年間全国１０００店舗以上のパチンコ店を︑︻伝達力︼という観点から調査を行う
と︑繁盛店の共通点の１つとして︑情報の
﹁伝え方︵切り口︶﹂
の上手さが見て取れ

頭に﹁ラーメン屋﹂とのみ告

ーメン屋がオープンして︑店

考えてみましょう︒新規のラ

は飲食店のプロモーションで

想像しやすいように︑まず

が︑ここに大きな落とし穴が

して頂けるような気がします

い方が大多数のお客様が反応

ということです︒絞り込まな

込まなければ誰も反応しない

ここで重要なことは︑絞り

集約すると︑当然内容量の多

のため︑それを１枚の広告に

目が必要となってきます︒そ

最低４つ以上の告知内容の項

とがポイントです︒ある大手

容量に変化させて運用するこ

留時間に適したメッセージ内

そのためには︑お客様の滞

いくことが大切になります︒

現在の２つの売り場プロモ
容量を取捨選択しています︒

類に区分して︑メッセージ内

株 式 会 社 プラスアルファ

野島崇範

リット﹂など︑概ね２項目程
度の情報が︑新台告知と同様
に同一化されたプロモーショ
ンとなっています︒
つまり︑お店の個性が完全

るため︑イベントの企画・立

が自店のイベント魅力を伝え
え︑売り場プロモーションの

ロモーションも同じように見

目線ではどのお店の売り場プ

takanori nojima

案が積極的に行われ︑それぞ
みではお店を選ぶ判断基準が

に消え失せてしまい︑お客様

れ特色のある売り場プロモー
限りなく少なくなります︒設
しかお店を選びづらく︑これ

置台数の規模の基準くらいで

受けてイベントが禁止になっ
では大型店に流れるのは必然

しかし︑広告規制の流れを
た途端︑なぜか独自の切り口
かもしれません︒

ションを構築していました︒

での売り場プロモーションも
姿を消しました︒

出しています︒極論を申し上

同じようなお店が商圏内に続

点から見ると︑広告規制以降︑

売り場プロモーションの観

お店が続出？

問題点①

題点を紐解いてみまょう︒

の売り場プロモーションの問

会員告知であれば︑新規会員

内でほぼ同一化しています︒

るものの︑打ち出し方は商圏

ってデザインテイストは異な

まれていて︑広告代理店によ

舗の告知物にも均一に盛り込

４項目程度の情報が︑どの店

率﹂・﹁機種特性﹂など︑概ね

台 の 実 物 写 真 ︶﹂・﹁ 大 当 り 確

に︑﹁新台入替日﹂・﹁筐体︵新

新台入替という広告タイトル

プロモーション傾向としては︑

スアルファ∞祭﹂など︑端的

た時は︑﹁８の付く日は︑プラ

らです︒イベントを実施でき

いものばかりになっているか

内容を説明しないと伝わらな

広告規制以降の全ての告知が

ものとなっています︒これは︑

お客様が内容を確認しづらい

が多く︑座った状態でないと

はメッセージ内容︵文字︶量

比較すると︑規制以降の広告

ョンを広告規制以前と以降で

複雑化した広告

げれば︑圧倒的多数のお店が︑
募集︵または︑貯玉会員募集

な内容で︑十分魅力が伝わり

問題点②

個性を失った勿体ない売り場
／カード会員募集など︶とい

ました︒しかし︑現在は前述

例えば︑現在︑新台告知の

の状態に陥っています︒
う広告タイトルに︑﹁入会金・

した通り︑新台告知であれば

商圏内に類似した

さらに︑売り場プロモーシ

広告規制以前のイベント実
年 会 費 無 料 ﹂﹁ 複 数 の 会 員 メ

を実施しています︒

売り場の２つの
問題点

施が可能だった際は︑各店舗

﹁景品のご案内 ﹇モンドセレ

②ＪＣ／ＭＣ告知

ＯＰ５ バウムクーヘン 小麦

お客様の強烈な反応につな

一言でまとめる
キ ーワー ド 転 換 法

﹁景品のご案内

がる線プロモーションを実践

１２１週Ｔ

ＯＰ５﹇バウムクーヘン﹈
﹇４

粉・卵・ハチミツ・砂糖 …
四
国の素材がぎっしり詰まった

するためには︑伝えたいこと

円ス

バウムクーヘン ﹇外はサクッ

枚﹈﹂

円パチンコ２００玉・

！中はふんわりの新食感！﹈

ロット

枚﹂

ば︑景品告知を最大化するた

つまり︑伝えたいことを︑

この繁盛店では︑１箇所で

スロット

４円パチンコ２００玉・

を一言でまとめることがポイ

←
１２１週Ｔ

③休憩スペース告知
﹁景品のご案内

ＯＰ５ バウムクーヘン ﹇小

の短い場所のプロモーション

その内容と連動したキーワー

めに︑
﹁ランキング﹂という一

展開は目に留まるようなキー

ドに変換することで︑無意識

すべてを伝え切るプロモーシ

ワード︵ワンワード︶で興味

に絞り込んだ売り場プロモー

言にまとめられます︒
４円パ

を喚起して︑それぞれの滞留

ションが簡単に具現化できま

ョン展開ではなく︑滞留時間
円スロッ

時間の異なる場所に連動させ

す︒現在実施しているプロモ

麦粉・卵・ハチミツ・砂糖 …
﹈
﹇四国の素材がぎっしり詰まっ
た﹈バウムクーヘン
チンコ２００玉・
枚﹂

ントです︒上記の事例で言え

円

クション受賞﹈ １２１週Ｔ

←

ます ︒今 回は︑その﹁ 切り口﹂を ︑誰 で も 簡 単に具 現 化 で きる極 意 をお伝 えしま
す︒
ポイントは︑
極限まで絞り込むこと︒

のだし使用﹂など︑極限に絞
り込めば込むほど︑特定のお

知されていれば︑あなたはそ
あります︒実はパチンコ店で

客様の反応につながります︒

のラーメン屋に入りますか？
も同様の現象が起きています︒

絞り込めば︑お客様の
反応が高まる

恐らく︑多くの方が入店する
つまり︑絞り切れていないた
め︑同一化した売り場プロモ

のを躊躇するはずです︒で は ︑
﹁ ラ ー メ ン 屋 ﹂＋﹁ 醤 油 ラーメ
その絞り方の手法をお伝え

ーションとなっています︒

さらに︑その２つの情報以外
する前に︑現在のパチンコ店

ン﹂ではどうでしょうか？
に﹁幻の醤油使用﹂＋﹁ 種類

い︑複雑化したプロモーショ
チェーン店の繁盛店では︑滞
留時間を︽①風除室↓②ＪＣ

ンとなってしまいます︒
／ＭＣ︵計数機︶↓③休憩スペ

ーションの問題点を解決する
例えば︑次のように停留時

ース↓④トイレ個室︾の４種

ためには︑発想の転換が必要
間が伸びるに連れて青文字の

点プロモーションから
線プロモーション

不可欠です︒今までは１枚の
メッセージが追加されます︒

ト

←

て︑徐々にメッセージ内容量

ーションを︑お客様に響く面

20
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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
回

④トイレ個室告知

が増加する線プロモーション

奮闘中。

白いキーワードに変換できな

修・セミナーを受講。現在、
「伝達力」
を踏まえ

として売り場を構築していま

た売り場づくりの第一人者として現場で日々

いか探してみてください︒そ

講師依頼が殺到し、2013年の1年間で、の

す︒通常︑ほとんどのお店の

べ10,000名を超える経営幹部の方々が研

のキーワードを起点に売り場

象に研修・セミナーを実施。広告規制以降は、

景品告知はこの繁盛店のトイ

の売り場法則を数値化。現在、
その売り場づ

を作れば︑自店の個性がでた

くりの法則に基づき、全国のパチンコ店を対

レ個室告知の展開のみですが︑

1,000店舗以上、
「伝達力」
という売り場プロ

売り場プロモーションとなり

モーションの切り口で調査。
その結果、繁盛店

同店では景品告知を﹁ランキ

業。全国のパチンコ店を2008年から毎年

ます︒

1983年三重県生まれ。北海道教育大学卒

告知物ですべてを完結するこ

20

ング﹂に絞り込んで告知運用

のじま たかのり

40枚
円
20
スロット

20

40
小麦粉・卵・ハチミツ・砂糖…
「◯×バウムクーヘン」

200玉
4円

4円

四国の素材がぎっしり詰まったバウムクーヘン

外はサクッ！
中はふんわりの新食感！

パチンコ

40枚
円
20
スロット

200玉
パチンコ

③【休憩スペース告知】
④【トイレ個室告知】

滞留時間3秒以下の場所
中間値
（1）
の場所

40

小麦粉・卵・ハチミツ・砂糖…
四国の素材がぎっしり詰まった

①風除室告知

121週 TOP5
「◯×バウムクーヘン」

とができましたが︑今後は１

モンドセレクション受賞

﹁景品のご案内１２１週ＴＯ

4円

May.2014
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賞品のご案内

枚の告知物で完結させず︑２

賞品のご案内

Mail:nojima@hpa.co.jp
●株式会社プラスアルファ URL:http://www.hpa.co.jp

2
皆様、
こんにちは！
本日もご来店
ありがとうございます！
今回紹介する賞品はこちら！

10

121週
TOP5
「◯×バウムクーヘン」

賞品のご案内

Ｐ５﹂

※本事例は実例を基にイラスト化しています。

枚以上の告知物を連動させて

ある繁盛店のプロモーション例

40

第

賞品のご案内

121週 TOP5 バウムクーヘン

！？

121週 TOP5

皆様、
こんにちは！
本日もご来店ありがとうございます！

40枚
円
20
スロット

200玉
パチンコ

①【風除室告知】
②【JC/MC告知】

中間値
（2）
の場所
滞留時間1分以上の場所

連 載

〝 キ ラ リ 〟と 輝 く 販 促の極 意

販促プロモーション

