販促プロモーション

あなたの売り場︑
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失敗しない売り場プロモーション
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新 型コロナ ウ イルス時 代 ︑従 来 の 正しいと 言 わ れ ていた 集 客 手 法が激 変し ていま す ︒業 績 回 復 を 狙 う の

危険です︒なぜなら︑自助努
力なく︑集客を天運に任せる

様がパチンコ店にどの程度戻
営業計画を組み立てるべきで

以上は伸びない！

さなくてはいけないのは︑地

しかし︑そろそろ結論を出
すことに注力する必要があり

こそ︑真剣に業績回復を目指

業は成り立ちません︒だから

％

ました︒
例えば︑私は飲食業界でも
お手伝いさせて頂いておりま
すが︑ほとんどの会社が﹁野
島さん︑秋なので栗を使った
新商品のデザートを試作しま
した︒試食お願いします︒Ｐ
あっ︑後︑ポイントカ

ＯＰはこんな感じで良いです
か？
ード作ったので︑このデザイ
ンも確認お願いします！﹂と
いうように︑現場は必死で業
績を上げるための努力をして
います︒しかし︑これでは売
上は上がりません︒一連の流
れは︑何が問題なのでしょう

たものを︑週次の予実管理に

営業予算を月次で管理してい

る企業はあります︒例えば︑

発信の在り方について考えて

行い︑新型コロナ時代の情報

であるため︑売上の再定義を

場プロモーションが専売特許
３構造とは︑次の３つです︒

考えていないことです︒売上

それは︑売上３構造を

切り替えて︑流動的な営業管
みます︒まず︑従来の売上を

か？

理体制に変化させて︑従来の
上げるための売上３構造につ

つの要素とは？

／⑵客単価の向上／⑶来
店回数の向上

鳥貴族の
失敗から学ぶ
﹁商品単価を上げることも︑

突入するまで︑売上を上げる

かし︑商品単価は机上の空論

とおっしゃる方がいます︒し

売上を上げるポイントです！﹂

ためには︑３つの要素を極め

です︒商品単価向上を狙い︑

新型コロナウイルス時代に

︻正解︼⑴新規顧客の獲得

既成概念に囚われずに︑過去
いて考えてみましょう︒

進んでいます︒週次予算での
営業に今まで取り組んだこと
がないため︑店長を含め経営
幹部の方々は寝る時間を惜し
んで︑悩み模索しながら大改
革に取り組んでいるそうです︒
今回︑業績回復を目指すひ
ることが重要だと言われてい

って来ていないからだ！

が分からず︑まだお客様が戻

焦りました︒その当時は理由

て失敗に終わりました︒正直

７月に客単価向上の施策が全

させて頂く店舗で︑６月また

スが蔓延する現在︑私が支援

しかし︑新型コロナウイル

加に繋がっていました︒

組みの強化が確実に売上の増

では推進しており︑その取り

ロモーションの強化を︑弊社

また３機種目にご遊技頂くプ

より一層︑財布の紐がしまり︑

経済状況が不透明であるため︑

などのニュースが出ており︑

賞与がゼロまたは減額される

嫌がることと︑さらに︑冬の

時間のパチンコ店への滞在を

はありません︒そのため︑長

く警戒心や恐怖心がない訳で

しゃるから︑新型コロナに全

づらい︒パチンコ店にいらっ

コロナ時代︑客滞留率は伸び

理由は２つ︒心理的に︑新型

て︑客単価が上がらなかった

てはいけない土俵です︒そし

い︵ ※
ポスター事例参照︶︒
次回は︑来店回数の向上の

ならない理由を作ってくださ

以降に必ずご来店しなければ

た貯メダルをして頂き︑翌日

技延長の促進を行い︑貯玉ま

技延長ができるエリアは︑遊

をお勧めします︒例えば︑遊

店頂ける施策を強化すること

たお金を握りしめ︑またご来

お店で勝ったなら︑その勝っ

可能性が高いです︒あなたの

るため︑短期来店して頂ける

来店時のご遊技の軍資金があ

ルを獲得したお客様は︑次回

と
結論付け︑外販プロモーショ

追加投資して頂けなくなりま

大当たりによって玉またメダ

客様に対する施策が重要です︒

特に︑勝った可能性の高いお

のこの一択しかありません︒

には︑極論﹁来店回数の向上﹂

復を狙い︑売上を上げるため

えるべきです︒現在︑業績回

デルが通用しなくなったと捉

そのため︑売上３構造のモ

とつの提言として︑私は売り

頭の下がる思いです！

︽問題︾ 売上を上げる３

の成功体験を自ら壊して突き

で あ れば︑過 去の成 功 体 験 を 捨 て ︑未 来へ一歩 ︑踏み出しませんか？

現在︑戻り率が６割だ！
７割だ！
思考になっているからです︒

など︑新型コロナ

ウイルスによる全国緊急事態
戻り率は

ってきているのかという話を︑
す︒単純計算︑毎月売上が

％が上限で︑それ

宣言が解除されてから︑お客

ご支援先の企業様から打ち合
％下がります︒これでは︑営

と思って

わせの度にお伺いします︒

域１番店以外のお店は︑戻り
ます︒

ということです︒

率が１００％になることはな
い！
新型コロナウイルスが収束
既に業績回復を目指してい

過去の成功体験を
壊して進む

ると盲目的に信じることは︑

ても︑売上は回復しないこと

して︑戻り率が１００％にな

業績を低迷させた鳥貴族︒ず
は想像できるはずです︒
話は戻りますが︑売上を上

っと業績好調だった鳥貴族と
いう居酒屋チェーンが２０１
げるためには︑たった３つの
ことを徹底すれば良いだけで

月に︑﹁全品税別で２８

７年
０円﹂を﹁全品税別２９８円﹂
す︒
先程︑事例に挙げた飲食店

に値上げしました︒たった
円の値上げです︒しかし︑こ
では︑デザートの新商品開発

％ＯＦＦのお得感

す︒つまり︑同時に行えれば︑

単価を下げる活動をしていま

ら︑来店回数を狙うため︑客

客単価を上げる活動をしなが

しかし︑冷静に考えれば︑

向上も狙いました︒

を打ち出して︑⑶来店回数の

会計から

５ポイント貯まれば︑次回お

い︑さらにポイントカードで

を行い︑⑵客単価の向上を狙

こから業績悪化が止まりませ
んでした︒

19.1月
18.1月
80%
17.8月 10月

客単価は上がらず︑売上は上
がらないです︒そして︑

ＯＦＦだけで次回ご来店頂け
る客数は未知数です︒そのた

ンを強化して︑休眠顧客や新

なたの売り場、太って

め︑従来は︑巨大資本を持た

した︒

場づくりを目指してい

施策をより一層深堀します︒

規顧客の開拓に広告予算を振

る。売り場の書籍「あ

ない地域２番店以降は︑確実

増客につながる売り

商品単価を上げれば︑理論

共同研究を開始して、
より一層お客様立場の

り分けました︒しかし︑広告
費だけが垂れ流れ︑一切成果
に繋がりませんでした︒そう

山学院大学 経営学部 教授）
の指導のもと、

に売上を上げるためには︑⑵
客単価の向上を狙うことがプ
ロモーションの定石でした︒

そもそも︑ランチェ

「売り場プロモーションの定量化（数値化）」
の

的には売上は上がります︒し
かし︑実体経済はそんなに都
合よく回りません︒パチンコ

です！
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店も商品単価を上げるなら︑

スター戦略で捉えると︑新規

て、科学的に売り場の支援を実施。16年から

85%

１円パチンコを全台４円パチ

顧客の獲得は地域１番店だけ

要性を、支援先ホールの全スタッフと共有。
ま

20
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売上３構造モデルが
通用しない

た、売り場ランチェスター戦略の第一人者とし

第

今︑僕らは何をしなければ
ならないのか？

回

に許された取り組みであり︑

分析に基づき、
お客様立場の徹底と継続の重

95%

ンコに変えれば︑商品単価は

全国のパチンコホールを年間1,000店舗以上
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パチンコ店でも同様で︑客

見つけ出し
「伝達力」
と定義。
「伝達力」
調査の

100%

上がり︑売上は上がるはずで

いませんか？」
を発売。
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調査し、
その中から繁盛店に共通する法則を
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鳥貴族（17年８月〜19年４月）売上・客数・客単価の推移

来店回数の向上につながる施策を
強化させることが重要に。
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