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1~3 カ月目 4~5 カ月目 6 カ月目

お風呂のデパート たきのゆ ～スタンプカードと健康セミナーで顧客を見える化～

たきのゆは創業 85年。現代表は三代目で、1988 年に男女それぞれの
浴槽を 10種類に増やして大型化し「お風呂のデパート」に改装。2017
年には高濃度人工炭酸泉を導入。代表自らヒゲ店長として、チラシ・看板・
HP/SNS に登場し、利用客に親しまれている。平日営業は 13時～翌 1時、
土日祝日は朝7時から営業。駐車場は3カ所で計65台、コインランドリー
を併設。JR 福井駅から車で約 5分。福井県公衆浴場業生活衛生同業組合
加盟。

●取組の背景 ●取組テーマ

●計画（Plan）

●目標

近隣だけでなく広域から集客し安定的な利用客
を確保する「たきのゆ」であったが、現代表は、「高
濃度炭酸泉による健康効果をより多くの人に知っ
てもらいたい」という思いや、「たきのゆの利用客
はどんな人で、来湯頻度はどのくらいか」がわから
ず、有効な販促策が打てていないという悩みを抱
えていた。そこで顧客の見える化に取組むことに
した。

E. 優良顧客を増やそう

①入浴効果を説明するチラシのポスティング、
②スタッフと利用客の交流を促すスタンプカード
の導入、③入浴効果を科学的に説明する健康セミ
ナーの開催、④血圧計の設置などを実施する。

スタンプカード運用による利用客の固定化と、利用頻度に応じた販促策、特に常連客・多頻度利用客へのサービス強化を実現したい。来期の目標は、年間利用者12万人、ロビーイベント年 24回の開催とする。なお、次年度は「小規模事業者持続化補助金」の申請・活用で、本事業を発展的に継続したい。

 住所：福井県福井市
 創業：昭和10年
 従業者数：13名、うちパート・アルバイト10名
 URL：http://www.huroya.com/

①売上高：対前年同期110.0％
（12月～1月の2カ月間、月次売上表で把握）
②スタンプカード発行枚数：800 枚
（開始後2カ月間、月別管理表で把握）

販促企画の検討

QRコード決済対応開始（10月）

健康セミナー開催（1/18）

血圧計の設置（11月）　　　　　　　　　　　　　　　　　血圧計の増設（2月）

スタンプカードの作成（11月） スタッフ説明（12月） スタンプカードの配布＆運用開催（2月）

同じエリアに同じ内容で3回ポスティング

福 井 県 モデル事業 2019 年度　　

販促チラシ作成、ポスティング（11月、12月）
と SNS情報発信とSNS情報発信
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●取組（Do） ●成果（Check）

●今後の取組（Action）

①3カ月連続のチラシ配布で見込客・新規客
へ周知
チラシは、高濃度炭酸泉効果の解説と健康セミ

ナーの開催案内で、同じチラシを同じエリアに3
回配布。チラシの入浴料70 円引き券の利用は、
配布回を重ねる毎に増えた。

②スタッフと利用客の交流を促すスタンプ
カードの導入
スタンプを押す際に声掛けを行い、利用客との

交流を深め、顔と名前が一致する関係づくりに努
めた。カード更新時には血圧記入を勧め、入浴習
慣による改善効果を実感してもらう。

③入浴効果を解説する無料健康セミナー開催
医学博士を講師に健康セミナーを開催、高濃度

炭酸泉入浴の効果を科学的に解説する。1/18（土）
には30 名が参加した。

④顧客の利便性向上のため、QRコード決済
導入と血圧計設置
10月からQRコード決済を導入。11月には血

圧計をロビーに設置し、2月には 2台に増設した。

⑤その他の活動
地元や近隣高校の野球部・バレー部等を応援し、

試合前入浴を推奨。部員の入浴利用が 478人に
なった。

消費増税の影響で10 ～12月は入浴者数は若
干減少したが、1月からプラスに転じた。スタンプ
カードは12月から運用予定だったが、イベントが
続く状況下でスタッフの理解が得られず 2月開始
となったため、本格稼働は3月の見込みである。

スタンプカード運用による利用客の固定化と、利用頻度に応じた販促策、特に常連客・多頻度利用客へのサービス強化を実現したい。来期の目標は、年間利用者12万人、ロビーイベント年 24回の開催とする。なお、次年度は「小規模事業者持続化補助金」の申請・活用で、本事業を発展的に継続したい。

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
マニュアルを熟読し、機械式のポイントカードで
はなく、手作業でスタンプを押印する紙のカードを
採用しました。それが、たきのゆの強みである「笑
顔と会話力」を生かせる方法だと考えたからです。
お客様との顔の見える関係づくりは、リピート促進
のカギになります。イベント開催や新しい販促策の
導入は、スタッフの作業負荷を増やすことになるの
で、導入・実施前から十分な配慮が必要だと思いま
した。

多くの業種で、清掃の徹底や笑顔の接客は基本で
すが、きちんとできているお店は本当に少ない。ま
ずは仕事の基本を見直し、為すべきことを徹底する
ことが重要です。何が何でもICTに頼る必要はなく、
小規模・零細企業でも、容易に真似できるアナログ
的な販促策はたくさんあります。その意味でも、具
体例が記載されているマニュアル事例編は役立ちま
す。（福井県生活衛生営業指導センター /中小企業
診断士）

●達成状況

①売上高：対目標 92.7％
               / 対前年同期102.0％
②スタンプカード発行枚数：配布開始10
日間で110 枚（対目標13.8％）

ロビーの健康セミナーには30名が参加

血圧測定結果を書き込めるスタンプカード

スタンプカード運用による利用客の固定化と、
利用頻度に応じた販促策、特に常連客・多頻度利
用客へのサービス強化を実現したい。来期の目標
は、年間利用者12万人、ロビーイベント年 24回
の開催とする。なお、次年度は「小規模事業者持
続化補助金」の申請・活用で、本事業を発展的に
継続したい。

ワンポイント
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１カ月目 　２カ月目 ３カ月目

ふじ温泉 ～ホームページや広報物による広報活動で優良顧客を増やす～

甲府市内で地元住民に愛されて、50 年近く地域の方々の憩い
の場として公衆浴場の営業を続けてきた。山梨県の「やまなし立
ち寄り『百名湯手帳』スタンプラリー」の温泉施設の一つとなっ
ている。

●取組の背景 ●取組テーマ

●計画（Plan）

●目標

近年は、主要顧客の高齢化と山梨県内の人口減
少によって、顧客数が減少、売上も低迷していた。
そこで、広報活動を強化し、来客数拡大をめざし
たいと考えた。

E. 優良顧客を増やそう

施設の最低限の衛生上の清潔さを保つことと、
整理整頓を強化して来訪時の印象を高める。また、
ホームページ等の広報ツールを作成し、広報活動
を進める。他店に比べた競争力拡大も意識する。

 住所：山梨県甲府市
 創業：昭和46年
 従業者数：2名、うちパート・アルバイト1名
 URL：https://yamanashi.k-o-i.jp/koten/fujionsen/

集客数を 50 名 / 日から 60 名 / 日に増
加
整理整頓、掃除の励行で衛生環境を向上

清掃・整理整頓の５S活動実施

ホームページの作成

ＳＮＳページの作成

広報物、表示物の策定

山 梨 県 モデル事業 2019 年度　　

これまでの暖簾
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●取組（Do） ●成果（Check）

●今後の取組（Action）

①強みを認識し、強化する
現状分析を行い、古くから営業している「レトロ」

な温泉であることを当施設の強みとする。他の最
新設備の温泉施設とは異なる、情緒を生かした経
営を進めた。

②施設環境の整備
５S（整理、整頓、清掃、清潔、しつけ）を励行

し、清潔感を高めた。また、脱衣所のレイアウト
を検討し、入口に暖簾をかけることで中が見えな
いように工夫した。

③外観の訴求力を高める
店舗入り口には煙幕を張ることによって温泉施

設であることをアピールし、駐車場入口には縦型
看板を設置した。

④顧客動線を明確にする
入口から浴室までの顧客動線でのブランディン

グを実施した。

⑤ホームページの作成とSNSでの情報発信

看板や暖簾の設置などは、馴染みの顧客にはイ
メージアップと好評であり、新規顧客向け訴求と
もなっている。また、ホームページや SNSを活用
した集客によって、客層幅が広がった。清掃・整理
整頓の５Sの励行による衛生環境の向上は、馴染
み客の評価を高めた。

掃除や整理整頓などの５Sを継続的に定着させ
ていく必要がある。また、施設の老朽化とともに
照明の欠落や内装の剥げなどが目立つため、天井
を照らさない形のダウンライト等、照明の使い方
を工夫・活用して、現代的な演出を進める。さら
に2階の休憩スペースの有効活用を検討し、収益
を得られる貸室など様々な施策を考えていく。

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
施設内の整理・整頓でより清潔感ある施設を提供
することで顧客の気分も変わり、そして新しい暖簾
が備わって、常連の顧客に大変好評です。また、道
路に面した看板を見て、新たな顧客にも利用してい
ただけるようになってきています。

昭和のレトロな感じの温泉施設を維持しつつ、低
コストで変えられるところを継続的に変えていくこ
とが重要です。また甲府では、かつて無尽会という
地元の人々の集まりがあったので、そのような昔の
慣習にならったサービスの提供も、2階の休憩スペー
スの活用を進めていくのにも、有効ではないでしょ
うか。(山梨県生活衛生営業指導センター /中小企
業診断士 )

●達成状況

集客数は、50 名 / 日から1割以上は増
加

ワンポイント
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1カ月目 2 カ月目 ３カ月目

平和湯 ～広報を強化し、新規顧客を開拓～

創業 60年に及ぶ公衆浴場で、14時から 23時まで毎日営業し、地
域に根差している。岐阜県公衆浴場業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

5 年間の売上は、微小ながら増加しているもの
の、収益の面では設備の老朽化で修繕費がかさん
でいる。顧客の高齢化も顕著で、今後、既存顧客
の減少が見込まれ、新たな顧客を開拓し、収益を
改善することが必要であるが、地域に向けて今ま
で広報宣伝活動をしてこなかったためノウハウがな
い。また、従業員の世代交代もあり、従業員の士
気を高めることも課題となっている。

A. 特長ある店舗・施設づくりで業績を改善し
    よう
C. ICT を活用して集客力を高めよう 
G. 従業員のスキルとやる気を高めよう

広報を強化し、新規顧客を開拓するとともに、
既存の顧客向けには 2S活動を行い、居心地の良
い空間づくりを行う。
①販促準備
・SNS－Googleストリートビューの活用
・のれんやのぼり、パンフレットの整備
②業務改善
③販促：各務原市民ニュースに広告を掲載

 住所：岐阜県各務原市
 創業：昭和37年1月
 従業者数：4名、うちパート・アルバイト1名
 URL：https://www.heiwayu.com

売上高　110％
集客数　110％
　※比較対象：2月

2S（整理・整頓、清掃）活動

パンフレット制作

Google ストリートビュー導入

のれん、のぼりの製作

タウン紙広告掲載

昭和を感じるレトロな店内

取組内容の検討

岐 阜 県 モデル事業 2019 年度　　

お客様から寄付いただいた鏡

店頭での販促グッズ
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●取組（Do） ●成果（Check）

●今後の取組（Action）

①－１ 販促準備：SNS－ Google ストリー
トビューの活用

安心して来店していただけるようGoogle スト
リートビューを導入。Google が提供するお店付
近の様子や外観だけでなく、投稿者によるお店の
外観・内観やメニューの写真、口コミ、来店者の
評価等が分かるようにした。

①－２ 販促準備：のれんやのぼり、パンフレッ
トの整備

老朽化した看板に代わり交差点付近の敷地内に
のぼり、入場口にのれんを設置し、存在感をアピー
ル。また、PRのためのパンフレットを作成した。

②業務改善
従業員のスキルとやる気を高めるため、整理・

整頓、清掃の2Sにより、居心地の良い空間づく
りに取り組んだ。

③販促の強化：各務原市民ニュースに広告を
掲載
今まで紙媒体での販促活動を行っていなかった

が、140 円相当の「手ぶらセット（シャンプー、ボ
ディーソープ、貸しタオル、貸しバスタオル）」の無
料券付きの広告を、各務原市民ニュースに2回掲
載した。

フリーペーパー活用により、新規顧客の反響（約
60 名来店）があった。また、Googleストリート
ビューから、学生団体の問合せがあるなど、口コ
ミとインターネットのブログを通じて若い層も増え
つつあり、「昭和レトロの雰囲気の風呂」との口コ
ミサイト投稿もあった。
入浴セット置き場の整理・整頓・清掃を行ったこ

とは既存顧客にも好評で、今回の取組を見ていた
常連の方から、浴槽内の鏡を寄付していただいた。
また今回の活動を通じ、従業員との改善意識の共
有を図ることができた。

リピーターの高齢化で、新規顧客獲得が引き続
き課題となっている。アンケートから現状の雰囲
気を残してほしいとの声も多く、昭和レトロな雰囲
気のある入浴場をアピールし、若い年代層やファミ
リー層の新規顧客獲得に取り組んでいく。

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
お客様に良い変化として受け入れてもらえるよう
に、常連のお客様に配慮しつつ、新規のお客様に来
店いただけることを心掛けました。
アンケートの結果、新しいサービスをすることで
はなく高齢化への安心、安全な対策を継続して取り
組んで欲しいという要望がわかりました。
成果が徐々に表れてきており、２月は対前年同月
比で、売上高 10％増、集客数６％増となり、大変
良い結果が出ています。

今回の取組で、気づかなかったことに気づく機会
となったと思います。モチベーションも向上し、新
たな顧客につながることが期待できます。主なポイ
ントは、以下の６点です。①フロント・脱衣室の清掃・
修繕、②値札・料金表を分かりやすく改善、③チラシ・
パンフレットの作成、配布方法、④イベントの実施
方法、⑤入浴剤の販売方法⑥のれん・のぼりの効果
的な設置方法。（岐阜県生活衛生営業指導センター /
中小企業診断士）

●達成状況

売上高　110％
集客数　106％

遠くからも目立つ
赤いのれん 作成したチラシ

ワンポイント

店頭での販促グッズ
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