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中華名菜 上海菜館　別館『六文銭』
～お酒 ･ 食べ物が持ち込み可で、団体客に気軽に自由に使える完全個室スペースを廉価で提供～

とてもアットホームで「また来たい！」と思わせる笑顔と
おもてなしで、元気で人情味あふれた店内インテリアとサー
ビスへのこだわりをもったお店である。その本店から徒歩 30
秒の所にある別館『六文銭』は、DVD やお酒 ･ 食べ物の持ち
込みＯＫの完全個室で顧客サービスを提供している。

●取組の概要
DVD やお酒 ･ 食べ物の持ち込みＯＫで自由に
使える完全個室を提供
気さくな店員さんがお出迎えして、明るくて広々とし

た、綺麗で清潔感のある店内は『家庭的な雰囲気で楽
しめる』と、常連客から新規のお客さんまで、幅広く利
用されている人気店である。
この人気店には、本店から徒歩 30 秒の所にある別

館『六文銭』があり、餃子技術コンクールで優勝した実
力の店主の料理を味わい、DVDやお酒･食べ物の持ち
込みＯＫで自由に使える完全個室が、様々な利用客に
評判となっている。

●取組の背景
保育園児を連れた親が気軽に集まってミー
ティングをできる場所の提供が別館『六文銭』
の始まり
別館『六文銭』は、始めてから18 年以上が経過する

個室サービスである。この個室サービスを始めたきっか
けは、店主の子供が保育園に通っていた頃、保育園児
を連れて親がミーティングをできる場所を探していたこ
とにある。

●取組内容
自由に使える完全個室は利用後も原状復帰無
しなので、利用者には大変便利、店側も手間
が掛からない
上海菜館は、平日はサラリーマンで週末は地元のファ

ミリー客で賑わい、約９割が常連客の地域密着の店で
ある。幼児連れの親の常連客から、「店を一定時間貸し
てほしい」といった要望が出てきて、その要望に応える
ために、店の一般利用客に気兼ねなく個室のように利
用できる場として、本店から徒歩 30 秒のところの自宅
の1階を改装して、利用者が自由に使える場を提供する
ようになった。
貸しミーティングルームやカラオケボックスは、何時

間も利用すると料金が高くなり、そして利用後に原状復
帰する必要があったが、この自由に使える完全個室の別
館『六文銭』は、DVDやお酒･食べ物の持ち込み可で、
利用後は原状復帰せずにそのまま帰れるようにした。
近隣には格安の酒屋さんがあり、注文すれば届けて

くれることや、コンビニやスーパーもあって、持ち込み
用に買い物もできる。利用に際してはコース料理を注文
してもらうが、店側はコース料理を出前のように配達す
れば、後はお客様にお任せとなる。したがって、自由に
使える完全個室を始めても、新たに従業員を雇う必要
はなかった。

住所：東京都目黒区鷹番 3-12-5
創業：昭和 34 年
従業者数：4 名
URL：https://www.hotpepper.jp/strJ000134089/

東 京 都 好　事　例
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●取組による成果
毎年利用していただく利用客が固定化
利用ニーズをきちんと調べて、その時代のニーズに

合ったサービスを提供したことで、別館『六文銭』を継
続的に利用していただき、その用途も広がっている。
法事の後や故郷から親戚が来た時など、自宅のよう

に使っていただいたり、なべ料理を自宅ですると後片付
けが大変などの理由で自宅代わりに使っていただいたり
している。
また、打合せをした後に同じ場所で宴会をして美味し

い料理が食べられる、歓送迎会を行うなど、色々な場
面で利用されている。さらに、1年に何回か発表会が
ある方々が、発表会後に毎回集まる場として利用してい
ただくというように、毎年の利用が定例化･固定化して
きている。
利用客も、店舗のある街から近隣の街の方々へと広

がっている。また、完全個室なので、集まったグループ
内だけの話題を話すなどもできるため、様々な職業の
方々に活用されている。

●今後に向けて
人と人との結びつきを提供し、世代をつない
で利用していただく
自由に使える完全個室として、突然のキャンセルにも

対応できるようにして、利用した客から次の客へと口コ
ミで広がっていくことを重視してきた。最近では、利用
したお客様が SNSで発信してくれるなど、ネット上で
の口コミも広がってきている。
利用客が広がり、幼児が小学校、中学校、そして高

校へと世代の流れともに利用していただく、人と人との
結びつきを提供する場として利用していただくなど、定
期的に、また時代をつないで利用していただけるように
サービスを提供していきたいと考えている。

営業者の声
別館『六文銭』は、駐車場として利用していた
自宅の1階を改装し、幼児を持つ親御さん達の要
望に応えてあげて、目先の儲けに捉われずに運営
してきたところが長い利用につながっています。
利用するお客さんの気持ちを良くしていただくた
めに、今後もお客さんの要望には気配りを持って
対応していきます。

個室『六文銭』
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１～ 2 カ月目 3 ～ 4 カ月目 5 ～ 6 カ月目

平安楽 ～トリップアドバイザー常連の働き方改革と生産性の向上～

高山市にある平安楽は夫婦だけで営む、僅か 12席の小さな中華料理
店であるが、トリップアドバイザー「外国人に人気の日本のレストラ
ン 2016」で 1 位を獲得し、その後も 2017 年 6 位、2018 年 14 位、
2019 年 8位と外国人に人気の店である。地方にあるベジタリアン対応
料理店の先駆け的存在で、現在では、ヴィーガン、ハラール、食物アレ
ルギー等様々な食のニーズに対応した料理を提供している。

●取組の背景 ●取組テーマ

●計画（Plan）

●目標

2018 年平安楽では外国人向けにストレスフ
リーダイニングシートや近隣のお店を巻き込んで
「ベジタリアン対応レストランマップ」を作成し、
高山を訪れた外国人の「食ストレス」を軽減できる
よう取り組んだ。そして2019 年、平安楽は、新
たな生産性の向上に取り組んでいる。

D. お客様の満足度を高めよう  
E. 優良顧客を増やそう 

労働時間短縮による生産性の向上

 住所：岐阜県高山市
 創業：昭和38年
 従業者数：なし（夫婦2名のみ）
 URL：http://j47.jp/heianraku-takayama/

働き方の見直しを行いつつ、お客様の満
足度を高め、優良顧客を獲得して収益を
確保する

平安楽の働き方改革：営業時間の見直し

平安楽の働き方改革：休みの見直し

価格の見直し（2019年 10月値上げ実施）

岐 阜 県 モデル事業 2018 年度　　

2019年もトリップ
アドバイザーで表彰
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●取組（Do） ●成果（Check）

●今後の取組（Action）

①営業時間の短縮
夜 は 17:30 ～ 20:00。 予 約 は 17:30、

18:00、18:30、19:00、19:30 で実質予約受
付は19:30 までとし、各時間帯において最大4
組までしか予約を受けないこととした。その理由
については、文章にして、表に掲示した。しかし、
それだけではお客様に思いが伝わらないため、「料
理を丁寧に作りたい。」「自分たちの健康のためで
もある。」というメッセージをトリップアドバイザー
のサイトに掲載した。

②月に6日の休みとした
今までは週1回、火曜日を定休日としていたが、

月に6日と休日を増やした。

③2019年 10月に値上げを敢行
原価計算を踏まえ、セット料理について1割以

上値上げをするとともに、単品をセット料理に合
わせ値上げした。顧客離れを怖がり、また自分た
ちの提供するサービスの評価も低くしがちのため、
値上げには踏み切れなかったが、サービス品質を
客観的に評価し、その適正価格を検討して、価格
の見直しを行った。

営業時間の短縮や月6休で売り上げは落ちた
が、体調を整えやすくなり、臨時休業も減った。そ
の後、値上げをしたこともあり、売上は維持でき
ている。ベジタリアンは価格増の影響が少なく、ニー
ズがあれば値上げも可能であるとわかった。また、
自分たちが提供しているサービスに対しても自信
を持つことができた。

今後も、自分たちのサービスの適正価格につい
て慎重に見極めながら、適切な価格設定を行って
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
生衛業は事業承継が問題となっていますが、1日
の労働時間が長く、休みも少なく、その割りに儲か
らないというのでは若い人は働きたいと思わないで
しょう。若い人が働きたいと夢が持てる事業にする
ことが必要で、今後、平安楽を引き継ぎたいと言っ
てもらえるよう、自分たちの事業を変えていくこと
が必要と考えています。

ご夫婦でいつも反省会をし、常に向上心を持って
仕事に取り組んでいます。非常に勉強熱心でもあり
ます。お二人は、我が事だけではなく、お客様、地域、
そしてこの業界と広い視野で一歩先のことにチャレ
ンジしています。（生衛業生産性向上事務局）

●達成状況

休日数を増やしたにも関わらず、売上は昨
年度を上回っている。

ワンポイント

定休日や臨時休業も
店頭に表示

店頭で予約状況が確認できる
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1~3 カ月目 4~6 カ月目 7 カ月目以降

敦煌江坂店 ～店頭デジタルサイネージでひきつけ、斬新なメニューで固定客強化～

敦煌江坂店は、饗屋（もてなしや）グループ ( 敦煌（中華料理）3店舗と北海道（日
本料理）1店舗を展開 ) の１店舗である。敦煌江坂店の立地は、昼間はビジネス街、夜
と週末は住宅地といった環境にある。そのため、時間帯や曜日によって客層が異なる
特性を持っている。

●取組の背景 ●取組テーマ

●計画（Plan）

●目標

当店の売上高等を分析すると、他のグループ店
舗と比べ週末及び休日の集客力が弱いことがネッ
クとなっていた。そのため、店舗周辺住民が利用
しやすい店おめざして改善に取組むこととなった。

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
D. お客様の満足度を高めよう

次の取組を行うこととなった。
①週末と休日及び平日のランチタイム時の禁煙化。
②客単価アップへのメニューやサービスの提供。
③店頭にデジタルサイネージを設置し、通行人等
　へアピール。

 住所：大阪市吹田市
 創業：平成10年
 従業者数：20名 ( パート・アルバイト含む )
 URL：https://umaimon-osaka.co.jp/tonko-esaka/

①来客数の増加
②売上高の増加

新メニュー等の開発

★デジタル
サイネージ設置

店舗の外観 (デジタルサイネージ設置前 )

大 阪 府

禁煙化、分煙化の実施

メニューの見直し（随時）新メニュー等の提供

新メニューによるPRデジタルサイネージによるPR

分煙化の再検討

モデル事業 2018 年度　　
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●取組（Do）

●成果（Check）

●今後の取組（Action）

①住民であるファミリー層（子供連れ客）が
利用しやすい店への改善
週末と休日は、全面禁煙とし、平日ランチタイ

ムは、店舗奥のお座敷席を除いて禁煙化を進める。
• 週末・休日の禁煙化
ファミリー層の利用者数が増えた。

• 平日の禁煙化
禁煙によって喫煙目当ての客が減り、ランチ利

用者は若干減少した。しかし夜の利用者数は増え
た。

②平日も含め客単価アップへのメニュー改定
家族で楽しめるように、女性や子供達が食べた

くなるメニューを追加した。また、お料理をおいし
くする紹興酒の新しい飲み方も提案。
• 追加メニュー：「週末（土日）限定でシェフのお　
すすめ定食」、「食事のシメの麺としてミニ台湾
ラーメン（茶葉蛋入り）」、「食後のデザートとして
ブラックタピオカ（ふっくらクリーム付き）」
• 特典メニュー：「昼定食に当店自慢の饅頭をサー
ビス」、「甕出し紹興酒の美味しさを強調し、販
促に力を入れた」

③デジタルサイネージを設置して通りからの
客を店内誘導
店頭にデジタルサイネージを設置。静止画に動

きと店内音響を加え、臨場感を出した。

2018 年は、期間が短いこともあり、明確な成
果が発現されるには至らなかった。その後禁煙、
メニューの工夫、店頭デジタルサイネージの設置、
どれも継続して実施 ( 現場の状況に応じ適宜改良
等を加えている)。結果的に、以下のような効果が
みられている。
①禁煙化
土日祝日の利用者数は昼夜ともに増加した。全

体的に売上高はやや増となった。
②メニューの工夫
メニュー開発の結果、売れ筋かどうかは個々に

よって異なる。台湾ラーメンやタピオカは人気で
あった。
③店頭デジタルサイネージ
通りから見て目立っている ( 特に夜 )。数値は把

握できていないが、宣伝効果は高いようだ。

喫煙ブースを設置した。分煙化をすることで、
宴会客も増え、禁煙・喫煙両方のお客様を取り込
めた。また、宴会の客も積極的に取り入れていき
たい。今後は外国人の客も増えてきているので、
外国語対応のメニューも組合が作成したものを活
用していく。

営業者の声・お客様の声
当モデル事業によって、お客さんを自身を知る
きっかけになったので、活用してよかったと思いま
す。

●達成状況

来客数は微増であるが、売上高はやや増
加した。( 客単価がやや高くなった )

新メニュー例
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１カ月目 2 カ月目 3 カ月目 4 カ月目

中国料理 春帆亭 ～新メニューと店舗改装で従業員のやる気と優良顧客を獲得～

中国料理春帆亭は、「旬のいい素材をうんとお値打ちに」をモットー
に、「一杯のラーメンから旬の素材を彩るコース料理まで　心を込めた
おもてなしでお客様の春帆亭でのお食事の時間を ” 特別な時間 ” にい
たします」をうたい、本格中国料理を提供している。
2階席には 4つの個室を揃え、家族連れ等から 60名までの宴会まで
できるスペースを備えており、地域の会食ニーズに対応した中国料理
店である。愛知県飲食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

中国料理春帆亭は、地元ファミリー層や高齢者
顧客に支持されていたが、昨今の顧客の高齢化進
行にも伴い、個室の利用客からは「座敷では座り
づらい」という意見が出ていた。店舗及び設備の
老朽化も進んでおり、高齢者にとっても居心地の
良い店舗空間づくりに取組む必要があった。また、
優良顧客を増やすため、高単価・高付加価値の新
たなメニュー提供にも取り組みたいと考えており、
それに伴いワンランク上の接客ができるよう従業
員のスキルとやる気の向上も求められていた。

D. お客様の満足度を高めよう
E. 優良顧客を増やそう
G. 従業員のスキルとやる気を高めよう

他店にないワンランク上の中国料理を提供する
ことで、売上向上と従業員育成を実現する。その
ため 2階と1階小上がり座敷をイス・テーブル席
に改修し、「中国会席料理（6,000 円・8,000 円・
10,000 円）」も新たに開発する。

 住所：愛知県名古屋市
 創業：昭和62年
 従業者数：9名、うちパート・アルバイト6名
 URL：http://www.syunpantei.com/

月次集計表より、
①改修したイス・テーブル席回転率：
                                   昨年比10% 増
②中国会席出数：30 食
              （新メニューのため昨年比なし）

改修プラン検討

2階席テーブル席等への改修工事

WEBへの掲載開始

メニュー開発 メニュー作成

2階座敷席（改修前）

愛 知 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座敷席をイス・テーブル席に改修
2 階座敷をイス・テーブル席・36席に改修し、

足腰に不調のある高齢者顧客にとって利用しやす
い席に変更した。同時にカーテンを遮熱カーテン
に変え空調効率を向上させ、居心地の良い店舗空
間の実現し、2階席を敬遠する顧客の削減に取り
組んだ。

②新たなメニュー開発
新たなメニューとして「中国会席コース（5,000

円～）」の販売を開始し、コースメニューの充実に
も取り組んだ。中国会席は高粗利のため、イス・テー
ブル席との相乗効果で収益力・客単価の向上を見
込んだ。

改装で居心地の良い店舗空間が形成されたた
め、座敷を敬遠していた顧客を2階へ誘導するこ
とが可能となり、工事終了後の11営業日で 2階
座敷の利用客数が改修前より30％アップした。
席回転率は昨年比で18％プラスである。中国会席
は販売開始後、目標の30食を上回る34食であっ
た。さらに正月2日間の予約も75食入り、客数・
客単価の増加に貢献した。

今後は改修した 2階のイス・テーブル席を、広
く顧客に周知するるようにしていきたい。HP やグ
ルメサイトに掲載されている店内画像の差し替え、
来店された顧客の2階への誘導もより積極的に行
うなど、口頭で伝えることでの口コミ効果などを
図っていくことも検討している。

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
２階の座敷席がイス・テーブル席になったことで、
膝が痛くて正座ができなかった年配のお客様から
は、楽な姿な姿勢で食事ができありがたい。また来
たい」など感謝の言葉をいただき、イス・テーブル
席へ変更したことが予想以上に良かったと手応えを
感じています。また、スタッフからもテーブル席に
なったことで「配膳と片付けががラクになった」と
の意見もあがりました。

座卓からテーブル席への変更は、従業員の配膳が
やりやすくなるといった生産性向上のメリットもあ
ります。会席等の高級メニューの創出は、従業員の
接客ややる気アップにもよい影響を及ぼします。ま
たPRに使う写真類は多少お金をかけてもプロが
撮った写真を使う方がいいので、今回の取組では実
際にプロが撮った写真を使用されています。（愛知
県生活衛生営業指導センター /中小企業診断士）

●達成状況

改修したイス・テーブル席回転率（％）は
昨年比18%アップし、目標に対しても8％
上回った。中国会席出数（食）は34食で、
目標に対して4食上回った。

新コースメニュー写真

2階テーブル座敷席

ワンポイント
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◆ 中 華 料 理 店 ◆
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１カ月目 2 カ月目 3 カ月目

マーボー飯店 ～店舗内改装イメージアップで新規顧客増～

1987 年創業の地元密着型の中華料理店。主な客層は地元住民と周辺
企業等の勤め人。
かつては大手製造業の企業が隣接する地域で多くの企業人が往来す
る場所であったが、工場移転などで人の動きが大きく変わってきた。
そのような中、家族経営の当店は、創業者の愛称「マーボー」が店
名となるほど、より身近で愛される中華料理店として、地元に親しま
れている。

●取組の背景 ●取組テーマ

●計画（Plan）

●目標

工業地帯であった隣接地域の様子が徐々に変化
しつつある中、創業 8 年を迎える直前に「阪神・
淡路大震災」が発生。大きな被害を受けたが、店
舗の再開を進め、苦難を乗り切ってきた。2015
年に創業者から代替わりした現経営者（創業者子
息）は、店舗のイメージを変える必要があると考
えていた。これまで手つかずだった店舗の内装を
変えることで、店のイメージを一新できる機会と考
え、この事業に取り組んだ。

A. 特長ある店舗・施設づくりで業績を改善し
よう

客室、宴会スペースを含めて店舗全体の壁紙・
クロスを全面的に張り替えることでお店の雰囲気
を一新。
馴染み客が多い「少し年季の入った」雰囲気の

店から、多くのお客様に「安くて、奇麗で美味しい
お店」に変身させる。

 住所：兵庫県神戸市
 創業：昭和62年2月
 従業者数：６名（パート、アルバイト含む）

①売上高　5％増
②集客数　5％増
（前年10~12月との比較）

取組内容検討・改装計画・見積（１.5 カ月）

内装工事準備

内装工事

改装前

兵 庫 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内装のリニューアル
飲食スペース、宴会スペース、トイレにわたって、

天井・壁を全面的に、白く新しい壁紙・クロスとし
た。これまで壁にはさまざまな装飾や紙を貼った
りしていたが、壁には何も装飾せず、インテリアと
してはシンプルですっきりとした壁とした。
また飲食スペースには、壁掛け型の液晶テレビ

を設置し、モダンな雰囲気を醸し出すようにした。
2日程度で壁紙等の張替えが終わると予定して

いたが4日間と思いのほか時間を要した。工事は、
知り合いを通して実施したため、比較的低コスト
の支出でおさまった。
工事期間中、店舗内の椅子やテーブルなどを店

舗前の商店街の通りに出すといった大掛かりな作
業となったことから、近隣企業に通勤する人達の
目を引き、それがかえって宣伝効果となったようだ。
（「遂に閉店するようだ。」「何か大きな工事をして
いる。」との噂にもなっていたとのこと。）

長年の汚れから、壁や天井が灰色になり、汚れ
も見受けられ、全体的に若干暗いイメージであっ
たが、今回の改装により、店全体が明るくなり、
清潔感も大きく増した。常連のお客からも「見違
えるようになった」との声をいただいた。今後は
常連客だけでなく、新規のお客さんの獲得も期待
できる。

常に利用いただいている固定客を大事にすると
ともに、近隣企業へポスティングをする等年末年
始だけでなく、日々、機会あるごとに利用いただけ
る身近なお店としてアピールしていく。
ＳＮＳを利用することで新たな顧客開拓を進め、

春日野道商店街への来客も増やしていきたい。

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
震災以降２５年が経過し店内の改装を第一に考え
ていた中、本事業への参加案内の提案をいただき「こ
れを機会に」と参加させていただきました。
お客様皆さまから「明るく、綺麗になった」と、
高評価をいただいていますし、営業している私自身
も思っていたような店内イメージが実現できまし
た。

地元に密着し固定客がおられるので安定的な集客
が見込める中、家族での店舗経営なので集客数が上
り過ぎると負担は大きくなりがちです。
収益力向上のため、中華組合有志の方々が実施し
ている調理勉強会等に積極的に参加して、収益を上
げられる提供メニューの検討も今後の手段として考
えられます。（兵庫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　約１０％増
②集客数　約１１％増

改装中

改装後

ワンポイント
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