主婦の心を捉えて離さない
第

鮮度を意識することは何故必要か？
﹁認知・注意﹂
を喚起するためには︑

チスロ店は店内外の売り場プ

伝規制となり︑パチンコ・パ

２０１１年８月に︑広告宣

告知が売り場の設置・掲示の

的に運用される︑変更しない

うな︑一度掲示すれば中長期

告知や店内サービス告知のよ
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ブロードベンド︑トライスマ
ン︑ドイチェ＆ドイチェとい
う研究者のモデル理論です︒
彼らは︑脳の記憶のどの処理
過程で取捨選択が起こってい
るのかを研究しました︒それ
らのモデル理論で明らかにな
ったことは︑人は目に入った
情報全てを記憶・処理するこ
とはできないので︑必要ない
情報は︑目に入っていても︑
記憶に残らない︑ということ
です︒
では︑改めて︑近年の多く
のパチンコ・パチスロ店を想
像してみてください︒情報過
多になっている売り場プロモ

いことだとは分かっているけ

売り場環境︑何となくいけな

﹁貼ったら貼りっぱなし﹂の

ます︒

から考えると容易に想像でき

認知心理学の﹁選択的注意﹂

てしまうからです︒これは︑

店の壁と同じ﹁風景﹂となっ

報発信している告知ではなく︑

は︑お客様にとってお店が情

果的にその告知は風景と化し

いう処理を行ってしまい︑結

入っていても認識しない﹂︑と

ない部分に関しては︑﹁目には

楽に処理するために︑変化の

からこそ︑人は︑できるだけ

がパンクしてしまいます︒だ

報を処理しようと思うと︑脳

ーション環境では︑全ての情

れど︑そんな大したことでは
﹁選択的注意﹂とは︑多くの

ないだろう
かの特定の情報のみを意識す

てしまうのです︒

︒そう思ってい
…
それこそが大間

貼りっぱなしの告知

ませんか？
違い

根拠は︑﹁記憶のフィルターモ

意﹂が何故起こるのかという

・ローランド・ホールによっ

１９２０年代にサミュエル

ることです︒この﹁選択的注

デル﹂という研究から証明さ

が︑お客様に伝える力は﹁ゼロ﹂
いけません︒少ないのではな

です！
何故

そう︑勘違いしては

く︑﹁ゼロ﹂なのです！

て提唱された︑広告やマーケ

す︒とにかく︑いかにお客様

いうのも一つの手だと思いま

れています︒特に有名なのが︑

なわちそもそも﹁認知・注意﹂
がなければその行動が起きな

ちらかというと告知物の中身

今まで７回の連載では︑ど

告知の﹁鮮度﹂を意識したプ

自店の売り場を見直して頂き︑

するか︒そのためには︑まずは︑

の﹁Ａ︵認知・注意︶﹂を喚起

に選択的注意を働かせ︑お客

の伝え方で︑お客様の﹁Ａ︵認

いのです︒だからこそ︑いか
様に伝えたい内容に気づいて

ロモーション環境を築いてい
きましょう︒

知・注意︶﹂を引き︑﹁Ｉ︵興味︶﹂
を持って頂く方法をお伝えし

売り場プロモーション環境は︑

しかし︑現在多くの店舗の

づき﹂すらしないので︑意味

変化しなければ︑お客様は﹁気

に良い告知であっても︑全く

ましたが︑そもそも︑どんな

その﹁Ａ︵認知・注意︶﹂をそ

がありません！

間は︑その事実に気づきにく

ころは︑働いている店舗の人

ラッと変える必要はありませ

なのです︒何も︑毎回毎回ガ

期的に変化させることが重要

﹁これはいいものができた！﹂

いということです︒働いてい

ん︒例えば︑背景色が変わる

﹁貼りっぱなし﹂という状況に

る人間は︑ほぼ毎日その店舗

だけでも︑﹁Ａ︵認知・注意︶﹂

と気に入ったからといって︑

にいるため︑必然的にお客様

は働きます︒また︑会員募集

陥っています︒しかも︑この

よりも早く風景化に繋がりま

の告知などは︑いくつか種類

長く貼り続けることなく︑定

す︒しかし︑この風景化は悪

を作っておいて︑それをロー

﹁貼りっぱなし﹂の恐ろしいと

だからこそ︑

もそも起こせない︑同じ物が

店舗の人ほど
風 景 化に注 意

頂くかが重要となるのです︒

鮮度を意識した
プロモーションを

ならば︑貼りっぱなしの告知

﹁認知﹂があるから
人 は 行 動 を 起 こす

情報が存在する中で︑いくつ

貼りっぱなしは
店の壁と同 じ

まず変化をつけること︒
告知の風景化からの脱却を目指す！

ロモーションを大幅に変更せ

し﹂というような︑売り場環

割合として増えたのです︒残

﹁イベント告知﹂ができなくな
境ができあがりました︵ほと

ざるを得なくなりました︒そ

り︑そこにポッカリと穴が空
んどの店舗で︑新台入替など

念なことに︑知らず知らずの

いてしまったのです︒そして︑
の機械台を告知する以外の内

の結果︑当時︑売り場プロモ

その場所を埋めるため︑多く
容は︑弊社の売り場プロモー

うちに︑﹁貼ったら貼りっぱな

の店舗が︑様々な自店の魅力
ションの鮮度指数という数値

ーションの７割を占めていた︑

を悪気は一切なく︑無意識に
指標では平均３ヶ月以上貼り

﹁Ｉ﹂︑つまり﹁認知・注意﹂し

一貫性ない打ち出しを行って

て﹁関心﹂を抱くというプロ

っぱなしになっています︶︒

までの心理プロセスを示した
セスは変わらないのです︒そ

しまいました︒さらに︑会員

略語に﹁ＡＩＤＭＡの法則﹂
して︑このＡＩＤＭＡもＡＩ

きていると言われている︒︶︑

があります︒
ＳＡＳも﹁Ａ﹂から順番に発

ティングの世界では非常に有

﹁ＡＩＤＭＡの法則﹂とは︑

時代は変わっても︑最初の﹁Ａ﹂

人がある行動を起こすまでの
生しないと次に進まない︑す

名な︑人が何か行動を起こす

行動プロセスを︑順に表した
ものなのですが︑
﹁Ａ﹂
は﹁ Atten
︵認知・注意︶﹂︑
﹁Ｉ﹂は
tion
﹁
︵興味・関心︶﹂︑﹁Ｄ﹂
Interest
は﹁ Desire
︵欲求︶﹂︑
﹁Ｍ﹂は
﹁ Memory
︵記憶︶﹂︑﹁Ａ﹂は﹁ Ac
︵行動︶﹂となります︒すな
tion
わち︑人は最初に情報を﹁認
知﹂し︑その情報に﹁興味﹂
を抱き︑その行動を起こした
いと﹁欲求﹂を感じ︑その欲
求が強ければ強いほど︑
﹁記憶﹂

しき売り場の習慣化となって

テーションするように使うと

る

青山学院Hiconと

に残り︑結果的にその ﹁行動﹂

しまい︑お客様は風景化して
捉えていないだろうと考えて
しまいがちなのです︒また︑
新台入替告知などで定期的に
貼り換えている告知があると︑
そこは変わっているので︑店
舗の全ての告知が同様に変わ

ナーには定評がある。

売り場の魔法
回

！
！

っているような気になってし

の改善案を提案する
「売り場カルテ」
を拡めて

連 載

告知の風景化を防ぐ絶対的法則！
変化に富んだ売り場環境を構築しよう！
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まうのです︒

いる。
さらに、女性目線を踏まえた研修・セミ

を起こす︑ということを表し
ています︒
最近では︑電通などにより︑
ＡＩＤＭＡから﹁ＡＩＳＡＳ﹂
に変化してきていると言われ
ていますが︵﹁ＡＩＳＡＳ﹂は
﹁Ａ﹂﹁Ｉ﹂まではＡＩＤＭＡと
同じで﹁
︑Ｓ﹂は﹁ Search
︵検索︶﹂︑
︵ 行 動 ︶﹂︑
﹁Ｓ﹂
Action

﹁Ａ﹂は﹁

は﹁ Share
︵共有︶﹂を表して
おり︑インターネットが当た

AIDMA（アイドマ）の法則
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り前となった現代では︑特に若
者は﹁ＡＩＳＡＳ﹂に変化して

業。2010年：心理学検定1級取得。2011

多様な情報が渦巻くような環境条件下にお
いて、
その個人にとって重要だと認識された
情報のみを選択し、
それに注意を向ける認
知機能のこと。
店を数値化。数値化したデータをもとに店舗

プロになる? !
ション調査の責任者として、全国のパチンコ

売り場づくりの
年：認定心理士取得。現在は売り場プロモー

「選択的注意」
とは？
1983年岐阜県生まれ。中京大学大学院卒
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