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パチンコが確率論である限り
は︑平等に全ての方が勝ち体
験を得ることは難しいです︒
そこで︑重要となってくる
のが﹁衛生要因﹂なのです︒
パチンコの﹁動機付け要因﹂
は限度があり︑コントロール
できないため︑競合店と差を
つけるには︑店舗側がコント
ロールできる﹁衛生要因﹂を
いかに多角的に満たすことが
できるかが重要となります︒
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不満足感は増加するわけでは

に充たすことができなくても︑

うとする︑人間的欲求を十分

方︑たとえ心理的に成長しよ

させることはありません︒一

けで︑積極的な満足感を増加

人間は不満足感が減少するだ

いたとしたら︑やはり満足感
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内サービスの

不満は減少しないということ

という訳で女子トイレを新設します！

店舗側がコントロールできる
﹁衛生要因﹂をいかに多角的に満たし︑正しく伝えることができるかが︑

的な視点から︑店内サービス
があり︑苦痛を避けようとす

お客様の不満足を軽減し︑
無意識の来店理由となる︒

・設備の拡充の重要性を紐解
る動物的な欲求と︑心理的に
成長しようとする人間的欲求

実は︑アメ

きます︒
◇

す︒女性のお客様にとってト
以外に﹁衛生要因﹂となる要

となります︒

様が自店を選ぶ無意識の理由

指しましょう︒それが︑お客

して不満のないお店作りを目
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イレは︑男性のように用を足

でお店から与えられた複数の
サービスが︑お客様の心の中
に貯金されれば︑﹁返報性の原
理﹂は強化されます︒競合他
店が︑トイレ環境を含む店内
サービスの強化を行っていな
ければ︑より一層強固なもの
となります︒

実 施 し たこと を
可 視 化す る
最後にもう一点︑注意して
欲しいポイントがあります︒

只今、
急ピッチで
工事の準備中よ！
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すだけの場所ではありません︒
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長く遊技していれば︑化粧も
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遊技環境を整え︑店内サービ

る

人は他人から何かの施しを受けた場合に、
お返しをしなければならないという感情を抱きやすいという心理。

めています︒

崩れてくるため化粧直しもし
満足を軽減する大きな一手と
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トイレが綺麗という理由でト
イレを借りに来る女性パチン
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実際には︑トイレを借りて

返報性の原理
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回
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客様に可視化してお伝えしな
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トイレ環境を含む店内サービスが
増客に活きる２つの理由
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