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新潟・市民映画館  シネ・ウインド ～若者を映画館に！新規顧客＆会員増への取組～

シネ・ウインドは、映画館の入場料収入と会員約 2千人の会費によっ
て自主運営される映画館（1スクリーン、64席 +車椅子スペース）で、
地元名画座の閉館を惜しむ新潟市民からの募金を原資に開館した。非営
利事業者である「新潟・市民映画館鑑賞会」が上映作品の選定、会報制
作、資料蔵書の管理を行い、( 有 ) 新潟市民映画館が会の事務局と映画
館の管理・運営を担っている。新潟県興行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

開館 35 年目を迎える中で、会員の中心層が
50 ～ 60 代へと高齢化し、若年層の利用促進や
会員獲得が大きな課題になっていた。そのため、
より快適な映画鑑賞環境の実現をめざし、スクリー
ン・座席の交換を実施。加えて、映画館と会員制
度の認知度向上のため、販促媒体としてのインター
ネットと印刷物の両方を充実させ、効果的な集客
対策を実施することにした。

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

ターゲットとなる10 ～30 代の若年層の分析
や業務課題の検討を行い、①Webサイトの刷新、
②リーフレット制作・配布、③ 34 周年記念イベ
ントの開催などに取り組み、お客様アンケートで、
その効果を測定することにした。

 住所：新潟県新潟市
 創業：昭和60年12月
 従業者数：6名、うちパート・アルバイト2名 
            URL：https://www.cinewind.com/

①売上高：対前年同期113.2％
               （月次売上表で把握）
②集客数：対前年同期109.1％
               （月次集計表で把握）
　※比較対象：年末2カ月間

1~3 カ月目 4~5 カ月目 6 カ月目

課題・解決策の検討

Webサイト刷新（スマホ最適化、作品入替の自動化等）10/29、メルマガ見直し（コンテンツ充実、Webサイトとの連動）

リーフレット制作・配布　　　　（開館記念日12/7）

お客様アンケート実施

Webサイトのスマホ最適化

7月スクリーン・座席交換 映画イベント開催 （34周年祭11/16～12/6）

新 潟 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スマホ世代の利用を想定したWeb サイト
の刷新
スマホ操作性の低さ、スタッフの更新作業の煩

雑さ、サポート終了済みソフトの利用などの既存
サイトの問題点を解消し、スマホ利用への最適化、
上映作品入替作業の自動化、メルマガ＆SNSと
の連動や独自コンテンツの充実などに取り組んだ。

②若年層向けリーフレットの制作・配布
若い女性会員の意見を取り入れたデザイン・イラ

ストの採用と配布場所の選定。映画館の魅力を伝
える告知（フランス製劇場専用座席の導入、公式
Webサイトのリニューアル、新年度の一般学生入
場料および29 歳以下の会員入場料値下げ）、QR
コードによるWebサイトへの誘導。

③来館促進につながる映画イベントの開催
11/16 ～12/6 の 34 周年祭では、新潟ロケ

映画「白痴」の上映＆トークショーなど地元にこだ
わった6イベントを開催。会場でお客様アンケー
トを配布。

上映作品の影響もあり、売上・集客数の目標
は未達であったが、Webサイトのアクセス数は前
年同期比で約1.5 倍、会員のメルマガ開封率も
92.8％、SNS経由でのサイト訪問 2.8 倍と予想
を大きく上回る好成果をあげた。

若年層獲得のための継続的取組として、上映情
報以外のコンテンツの充実、来館促進につながる
コラボ・イベント開催増に取組む。また、将来は、
多様な決済手段への対応、座席のネット予約シス
テムの導入、2万点を超える映画関連書籍・資料
の活用も検討する。

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
モデル事業での取組により、当社の課題や弱点が
明確になり、新たな発見もあり成果が出てきました。
その結果、次ステップとして取組むべき事も見えて
きています。運営参加はシネ・ウインド会員の特典
の一つですが、より多くの会員がボランティアス
タッフとして活動できる機会を提供し、そのことに
よって、映画鑑賞に関心を持つ新潟市民が増え、シ
ネ・ウインドへの来館者が増加することを願ってい
ます。

経営の現状と課題について客観的な理解を確認す
るため、SWOT分析結果を提示し、将来のあるべ
き姿やそれを実現するための解決策を議論してきま
した。資金的な制約でできない事も多数ありました
が、本事業では補助金の活用で実施でき、数値的な
成果を得ることにもつながりました。このことが運
営スタッフの自信となり、今後の継続的な取組に結
びつくことを期待しています。（新潟県生活衛生営
業指導センター /IT コーディネーター）

●達成状況

①売上高：対目標 90.0％
                / 対前年同期101.9％
②集客数：対目標 94.1％
                / 対前年同期102.7％
③Webサイト刷新の成果：
対前年同期比で、ユーザー数157.4％、
ペ ー ジ ビュー 244.8 ％、 滞 在 時 間
151.8％、新規訪問171.2％、SNS 経
由の訪問278.6％

若年層来館者獲得のためのリーフレット

フランス製劇場専用座席の導入

ワンポイント
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1~2 カ月目 3 カ月目 4 カ月目 5 カ月目

岡谷スカラ座 ～デジタルサイネージ導入等でリピーター獲得へ～

諏訪エリアで唯一残る映画館であり、洋・邦画のロードショーとアー
ト系作品を上映。創業後 10～ 20 年間隔でスクリーンを増設し、現在は
7スクリーン計 906 席、別途車椅子対応 4席。2011 年にデジタル映写
機導入、2016 ～ 19 年には座席・ロビーなど内装を順次刷新。自前の駐
車場 50台に加え、市営駐車場 500 台を割引利用可能（5時間まで無料）。
JR 岡谷駅より徒歩約 10分の商業地に立地。長野県興行生活衛生同業組
合加盟。

●取組の背景 ●取組テーマ

●計画（Plan）

●目標

岡谷スカラ座は、諏訪市・岡谷市・茅野市を中
心する人口約20万人弱の諏訪商圏に立地するが、
近隣の松本市内シネマコンプレックス 2 館との競
合が激しく、近年、売上の伸び悩みが続いている。
そこで、内外装の改装や映写装置・座席の更新な
ど映画鑑賞環境の改善に取り組んできたが、優良
顧客の固定化や新規誘客を図るためには、一層の
経営努力が必要となっている。

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
E. 優良顧客を増やそう

①館内 PR 設備充実のためのデジタルサイネー
ジの設置、②ファミリー層獲得のため小中学校へ
の映画鑑賞割引券の配布、③イベント上映での
話題づくり、④地元映画ファン囲い込みのための
SNS活用などに取組む

 住所：長野県岡谷市
 創業：昭和37年
 従業者数：40名、うちパート・アルバイト33名
 URL：https://userweb.alles.or.jp/scalaza/

①売上高：対前年同期110.0％
　　　　　（月次売上表で把握）
②集客数：対前年同期105.9％
　　　　　（月次集計表で把握）
　※比較対象：年末2カ月間

課題整理と対策案検討

デジタルサイネージ導入（9/5～ 9/15設置）

SNS等を活用した販促・集客策の展開

冬休み割引鑑賞券の制作・配布

イベント上映の実施

学校配布の割引鑑賞券

長 野 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デジタルサイネージによる予告映像のロ
ビー上映
9月中旬に設置した 65 インチ液晶モニターで

次回作の予告映像をロビー上映し、利用客のリピー
ター化を図った。

②学校経由での映画観賞割引券の配布
小中学校を対象に、家族で利用できる割引券

（3D版は300 円、通常版は200 円割引）を配布。
地域映画館の存在をアピールするとともに家族客
の集客にも貢献した。冬・春・夏の長期休暇に合
わせ年 3回配布し、配布エリアも順次拡大させた。

③イベント上映で話題づくり
コスプレ・手拍子・発声OKの応援上映、ライ

ブビューイング、赤ちゃん連れのママのための上映
会、館内クイズラリー、ぬりえ大会など、映画上
映＋αのイベントを積極的に開催した。

③SNS等を活用した販促・集客策の展開
HP、Facebook、Twitter、LINE での情報発信、

HP での割引クーポン発行、@LINE 会員約2,000
名への販促企画、ポイントカード登録会員への優
遇など、複合的な販促策を継続実施している。

デジタルサイネージによる動画の予告上映は大
変好評で、来館者増に貢献した。割引券配布も、
子どもだけでなく親世代に着実に浸透し、配布エ
リアの拡大も売上・集客力アップにつながり、目標
が達成できた。

デジタルサイネージでの広告収入獲得のため、
地域企業とのタイアップ広告の製作・放映に向け
て準備を進めたい。また、大手シネコンの施設や
サービスに見劣りしないよう、座席のネット予約シ
ステム導入、老朽化建屋の建替え、設備更新など、
追加投資を検討している。

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
高額な設備費と保守費が必要な映画館事業は、規
模に関係なく一定の固定費が必要で経費削減が困難
なうえ、小規模商圏立地の個人映画館では、広域商
圏の大手シネコンと競争になり、経営は厳しさを増
しています。そのようななか、複数スクリーンによ
る効率上映、イベント上映やSNS・紙媒体を併用
した複合的な販促策の相乗効果で、映画ファンや
ファミリー層の囲い込みにより、生き残りを図って
いきたいと考えます。

映画館の売上は、上映作品の優劣に大きく影響を
受けるので、映画館単独の販促策の成果を評価する
のは難しいが、実際の来館者の様子から、予告映像
の上映効果は大きいと感じられました。SNS・販
促チラシ・ポイントカード・イベント上映などの販
促策の効果は、ある程度長期の取組が必要となるで
しょう。取組の継続と定期的な見直しを、今後も期
待したいところです。（長野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：対目標108.0％
　　　　　/ 対前年同期118.8％
②集客数：対目標108.3％
　　　　　/ 対前年同期115.3％

LINE会員向けに割引クーポンの発券

65インチのデジタルサイネージ

ワンポイント
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