６％
工事前の窓外観

１カ月目

2 カ月目

3 カ月目

持ち帰り物販の表示改良
顧客の声の収集、分析
テイクアウト開始
SNS への書き込み、グーグルマイビジネスコメントへの返信充実
店舗外装の工事
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生活衛生関係営業 営業者取組事例集

ワンポイント

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

当店は大阪・ミナミの「座裏」にあって、昭和 4
年創業の老舗店。「10 年後の健康のために」をコン
セプトに全てのメニューについて減農薬・無添加に
こだわっています。海外からのお客様も多く、ビー
ガンやグルテンフリー対応も可能です。ホッとでき
る店内はおひとり様にも好評。時には「蕎麦と音楽
の集い」音楽会も開催。蕎麦が大好きなスタッフが
皆様をお待ちしています。

難波の老舗蕎麦店として、高い知名度を有する源
氏蕎麦の魅力を国内外に情報発信していくために
WEB や SNS をより有効に活用していきましょう。
またビジネス街でもある立地を踏まえたランチ持ち
帰り需要に対応することで、満席による機会損失回
避も期待できます。ブランド・企業価値を高めてい
くことで事業承継の基盤が築けると思います。（大
阪府生活衛生営業指導センター / 中小企業診断士）

●取組（Do）

●成果（Check）

①視認性を高めるための実演スペースの改装

●達成状況

道路に面したガラス張りの麺打ちスペースに改
装工事を行い、出窓を設置して往来する顧客への
訴求力を高めた。

①売上高昨年比１０２％
②客単価昨年比１０４％
目標値には達しなかったものの、昨年比で
増加した。

②持ち帰りメニューの訴求・販売

お得な持ち帰りメニュー２種を販売し、手書き
ボードによる表示で、ランチタイムの新たな需要を
開拓した。

当初の成果目標には及ばないものの、売上と客
単価とも昨年比で向上。持ち帰り需要についても
導入当初は苦戦したものの、12 月中に新たな需
要開拓につながった。

③強みの分析と SNS のこまめな発信・返信

各種グルメサイトや旅行情報サイト、SNS で寄
せられている顧客の声を収集して、当店が愛顧さ
れている要素を分析した。インスタグラムについて
はビジネスアカウントへの切り替えを行い、閲覧
者のインサイト分析を行う体制を整備した。
顧客との交流促進及び SEO 効果を狙って、グー
グルマイビジネス投稿の返信コメントを日本語・外
国語でタイムリーに行った。
外国人顧客へのホスピタリティー演出とリピート
増加を狙って、店内のアルバムにメッセージを記入
してもらい、写真撮影を実施。SNS へのアップロー
ドも行い、日本旅行の思い出・体験を伝えやすくし
た。

店内アルバムメッセージ

●今後の取組（Action）
店頭での接客や WEB・SNS での交流により国
内外のファンを確保し、リピーターを増加させ、源
氏蕎麦のブランドを確立することにより、店頭や
催事による物販での売上を拡大する。経営基盤を
強化することにより将来的な事業承継（親族外承
継）の足掛かりとする。

持ち帰り用の出窓を設置し、手打ちの実演も兼ねる
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