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カクテル＆ウィスキーレディ 〜看板を改装し、新規顧客を取り込み、お店のファンを増やす〜
秋田市の繁華街「川反」に位置している創業 50 年以上の秋田県最古の老舗
バーである。当店は、洋酒全般はもちろんカクテルの種類も豊富に揃えた本格
的な専門店。お酒の種類は 1,000 種類ほどあり、独自のカクテルも提供できる
ことがお店の特徴である。
知る人ぞ知るお店であり、秋田に出張した際には必ず立ち寄るという県外か
らの常連さんも多く、リピート客も多い。
住所：秋田県秋田市
創業：昭和 39 年
従業者数：4 名
URL：http://lady1964.com/

●取組の背景

●取組テーマ

常連 客は多いもの の、新規 顧客が増えない 悩
みがあった。一度来店してもらえれば継続するが、
店舗の外見がバーらしくなく、新規顧客が入店を
ためらう様子も見られた。そこで、バーであること
を一目でわかるようにお店の外装を改修し、バー
らしさを秋田への来客 者や通行人にアピールし、
初めてのお客様でも入りやすくしたいと考えた。

A. 特長ある店舗・施設づくりで業績を改善し
よう
D. お客様の満足度を高めよう

●計画（Plan）
店舗の軒先の半分を占めていたシャッターを白
壁に変え、その前に目立つようにバーの看板を設
置。おしゃれなイメージを打ち出す。

●目標
①新規来客数の増加 ( 対前年比 )
②売上高の増加 ( 対前年比 )

取組前の店舗外観

1 カ月目

2 カ月目

3 カ月目

4 カ月目以降

取組内容精査 設置準備
お客様アンケート

設置工事
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●取組（Do）

営業者の声・お客様の声
たまたま当事業の補助制度のことをきいて、実施
してみましたが、補助がなければ店頭の改装には取
り組んでいなかったでしょう。通常であれば改装し
てもお客が来るかどうか未知数なので、リスクと感
じてしまいます。そのきっかけをつくるこうした制
度を、全国的にもっと積極的に周知する機会があっ
てもよいのではないでしょうか。

①看板の設置とイメージ写真活用

店先の半分はシャッターが常時降りており、も
う半分のスペースが入口となっている。シャッター
で閉まっているスペースは見た目がよくなかったた
め、そこに看板を設置。知り合いを通して看板の
作製を依頼。看板には以前雑誌に掲載した写真
（店
内の実際のカウンターにカクテルが置かれている
おしゃれ写真）を印刷した。

②顧客アンケートで確認

看板を改装したことでお客さんの印象はどのよう
に変わったのか。改装後1 〜 2 週間にお客さん ( 常
連含む ) にアンケートを実施した結果は以下のとお
りとなった。※数値は、
「そう思う」
「ややそう思う」
の合計割合。
①「改装した看板は離れた場所からよく見える、目
立つ」(83.3%)
②「 改 装した 看 板 の デ ザイン は 好 印 象 で あ る」
(100%)
③「改装した看板は、お店の雰囲気とよく合ってい
る」(94.4%)
④「改装前と比べ、バーであることがすぐにわかる
ようになった」(88.9%)
⑤「改装前と比べ、お店に対する印象がよくなった」
(83.3%)
⑥「初めてくる客は、設置前と比べ入りやすくなっ
たと思う」(94.4%)

●成果（Check）
●達成状況
①新規来客数 2 割程度増 ( 対前年比 )
②売上高全体は同程度 ( 対前年比 )
【2018 年度 実 施時の成果】アンケートより改
装の好印象がうかがえる。また改装後の直後のク
リスマス時には、カップルや家族連れが多く来店
した。改装前にこのようなことはなかった。
【その後の成果】
実施から半年経て、新規顧客は増加してきてお
り、今回の取組でまさに課題が解決されたといえ
る。現在、地域全体にやや不況感があり、地域全
体的にやや客足が遠のいている。実際リピーター
客はやや減少気味であるが、当店では新規客増が
補填する形となり、結果として経営の安定につな
がっている。

取組後の店舗外観

●今後の取組（Action）
今後投資余力があれば、店頭の庇の改装、店内
のレイアウトの改善も検討していきたい。
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〜原点回帰（経営者の毎日出勤）で売上回復〜

日本酒 bar サムライガールは、カウンター越しの若いアルバイト女
性との会話と、地元滋賀の 23 酒蔵の日本酒を愉しめる希少なお店と
して、知る人ぞ知る存在である。開業時より紹介制を堅持していたが、
2020 年 2 月より誰でも自由に入店できる形態に変更した。営業は月
〜木 20:00 〜 26:00、金・土・祝日前日 20:00 〜 27:00、日曜定休。
滋賀県社交飲食業生活衛生同業組合加盟。
住所：滋賀県彦根市
創業：平成 18 年（平成 25 年 8 月改装）
従業者数：5 名、うちパート・アルバイト 5 名
URL：https://barsamuraigirl.net/

●取組の背景

●取組テーマ

開業以来、利用客の平均年齢は約 45 歳でリピー
ター比率は 7 割という状況に変化はなかったが、
売上はピーク時の 3 割減となり、11 名いたアル
バイト女性も 5 名に減員した。看板ママ（経営者）
が地域振興活動等に忙殺され出勤日が減少してい
ること、固定客の転勤なども大きく影響している。
客数減や地域への PR 不足への対応が経営課題と
なっている。

C.ICT を活用して集客力を高めよう

●計画（Plan）
①スマホ 対応 のホームページの 開 設、② 新メ
ニューとして「おでん」の提供、③ウォシュレット・
トイレの改修に取組む。

●目標
①集客数：対前期 113.3％
（売上帳簿で把握）
②客単価：対前期 117.8％
（売上帳簿で把握）

※比較対象：前期 8 月と後期 12 月の比較

滋賀の地酒と会話を愉しめる店内

1~3 カ月目

4 カ月目

5 カ月目

6 カ月目

課題抽出と実施計画策定
HP 改修（10/30 スマホ対応）
おでんメニュー提供

（11/1 〜コンテンツ充実作業）
（11 月〜卓上おでん器導入）

ウォシュレットトイレ

（11 月〜トイレ改修）
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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

近年は、店舗経営が疎かになりがちでしたが、モ
デル事業への参加を契機に、再び店舗経営への意
欲が高まり、おでんの仕込みのため出勤日数も増え
ました。私（経営者）が居ることで、お店の活気や
賑やかさが戻りました。これからも、地元酒蔵との
親密な関係性や書道家としての特技を生かし、限定
流通酒の提供やホームページの充実を継続すること
で、新規顧客の開拓を行います。

経営者は、利き酒師で、書道家でもあり、滋賀県
フィルムコミッションへのロケ協力など幅広い活躍
の場を持っています。国内外の人脈・ネットワーク
も多彩かつ豊富なことを店舗経営にも活かし、事業
の拡大と継続だけでなく、地域社会や日本酒文化の
発展に貢献することを期待しています。（滋賀県生
活衛生営業指導センター / 経営特別相談員・中小企
業診断士）

●取組（Do）

●成果（Check）

①スマホ対応ホームページの開設

●達成状況

ブログ形式のホームページを止め、スマホでの
モバイル利用にも対応可能な Web サイトを新規開
設した。予算の制約と経営者の熱い思いから、プ
ラットホーム（枠組み）構築までを専門業者に外注
し、コンテンツ制作は自ら行うことにした。

①集客数：対目標 117.6％
/ 対現状 133.3％
②客単価：対目標 103.8％
/ 対現状 122.2％

②新メニューとして「おでん」の提供

集客数・売上高ともに目標を上回る成果が得ら
れた。経営者の人柄・魅力に加え、その幅広い人
脈によって、地元客・出張者をはじめ、彦根での映
画撮影関係者の利用もあり、利用客が増加した。

卓上おでん器・食器等を購入し、年中楽しめる「お
でん」を新メニューとして提供した。これまで調理
メニューがなかったこともあり、常連客から大きな
反響があった。日本酒との相性の良さが口コミで
拡がり、集客にも貢献している。

③ウォシュレット・トイレの改修

当初、企業向けに優待チラシ配布を計画したが、
コンサルタントとの協議で、衛生面から老朽化し
たウォシュレット便座設備を更新し、顧客満足 度
のアップを優先した。

④アルバイト女性の増員

接客応対体制の増強を図るため、2 名増員を計
画したが、応募が少なく1 名の採用となった。
専用調理器で「おでん」を提供

●今後の取組（Action）
今後は、①店舗コンセプトに合致する和テイス
トの店舗サインの設置、②滋賀県内蔵元・銘柄の
特徴の紹介、最適な飲み方の提案、③県内限定流
通酒等の月替わりのお薦め銘柄の選定と紹介、④
二次会需要開拓のためのセットプランの開発等に
取り組んでいく。
スマホにも対応した新 HP
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〜新規客開拓と業務効率化で、2 年目のジンクスをクリア〜

料亭だった建物を、シンプルかつスタイリッシュな内装のイタリアンダ
イニングバーに改装。津駅より車で 8 分の交通不便な住宅地に立地するも、
洗練された雰囲気・こだわりの食材・オーナーのアイディアから生み出さ
れる絶品料理の数々で多くのファンを獲得する。ランチ 11:00 〜 15:00、ディ
ナー 17:00 〜 25:00、月曜定休、30 席、駐車場 5 台、三重県社交飲食業生
活衛生同業組合加盟。
住所：三重県津市
創業：平成 30 年 2 月（平成 31 年 1 月にフランチャイズから独立・店名変更）
従業者数：4 名、うちパート・アルバイト 3 名
URL：https://hitosara.com/0006114260/

●取組の背景

●取組テーマ

STILE は、新規オープン店の物珍しさからの集
客もあり経営的にも大成功を収めた 1 年目が終了、
その反動で客足が落ちこむと言われる 2 年目を迎
えた。そのジンクスを跳ねのけ、さらなる飛躍を
めざすには、①新しい店名の認知度の低さ、②座
席数制約による店内売上の限界、③人手不足によ
る繁忙時に対応可能な顧客数の限界、という３つ
の課題の解決が求められている。

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
I. 効率的に作業しよう

●計画（Plan）
課題解決のため、①オリジナル・スマホアプリ
の開発やチラシ・看板の制作 等による情報発信・
広告宣伝の強化、
②テイクアウト商品の充実 ･ 拡販、
③真空包装機導入による仕込作業の効率化などに
取組む。

●目標
①店内飲食売上高：
対前年同期 105.5％（月次売上表で把握）
②テイクアウト商品売上高：
対前年同期 133.3％（月次売上表で把握）
※比較対象：年末 2 カ月間

店舗コンセプトを具現化した看板 2 種

１カ月目

2 カ月目

3 カ月目

4 カ月目

課題整理と対策案検討
スマホアプリ開発

（10/21 アプリ運用開始、11/1 アプリ告知を SNS で開始）

リーフレット制作 （10/8 配布開始）
店名看板制作（9/20 設置）
テイクアウト商品の開発

（11/1 販売開始）

真空包装機導入（9/17 利用開始）
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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

店内飲食売上の減少をテイクアウト商品販売で補
うことで、好調であった昨年並み売上高を維持する
ことができ、テイクアウト商品の充実・拡販戦略は
成功しました。また、真空包装機導入による作業時
間の短縮・食材ロスの削減や、店舗オペレーション
の慣れによる臨時雇用の安定化により、昨年に比べ
経費を約 2 割削減でき、利益率の大幅アップを実現
できました。

STILE は、地方都市の交通不便な立地での営業に
もかかわらず、店主の創意工夫と努力で、客単価は
ランチ 2,500 円 / ディナー 5,500 円と地元優良顧
客の支持を得ることに成功しています。今後は、豊
富なワインを売りに、ワインに合うサイドメニュー
の充実で、さらなる客単価アップをめざしてもらい
たいと思います。
（三重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情報発信・広告宣伝の強化

●達成状況

店名看板 2 種やリーフレットの制作、スマホア
プリの開発・運用、近隣イベントへの出店参加を
通じ認知度・集客力の向上を図るともに、SNS で
店側からの積極的な情報発信を行った。スマホア
プリでは、登録時や誕生日のクーポン発行、スタ
ンプカード・ポイントカードなどの機能・付加サー
ビスを提 供し、顧客 の囲い込 みを狙った。また、
店舗内装との統一感を重視し、販促媒体のデザイ
ンにもこだわった。

①店内飲食売上高：対目標 91.1％
/ 対前年同期 96.1％
②テイクアウト商品売上高：
対目標 99.5％ / 対前年同期 132.7％
店内売上高は目標の 9 割であったが、テイクア
ウト商品売上高はほぼ目標に達し客単価もアップ
した。真空包装機導入で大量の作り置きが可能に
なり、仕込回数の減少と食 材ロスの 低 減により、
経費削減効果が得られた。

②テイクアウト商品の充実 ･ 拡販

ピザ・オードブルに加え、新たにランチ BOX メ
ニューを追加、スマホアプリからの予約も可能に
した。席数による店内売上の限界にとらわれない
第二の売上の柱として育てていく。

③真空包装機導入による仕込作業の効率化

調理時間短縮・保存期間延長・在庫少スペース
化などメリットが大きく、仕込量も増加した。効率
化によって生まれた時間を接客に振り向けること
ができた。今後は、仕込み作業だけでなくテイク
アウト商品にも利用する。

店舗コンセプトにもマッチするおしゃれなリーフレット

●今後の取組（Action）
当面の課題は、継続的な情報発信による新規顧
客の開拓・定着化である。また、店外に新たなキッ
チンを借り上げ、ケーキや焼き菓子などの製菓分
野への進出で売上拡大を狙っている。将来的には、
津市を代表するお土産＝製菓を創り上げ、認知さ
れることをめざしたい。

顧客の囲い込みを狙う
オリジナルのスマホアプリ
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〜 ICT を活用して集客力を高める〜

平成 3 年に高知市廿代町で飲食店開業。その後市内移転を経て現住所に平成 29
年 11 月に「喰人 Cuisin」を開業した。広い面積を活用し、卓球台・ダーツ・ビリ
ヤード・カラオケ等をそろえた「アミューズメント bar」の業態を持ち、若者を中
心に利用されている。平成 31 年 3 月から息子が店長として店舗運営に参画し、代
表者と連携して経営にあたっている。代表者は 28 年間飲食店を経営し、接客業務・
調理業務に精通、現社交組合の理事長として組合員を牽引している。
住所：高知県高知市
創業：平成 3 年 4 月
従業者数：6 名、うちアルバイト 5 名
URL：http://www.kuijin.com/

●取組の背景

●取組テーマ

近 年 若者の酒離れから来 店客数や売上が伸び
悩む中、アミューズメントバーとして自社の特徴や
強みを生かして、新規顧客の獲得に取り組んでき
た。フードメニューの充実の効果もあり、結果とし
て、アニメイベントの会場提供や結婚式の二次会
としての利用が増えつつある。一方で、宣伝・PR
活動は十分な取組がなされてこなかった。そのた
め、対外的な PR の強化、特に ICT の活用等が大
きな課題となっていた。

A. 特徴ある店舗・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
E. 優良顧客を増やそう

●計画（Plan）
営業者モデル事業店の現状を洗い出し、問題点
を抽出し、問題点を克服するため次の行動計画を
立案した。
①メイン看板改修
②ガラスドアの改修
③グーグルマイビジネスの登録
④外付けメニューとメニューブックの改修
⑤ＨＰの改修・イベントチラシの作成

●目標
①売上高： 33 % 増
②集客数：24 % 増
対前年比

取組前の看板

1 カ月目
イベント開催

2 カ月目

３カ月目

イベント情報発信

イベント情報発信量増加
従業員のスキル強化

グーグルマイビジネスの登録

登録・更新

登録・更新・情報量増加
イベントチラシ作成

ガラスドア改修
メニュー表デザイン検討・メニュー表リニューアル
看板デザイン検討 看板改修
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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

深夜飲みながら食事ができる場所を探していまし
たたが、グーグルマイビジネスに当店がＵＰされた
ことで、当店をよく利用するようになりました。以
前は外から見たとき店内の様子がわかりにくく入り
づらかったのですが、ガラスドアの改修で中が分か
るようになったため入店しやしくなりました。また
いろいろなイベント情報がＵＰされるので自分たち
のイベントにも利用するようになりました。

ネットユーザーはいろいろな情報を求めているた
め、継続的にネットでイベントやサービス情報を発
信していくことが必要です。イベント情報は週に一
回くらいアップする方が良く、お客様との一体感が
好感度につながります。また、お金をかけず継続し
て販促物を作成していくために、自社スタッフの育
成が必要です。失敗があったとしてもチャレンジし
ていきましょう。
（高知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メイン看板整備

●達成状況

具体的には、メイン看板を「CUISIN」とし、
「ア
ミューズメント Bar」という文字を加え、通行客か
ら見やすく、Bar であることを一目で分かるように
した。

①売上高：対目標値 12.5% 減
( 対前年度比 116.7%)
② 集客数：対目標値 8.3% 減
( 対前年度比 113.8%)

②ガラスドアの改修

ドアガラスをポスターで隠しているため、お客が
店の中が見えず入りづらかったため、ドアガラスの
改修を行った。

目標値には届かなかったが、今回の取組により、
新規客が 5％増えた。ネットから当店を検索して
来訪する顧客が 10％増えた。
また、来 店客のアンケートによると、メニュー
表が見やすくなったとの声をいただいた。

③インターネット発信の活用

スマホで店 を 探して い る人を 集 客 するために
グーグルマイビジネスに自社のサービスを登録し
た。
また、
開催しているイベント情報を定期的にネッ
ト上で配信した。

④外付けメニューとメニュー表の改修

色 彩の 綺麗なカクテル 類の写真をメインとし、
フードメニューなども充実させたメニュー表を作成
した。おすすめはあえて文章にせず、スタッフに戦
略としての認識を持たせるため口頭説明部分を残す
ようにした。

⑤ HP・チラシの作成

ホームページの改修ならびにイベントチラシを作
成し、来店客に適宜配付し、リピートにつながる
ようにした。

新メニュー

●今後の取組（Action）
ネットをきっかけとした集客で効果が出てきて
いることから、今後も継続的にイベントやサービス
情報を発信していく。また、コストをかけず継続し
て販促物を作成していけるよう、自社スタッフの育
成に取り組んでいく。さらに、イベント開催での新
規顧客開拓のため、チラシをもって大学のサーク
ル回りも今後検討していく。

取組後の看板

131

生衛業事例集モデル事業20200513.indd

101

2020/05/13

18:58:00

