販促プロモーション

年間１０００店舗の伝達力調査から見た

繁盛店の売り場づくり

象を考えてみましょう︒

て頂くことができるかが大切

演説のプロである政治家の
しい街頭演説の内容であって

的に言えば︑どんなに素晴ら

なポイントとなります︒逆説

方々が街頭演説を行う際に︑
も︑誰も聞いてくれなければ︑

反応を高めた
呼び掛けとは？

必ず冒頭に話す言葉をご存知
の属性の名称です︒例えば選

ですか？
の確率が高まります︒

民が創造できず︑選挙は落選

自身を支持してくれる横浜市

それは聴衆の方々

挙前に︑神奈川の市議会議員
う場合︑﹁横浜市民の皆様﹂と
ためには︑具体的に伝えたい

伝えたい相手へ想いを伝える

ここまでの話をまとめると︑

いう話し出しから演説がスタ
相手の﹇名称﹈で呼び掛ける

の方が横浜駅で街頭演説を行

ートします︒

えません︒その環境下で︑如

しまい︑全く話を聞いてもら

にほとんどの方が素通りして

達は実践できているのでしょ

体的な名称を踏まえた情報伝

プロモーションにおいて︑具

では︑パチンコ店の売り場

ことが重要です︒

何に少しでも自分自身の訴え

具現化できています︒

街頭演説というのは基本的

トの新台機種の情報しか掲示
しません︒このように明確化
された告知展開を行っている

お客様の顔を見ない
危機的な情報伝達
極論をお伝えすると︑不特
定多数プロモ
ーションが増
加するという
ことは自店の
お客様に見向
きもしていな
い売り場を無
意識に構築し
ていると言っ
ても過言では
ありません︒
自店のお客様
のことを理解
しないまま売
り場プロモー
ションを行っ
ているとも言
えます︒これ
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お客様に向けた情報発信が︑
自然と売り場プロモーション
で展開されていたため︑気付
かぬ内に︑告知内容の対象顧
客が限定されていました︒
しかし︑広告規制以降の売
り場プロモーションを見てみ
ると︑対象顧客が想像・限定
できる情報伝達の域には達し
ていません︒つまり︑不特定
多数のお客様に向けた情報発
信が中心となっています︒
例えば︑現在︑多くのお店
の新台プロモーションは︑不
報発信となっています︒なぜ

特定多数のお客様に向けた情
その理由を︑広告規制以前
なら︑大多数のお店が︑新台

今までの連載では告
と以降で︑告知内容を伝えた
告知はパチンコの新台機種と

うか？
知内容を絞り込むことで︑お
い相手﹁だれ﹂の観点が運用

開しています︒そのため︑パ

客様へ伝わりやすくなるとお

広告規制以前のイベント実
チンコユーザー対象・スロッ

スロットの新台機種を１枚の

施ができた際は︑どのお店も
トユーザー対象の告知と判別

できていたのかどうか比較し

一応に﹁だれ﹂の顧客対象の
できず︑どちらにも適合する

伝えしてきました︒しかし︑
は不完全です︒実は︑告知内

設定が無意識的に具現化でき
告知であれば︑不特定多数の

告知物に集約して共に告知展

容を伝えたい相手﹁だれ﹂を

ていました︒対象顧客の設定
お客様に向けた情報発信とな

てみましょう︒

設定することで活きた売り場

ができていたのは︑もちろん
ります︒

告知内容のみを考えるだけで

プロモーションに変化します︒

イベント告知です︒パチンコ

﹁分煙ボード﹂の設備を導入

ルをしたため︑自店でも同じ

煙ボード﹂の設備リニューア

しては︑競合店１番店が﹁分

商圏で見受けられる事例と

ていることが挙げられます︒

から﹁だれ﹂が消えてしまっ

お店の売り場プロモーション

低迷しているお店の共通点は︑

結論からお話すると︑集客

に一貫性がなく︑どのお客様

を軸に展開しなければ︑戦術

ーションにおいて︑その観点

が決まっても︑売り場プロモ

性の集客力を高める﹂と戦略

なりません︒営業会議で︑﹁女

トの中でも○○機種が好きな

信︑さらにパチンコ・スロッ

のユーザーに向けての情報発

ど︒パチンコ・スロット好き

さらに機種の海系イベントな

の流れで︑売り場プロモーシ

上記の︵Ⅰ︶↓︵Ⅱ︶↓︵Ⅲ︶

︵Ⅲ︶絞り込み過ぎる

︵Ⅱ︶絞り込む

︵Ⅰ︶絞り込み過ぎず

す︒

強弱を付けることが大切で

スロットの台周りではスロッ

台機種の情報しか掲示せず︑

コの台周りではパチンコの新

告知であれば︑例えばパチン

なパチンコ・スロットの新台

一方︑繁盛店では同じよう

して︑同じような内容のチラ

に絞った売り場を作ればいい

ョン展開することをお勧めし

イベント／スロットイベント︑

シを含めたプロモーション展

のか不明瞭になります︒結局︑

ます︒例えば︑先程の女性に

パチンコ店の
売り場から
﹁だれ﹂が消えた

開を行います︒今回は︑同じ

売り場プロモーションは不特

対する分煙ボードの展開であ
前 後 の 女 性 ↓︵ Ⅲ ︶ 休 日 に 夫

強

弱

設備を導入したことは触れず

定多数の告知となってしまい︑

れば︑︵Ⅰ︶女性↓︵Ⅱ︶
きないまま︑競合店との集客

中

に話を進めます︒例えば︑１

自店の売り場の魅力を構築で

代

番店が﹁お客様へ快適な遊技
環境をご提供します〜分煙ボ

と二人でご来店頂く

代前後

差も縮まらないという構図に
なってしまいます︒

ード設置中﹂と掲示していれ
ば︑チャンスです︒通常は同
じような展開で告知されます

の女性など︑プロモーション
開始時期の１ヵ月目から１年

なポイントなのかを考えてプ

分煙ボードの利点はどのよう

とはお伝えした通りです︒そ

むことが大切であるというこ

の﹁なに﹂を徹底的に絞り込

前回の連載記事で告知内容

す︒ただし︑いきなり絞り込

に確実に自店の想いが届きま

より一層集客をしたいお客様

イメージを絞り込むことで︑

わらなくても︑伝えたい顧客

を通して︑伝えたい内容が変

ロモーション展開することが

れと同様に︑基本的に対象顧

み過ぎるとターゲット顧客の

絞り込み３段活用

例えば︑女性顧客が対象で

客を設定する﹁だれ﹂を絞り

みしか反応しない場合があり

が︑自店のお客様にとって︑

あれば︑﹁髪の毛にタバコの臭

込むことも重要です︒ただし︑

ますので︑最初は︵Ⅰ︶の緩

大切です︒

いが残るのは嫌！という女性

﹁だれ﹂に関しては絞り込み

修・セミナーを受講。現在、
「伝達力」
を踏まえ

のお客様のお声を聞き︑当店

た売り場づくりの第一人者として現場で日々

く絞ることがポイントです︒

講師依頼が殺到し、2013年の1年間で、の

は︑危機的な

50

べ10,000名を超える経営幹部の方々が研

方がポイントで︑絞り込みの

象に研修・セミナーを実施。広告規制以降は、

では分煙ボードを設置しまし

の売り場法則を数値化。現在、
その売り場づ

状況です︒な

くりの法則に基づき、全国のパチンコ店を対

た﹂という対象顧客を明確に
したプロモーション展開を行
います︒この一例だけでは女
性集客は図れませんが︑女性
のお客様の集客力を高めたい
のであれば︑プロモーション

1,000店舗以上、
「伝達力」
という売り場プロ

ぜなら︑自店
の集客したい
対象顧客像が

50
奮闘中。

見えていない
ため︑集客軸
が頻繁に揺れ

!?

たい対象の方々に︑耳を傾け

ことが重要です︒
パチンコ店のプロモーションの顧客対象が不明確になってきた今だからこそ︑改めて顧客対

お客様の行動につながる売り場プロモーションを構築するためには︑顧客対象の設定を﹁3段階﹂で運用する

お客様が反応したくなるプロモーション

回

の特定顧客対象率は女性メイ

モーションの切り口で調査。
その結果、繁盛店

『髪の毛にタバコの臭いが残るのが嫌』
というお客様の声から設置しました
さらに天井部に高機能清浄機設置中！

ため︑特定の顧客対象に対し

髪

て︑売り場プロモーションが

「分煙ボード」設置のプロモーション例

110
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動く可能性が

業。全国のパチンコ店を2008年から毎年

ずっと
いい香り

髪、ずーっといい香り

髪、ずーっといい香り

分煙ボードサービス

！
分煙ボードで

天井には
高機能
空気清浄機
設置！

分煙ボードで

・タバコの煙をシャットアウト！
・さらに、遊技台周りの環境を充実化！
・ドリンクホルダー 、携帯充電可能USB 付

タバコの煙をシャットアウト

キープ
モテ 髪

キープ
モテ 髪

キープ
モテ 髪

Aランク（滞留時間：1分以上）
Bランク（滞留時間：中間値）
Cランク（滞留時間：3秒以下）

Mail:nojima@hpa.co.jp
●株式会社プラスアルファ URL:http://www.hpa.co.jp
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ンで具現化され続けなければ
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あるからです︒
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