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モデル事業 2019 年度

〜天然うなぎの取り扱いを地域情報誌にＰＲし、売上が大幅増〜

当店は 1924 年（大正 13 年）３月に先々代がうなぎ料理店として創業。
娯楽施設もなく、人びとの楽しみといえば飲食しかない時代に「飲食を
通じて皆様の暮らしの向上に微力ながら貢献したい」という想いから開
業に至っている。今日までの 100 年近く、今も昔も変わらない上質な天
然うなぎを使用して、安心、安全で美味しい出雲の逸品をお客様に提供
している。
法人名：有限会社リープ・エンタープライズ
住所：島根県出雲市
創業：大正 13 年３月
従業者数：5 名
URL：https://higashiya-unagi.com/

●取組の背景

●取組テーマ

うなぎ料理を中心に一般個人客や法要客に料理
を提供してきた同店であるが、近年は施設が老朽
化し、市内中心部のホテルや同業他社に顧客を奪
われる傾向にあり、売 上は大きく減 少している。
店舗は市内中心地から遠く、新規顧客の獲得が難
しいという課題も抱えている。そのため生活情報
誌に広告を掲載し、情報発信に取り組もうとして
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）
従 来は積極的な宣伝は行っていなかったため、
最大の強みである「天然うなぎ」を使用した料理
やおせち料理を積極的にＰＲしていく。地元の生
活情報誌への広告掲載で認知を広め、顧客の満足
度を高め、優良顧客の新規開拓を図り、売上増に
つなげる。

●目標
売上高：2,200 千円
／前年同期間比 300 千円、12％増

※比較対象：年末 2 カ月間

１カ月目

2 カ月目

3 カ月目
成果の検証

ＰＲ情報誌の作成

ＰＲ情報誌の作成
★

情報誌への掲載

★

情報誌への掲載
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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

当店では貴重な天然物うなぎを使うことへのこだ
わりを持って、仕事をしてきました。ただ売上が徐々
に減少するなかで、試行錯誤を繰り返しても業績回
復への特効薬がなかなか見つからない状況が続きま
した。
そこで、もう一度原点に戻り天然うなぎの素晴ら
しさをアピールしたところ予想以上の反響に驚いて
います。今後も天然うなぎの良さを大いにアピール
し、業績向上に努めていきます。

天然物にこだわる老舗のうなぎ料理店ですが、近
年の経営は苦戦続きでした。社長は自らうなぎ漁も
行い、産地の魚介類を使った新商品開発にも熱心に
取り組んできましたが、なかなか成果に表れていま
せんでした。そこで原点回帰し、天然うなぎを地元
中心に情報誌でＰＲしたところ思わぬ反響に驚きを
隠せない様子でした。一過性にせず、継続的なＰＲ
に努めていただきたいと思っています。（島根県生
活衛生営業指導センター／経営指導員）

●取組（Do）

●成果（Check）

①地元地方誌である山陰中央新報社が発行す
る情報誌 りびえーる （発行部数１２万部）
に当店自慢料理の広告を掲載

●達成状況
年末 2 カ月の売上高：3,370 千円
／対目標比 153％

②掲載内容を時期に合わせ、10 月は天然う
なぎ料理、11 月は天然うなぎに加えてお
せち料理も掲載

10 月と 11 月の売上は目標値 220 万円（前年
売上の 15% 増）に対して 53% 増の 337 万円と
なり大きな成果につながった。12 月に入ってから
も、うな重の大口注文が複数入るなど好調が続い
た。またおせちの予約も順調で、3 段重 38,500
円（20 個限定）、2 段重 27,500 円（30 個限定）
がほぼ完売する状況にある。

③広告内容に、質の良さやこだわりをしっか
り表現

社長が漁師も兼業し、数少ない天然うなぎを自
ら採ったり、加盟している漁業組合から仕入れるこ
とができる点が、同店の特徴である。地元うなぎ
店のほとんどが養殖うなぎを扱っている中で、天
然のうなぎを扱う専門店舗であることを、地域に
改めて PR した。

りびえーる広告／ 2019 年 10 月 13 日号

●今後の取組（Action）
従来行っていなかった、恵方巻、父母の日、敬
老の日などのイベントにあわせた販促活動を今後
は行い、新規顧客の獲得をめざしたいと思ってい
る。

りびえーる広告／おせち料理特集／
2019 年 11 月 10 日号 1 面全面

133

生衛業事例集モデル事業20200513.indd

103

2020/05/13

18:58:04

◆

料

理

店

◆

日本料理 茜也

徳

島

県

モデル事業 2019 年度

〜昼の弁当販売への注力で、夜の新規客獲得へ〜

素材の味を引き立てる出汁を生かした一品料理と様々な徳島の食材を
用いたコース料理で、旬の味覚を堪能できる日本料理店。落ち着いたイ
ンテリアと和モダンな内装を採用。カウンター席、テーブル席、座敷と
個室有り。営業は 17:30 〜 23:00、日曜日定休（月曜日が祝日の場合は
連休）、30 席、駐車場はないが近くにコインパーキングあり。徳島県料
理業生活衛生同業組合加盟。
住所：徳島県徳島市
創業：平成 9 年 11 月
従業者数：4 名、うちパート・アルバイト 3 名
URL：https://www.tokushima-akaneya.com/

●取組の背景

●取組テーマ

売上はピーク時の約 15％減で、ここ 3 年ほど
はほぼ横ばいで推移し、わずかだが黒字を維持し
て来た。売上の伸び悩みの原因は、自店のこだわ
りを十分に伝えきれていないことだと考えている。
また、景気状況から夜の来店客の急拡大は困難な
ため、手薄になっていた昼 の 弁当販 売に注 力し、
店舗営業の認知度を上げ、結果として、夜の新規
客を増やすことをめざす。

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）
料理や素材選び、サービスに対するこだわりと、
弁当販売を積極的に PR することで集客力を向上
させるため、①ホームページの改良、②弁当箱に
QR コード付シールの貼付を実施する。

●目標
①弁当売上高：対前年同期 195.1％（月次
売上表で把握）
② 弁当販売数：対前年同期 193.5％（月
次集計表で把握）
※比較対象：年末 2 カ月間

付加価値の高い昼の弁当販売に注力

2 カ月目

１カ月目

3 カ月目

4 カ月目

課題整理と対策案検討
HP 改良

（取材・写真撮影 10 月） （弁当コーナー追加 11/27 公開）
QR コードシール貼付

（デザイン案検討 10 〜 11 月） （シール納品・貼付開始 12/10 〜）
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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

モデル事業では、補助金と指導がセットで提供さ
れて非常に役立ちました。コンサルタントからは一
般消費者目線での指摘や助言があり、新たな気づき
も得ています。ただ、弁当利用の主要客であった医
薬品業界に、最近、大手の仲介業者の参入があり、
大幅な売上減も予想されています。そのため、個人
客の冠婚葬祭や一般企業の会議・記念式典などの需
要の掘り起こしや弁当売込みに注力しています。

店舗経営者は、和食料理人として職人気質の人柄
であり、今まで積極的な PR 活動は行ってきません
でした。モデル事業への参加をきっかけに、自社の
強みやこだわりを見直し、弁当事業とその販促活動
に注力することを決意し、実行に移しています。効
果が現れるまでには時間がかかりますが、継続的な
取組による成果を期待しています。（徳島県生活衛
生営業指導センター / 中小企業診断士）

●取組（Do）

●成果（Check）

①ホームページの改良

●達成状況

店舗 HP に「お弁当コーナー」を新設すること
にし、作業を HP 専門業者に依頼した。店舗取材
と写真撮影を経て、11 月下旬には一般公開した。
その他、スマホアクセスへの対応、SEO 対策も実
施した。今後は、季節のお弁当などのメニュー変
更や写真入れ替え作業は、経営者自身と従業員で
行うことにしており、HP 事業者から操作説明のレ
クチャーも受けている。

①弁当売上高：対目標 36.3％ / 対前年同
期 70.7％
② 弁 当販 売 数：対目標 42.2 ％ / 対 前年
同期 81.7％
HP 完成が 11 月末、シール完成が 12 月中旬と
取組の遅れもあり、まだ想定していた実績は出て
いない。HP のアクセス解析では、今回、新規作
成の「お弁当コーナー」へのアクセス増が確認でき
ている。

②弁当箱に QR コード付のシールを貼付

店名ロゴ入りシールを作成、弁当箱に貼付した。
シールには QR コードを印字して、店舗 HP への
誘導を図った。計画当初は、弁当の包装紙を新た
に作成する予定であったが、より簡便なシール制
作に変更した。弁当注文客からは QR コードに関
心を持ってもらっており、反応は良いと感じている。

店舗 HP に弁当コーナーを新設

●今後の取組（Action）

モデル事業では、弁当事業の周知や HP 閲読を
きっかけに新規顧客の獲得や来店数の増加を狙っ
た。今後も、SNS/ ブログ等を利用して継続的な
情報発信に取組む予定である。夜の飲食営業と昼
の弁当事業の相乗効果で新規顧客獲得に取り組ん
でいきたい。

弁当箱に QR コード印字したロゴシールを貼付
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