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モデル事業 2018 年度

〜外国人受け入れ環境整備し、収益の向上を図る〜

小京都らしく伝統的建造物（第 62 号）に指定された店構え。宮川朝
市や高山秋祭の櫻宮八幡宮等観光地近くに立地し、上三之町ほどでは
ないが外国人観光客が足を延ばすエリアに位置している。席数 20 席。
岐阜県喫茶飲食生活衛生同業組合加盟。

住所：岐阜県高山市
創業：昭和 59 年 2 月
従業者数：なし（店主のみ）
URL：http://j47.jp/kiku/

●取組の背景

●取組テーマ
【2018 年度】

高山市内在住の日本人常連客が中心である。飛
騨高山への訪日外国人が年々増加している中※、
外国人観光客の利用は 1 日 2 組程度で、多くても
5 組と少なかった。店の場所は伝統的建物の町並
みを散策できる場所に位置しており、目の前を多
くの外国人観光客が通っているにも拘らず、外国
人観光客を誘引できていなかった。収益の向上を
図るためには、外国人受け入れ環境整備が必要で
あった。
※平成 30 年の高山市外国人宿泊客は 552 千
人 / 年（約 1500/ 日）と多く、全宿泊者の１／４
を占める。また、日本人観光客に比べ季節変動が
少ないのも特徴である（数字は平成 30 年高山市
外国人観光客宿泊統計より）。

1 カ月目

F. インバウンドのお客様を増やそう

●計画（Plan）
外国人にも喫茶店とわかるような A 看板を設置
して店内に誘引。店内ではインターネット環境
（Free
Wi-Fi、Free Charge）を整 備して、外 国 人観 光
客を「おもてなし」する。

●目標
今まで以上に外国人観光客が来店してくれ
る

2 カ月目

3 カ月目

★取組内容の検討
①②ＰＯＰ立て看板の外国語表記メニュー作成
③④電気設備 ネット配線設置工事打合せ

工事

⑤対面英会話トーク翻訳器の設置
⑥店先休憩用の和風・緋毛氈縁台の設置
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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

以前から外国人の受け入れ環境整備はしないとい
けないとは思いつつ、つい先延ばしにしてしまい、
踏ん切りがつきませんでした。モデル事業というこ
とで取り組みましたが、これほど外国人観光客の来
店が増えるとは思ってもいませんでした。こんなこ
とならもっと早く取り組めばよかった。モデル事業
に参加して本当に良かったと思っています。

外国人が増えた一番のポイントは A 看板で、遠く
からでも喫茶店とわかることが大きい変化です。店
の前まで来て、中を覗き込み、確認をしてから入っ
てきています。ここまで成果が出るとは想定してい
なかったほどで、背中をおすきっかけとなり、収益
が向上したことは支援をしたものとして嬉しい限り
です（岐阜県生活衛生営業指導センター / 経営特別
相談員）

●取組（Do）

●成果（Check）

①遠くからでも喫茶店とわかるよう、A 看板
につけるポップを作成

●達成状況
実施後 実施前の 120%
2019 年の売上 2018 年の 120%

②目立つ外国語メニューを A 看板や店内に掲
示
③ Wi-Fi を無料で使用できるよう整備（Free
Wi-Fi）

冬季は常連客が中心となっていたが、2018 年
度に外国人向けに受け入れ環境を整備したことで、
通常、観 光客が減 少する 11 月も継 続して外国 人
観光客が来店。売上も整備前と後で 20％ほど伸
びた。その後も、外国人観光客の来店は継続して
おり、今では、お客様の 8 割を外国人観光客が占
め、1 日 10 組以上の外国人が来店。2019 年は
2018 年に比べ売り上げが 20％増と順調に推移
している。

④スマホ、タブレットが無料で充電できるよ
う電源を 3 カ所設置（Free Charge）
⑤音声翻訳機の設置
⑥店先休憩用の和風・緋毛氈縁台の設置

甘味のおすすめメニューを英語で掲示

●今後の取組（Action）
更なる外国人観光客の受け入れ環境整備として、
トイレの改修が必要と考えている。
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モデル事業 2019 年度

〜発信ツールとランチメニュー開発で知名度向上をめざす〜

岡山県岡山市中区にある自家焙煎珈琲店の PORTE COFFEE（ぽるとこー
ひー）は、スペシャルティコーヒーを中心に厳選した生豆を少ロットずつ焙
煎している。焙煎後コーヒー豆は日々変化するもので、1 杯のコーヒーでも
様々な『美味しい』を発見することができる特長がある。あなたの「美味しい」
に出逢える珈琲店をめざして、経営している。

住所：岡山県岡山市
創業：平成 30 年 6 月
従業者数：1 名
URL： https://porte-coﬀee.com/

●取組の背景

●取組テーマ

店舗は、岡山市内住宅地に立地する。2018 年
に開業して以来、固定客が安定して通ってくれてい
る。また、店頭でのコーヒー豆の購入も増加して
いるが、お客様への知名度が足りないことや宣伝
が十分でないことから、売上高は伸び悩んでいる。
コーヒーを楽しむ人が増えてきた現在、本当にお
いしいコーヒーを提供できるお店づくりが必要だと
考えた。

E. 優良顧客を増やそう

●計画（Plan）
当初、珈琲豆のネット販売を念頭に、ＨＰの充
実やＳＮＳ広告等を考えたが、ネット販売は競合が
多いことがネックとなる。まずは店舗の経営安定
に注力したいと考え、ポスティングカード作成やラ
ンチメニュー開発などを実施する。

●目標
2019 年 12 月の集客数：360 人
／ 2018 月 4 月〜 2019 年 3 月の月平均
330 人比、10％増

１カ月目

2 カ月目

3 カ月目
販促カード等作成
ランチ新設準備
看板の整備
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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

当初は、珈琲豆をネット販売することを考え、ホー
ムページの充実やＳＮＳ広告等を考えていました。
しかしネット販売は参入しやすく、競合が多いこと
がネックになります。まずは店舗での経営安定に注
力したいと考え、今回の取組を実施しました。今後
も様々な方法で発信を続け、多くのお客様に当店に
訪れていただき、それぞれの「美味しい」に出逢っ
ていただけるように取り組んでいきます。

自家焙煎した珈琲豆を、顧客の好みに合わせてブ
レンドするのが同店の特長です。落ち着いた雰囲気
の店舗ですが、存在の発信が弱いと感じました。「自
家焙煎」を前面に出している店は多くあり、その一
点では強い訴求力にしていくのは難しい面もありま
す。さらに「自家焙煎」＋αのものを探求し、特長
が伝わる店づくりを進めていっていただきたいで
す。（岡山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ポスティングカードの作成・配布

●達成状況

地域での認知度を高め、より多くの集客につな
げるため、ポスティングカードを作成、配布した。

2019 年 12 月の集 客 数：380 人 ／対目
標比 105％

②看板の新設とのぼり活用

店舗の外装を整備するため、立て看板を新設新
設した。またのぼりも制作し活用した。

12 〜 1 月の集客数平均は 360 名と昨年平均の
15％ 増、目標値の 105％となった。なお、今回
の取組過程では、地域での認知度を高め、より多
くの集客につなげるための具体的方策や客単価を
上げる方策を模索する契機となった。

③ランチメニュー開発とランチの開始

12 時台の集客のためランチを新設した。その
ために、炊飯器、電子レンジ、圧力釜、皿、スプーン、
フォークを購入することと、ランチメニュー開発を
行った。

④ギフトカードやクーポンの新設

コーヒーギフトカード及びコーヒー 100 円割引
クーポンを作成し、新規顧客の獲得につなげた。

コーヒークーポン

●今後の取組（Action）
今後は今回作成したポスティングカード等の広
報アイテムを継続的に活用し、地域での認知度を
高め、新規顧客の集客につなげたい。
また、新設するランチを効果的に利用し 12 時
台の集客、客単価の増加につなげていく。

ポスティングカード
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モデル事業 2019 年度

〜スタッフみんなで魅力あるお店づくりに取組む〜

「お母さんと子どもにゆっくりとカフェを楽しんでもらいたい」をコンセプ
トに、２つの郊外型喫茶店カフェ「子やぎのさんぽ」「子やぎのかくれんぼ」
を運営している。低アレルギー材料や自然食品を多く使用し、離乳食やおか
ゆを含めたキッズメニュー、SNS にも映える可愛いラテアート等のメニュー
を展開し、椅子・テーブル、フォーク・ナイフにもこだわった人気店。店内
にはキッズルームやオムツ交換等ができるスペースもあるほか、バリアフ
リー対応済みのためベビーカーごとテーブル席につけて食事やお茶を楽しめ
る。愛媛県喫茶業生活衛生同業組合加盟。
住所：愛媛県松山市
創業：平成 20 年 2 月
従業者数：20 名
URL：https://www.cafe-koyagi.com/index.cg

●取組の背景

●取組テーマ

地元で人気のキッズカフェだが、最近は客数や
売上が伸び悩み、逓減傾向となっている。新しい
コンセプトを持った同業者が乱立傾向にあること
から、お客様へのアピールが足りないこと、宣伝
が十分でないことを踏まえ、店舗内外の改装やア
プリを使った情報発信によって取組むこととした。

A. 特長ある店舗・施設づくりで業績を改善し
よう

●計画（Plan）
これまでの紙面やメディアでの宣伝効果による
知名度に加え、外看板の設置を行うことで国道沿
いの通り客にも視覚的にアピールし、集客につな
げる。
キッズカフェとしての位置付けは定着したが、高
齢者も訪れやすいよう改装することにより、孫を
連れての店づくりにつなげ、再来客の効果を高め
る。

●目標
売上高 :20％増

集客数：20％増

※比較対象：年末 2 カ月間
把握方法：月次売上表

ベビーカー・車椅子で入店しづらかった店舗入口

9~10 月

11~12 月

1 月以降

課題整理と対策案検討
お客様アンケート
広告の準備
SNS 再構築
外看板の設置
入口の改装
新メニューの検討と開発
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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

車椅子が通りやすくなったとのお客様からの声が
あり、改装して良かったです。外看板の設置、改装
ともに、現場スタッフみんなで話し合い、一致団結
して検討してくれました。これまではどちらかとい
うと調理スキルなど各自の担当業務に特化して話を
していましたが、看板や改装といった店舗全体のこ
とを話し合う機会を持ったことで、お店全体を盛り
上げていく意識が高まったと思います。

キッズカフェとしての認知度は高いため、今後は
どうお客様にお店に足を運んでいただくかが重要で
す。今は、広告を出せば来店してもらえるような時
代ではありません。提供されているメニュー・サー
ビスともに非常に充実していますので、その魅力を
どうターゲットとなる方々に届けていくのか、ス
タッフみんなで話し合って工夫していきましょう。
（税理士、愛媛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外看板の設置

●達成状況

キッズカフェとしての認知度は高いが、郊外店
のため場所が分かりにくい面があった。そのため、
国道沿いを通る車への視覚的アピールを高め、集
客につなげるために、外看板を設置した。

売上高 : 前年並み
集客数：95％
売上は前年並、集客数は現状維持であり、消費
税率の引上げによる景気停滞と売上の漸減傾向が
近年は続いていたことを考慮すると、まずまずの
効果が見られた。スタッフ間で取組内容について
検討したことで、スタッフの意識向上につながった。

②バリアフリー対応

ご年配の方でも孫を連れて訪れやすい店舗にす
るため、経年劣化したフローリングを張り替えると
ともに、店舗入口の段差解消としてスロープを設
置してバリアフリー化を図った。また、近くの高齢
者施設から、ランチでの団体利用があるため、今
後の更なる利用需要も見込んだ。

③ ICT ツールの活用

キャシュレス決済、公式アプリを導入した。

④情報誌への広告掲載

消費税増税によって客足が遠のいたため、地元
の子育て情報誌に広告を掲載した。

⑤スタッフとの定例ミーティングの実施

毎月１回以上、社長・店長・スタッフによる定例
ミーティングを実施している。上記①〜④について、
定例ミーティングの場を活かし、スタッフ全体でお
店づくりについて検討を行った。

バリアフリー対応後

●今後の取組（Action）
キッズカフェのため、子供の成長につれて従来
客は徐々に足が遠のくことになり、常に新たな顧
客を確保していく必要がある。少子化や競争激化
等からも、顧客対応の充実、情報発信を続けてい
くことが必要である。また、新たなターゲットとし
て高齢者需要の開拓を強化していく予定である。
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