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噴水効果

１円海についてです。店長が言
われていた噴水効果ですが、
ピーク海は満席の為、座れない
顧客は、１円の他の甘やミドル
マックスに座っています。ま
た、常連様からは早く来ないと
座れないという声もよく聴かれ
るようになりました。ありがた
いのは、常連のＢさんが、競合
Ｊ店より友達を連れてきてくれ
ています。

気にしてくれてありがと
う。顧客の来店時間を早め
る施策は、座れないからと
いう感情を植えつけるしか
ないですね。また、座れな
い顧客を４円海甘に引っ
張って行きたいと計画して
いますので、現在の顧客動
向をもっと分析したいと思
いますので、書き込み宜し
くお願いします（店長）

なるほど。なるほど。こりゃ凄い。
噴水効果をキャストに教えているということは本当に凄いです。顧客の来店
時間を早める策は、これが一番効果があります。販促（メール等）で煽るこ
とも考えられますが、あくまでもそれは顧客を「集客」しようという試みで
すが、この噴水効果は、顧客自らの意思で来店時間を早めようという感情が
動いています。つまり「来客」となります。
１円の海甘を昼の客付率が７０％～８０％のお店は、無理やり満席にしてし
まうと、勝手に１円の海以外のアマデジの客付が上がる様になったりしま
す。海の甘デジを打つお客様は、海以外の甘デジも打ちますので、海甘が満
席で座れなければ別の機種を必ず打ちます。
行列の出来ているラーメン屋さん。すでに口コミで「あのラーメン屋は毎日
行列ができている」という噂が広がっていることでしょう。行列に並ぶのが
嫌いな人は、「早い時間に来店しないと」という感情が働きます。面白いこ
とに一度昼に行列が出来始めると、だんだん早い時間も行列が出来始め、結
果的に１日中行列という事になってきます。
キャストの役割は、座れないお客様の声で「早くこないと座れない」という
声が上がってくるようになると稼動が確実に上がってきます。そして今回の
投稿のように、座れない顧客がどんな機種を打っているのかも投稿してあげ
ると、店長が営業戦略を作りやすくなります。キャストみんなで稼動を上げ
るためには、どしどし顧客の声を投稿してあげましょう！

宝くじ理論

最近急に座れなくなったな。と
いろいろなお客様に言われま
す。大たり回数も５０回超えの
台が毎日多く、店長の言われる
ように、毎日５０回以上の台が
２０台以上は出てますよね、と
顧客に聞くと、最近は凄いよ
ね。と皆さんおっしゃいます。
かなり自店の海甘は噂になって
いるとのことです。

顧客には洗脳させることが
一番です。あと７０回以上
も１台２台毎日出るように
なっているので、それもア
ピールして言ってもらえる
と助かります。ここまでの
良い噂になっているのは、
キャスト皆さんのアピール
力のおかげだと思っており
ます。どんどん自店の売り
を洗脳させていってくださ
い。みなさんＡ君と同じ意
見のお客様でもここに記入
してもらえると助かりま
す。宜しくお願いします。
（副店長）

なるほど。なるほど。こりゃ凄い。
これは宝くじ理論ですね。宝くじは、日本全国どこの売り場で購入しても、
１等が当たる確率は同じです。しかし、よく当たる売り場でどうしても購入
したくなってしまうのはなぜでしょうか？
東京の西銀座チャンスセンターは、２回に１回ぐらい１等が出ています。１
等がでると大きな垂れ幕で「１等５億円でました」と売り場に掲げます。
（完全に射幸心を煽っていますが）。つまりお客様からしてみたら、あそこ
は毎回１等が出ているというイメージになっている訳です。そのイメージが
あるから、みんな西銀座で宝くじを買うわけです。ちなみに西銀座チャンス
センターは約５００万枚の販売をしているそうで、１等の当たる確率は１０
００万分の１、つまり２回に１回は、この売り場から１等が出る計算です。
パチンコも同じで、沢山の大当たり回数が出るお店にお客様が行くのは当然
のことですね。結果をきちんと顧客に浸透させる。それが西銀座チャンスセ
ンターのように、顧客が洗脳させられていくのです。今回のキャスト投稿は
素晴らしく、よい結果をお客様に伝達した時に、お客様はどんな反応を示し
たのかも投稿してあげると、キャスト全員が参考になり、今後どのような言
い方が顧客にもっとも洗脳させやすいか企業としてのノウハウが出来上がる
と思います。キャスト力で業績をあげることが可能ですよね。

売り切れ御免

お客様から今日は来店ポイント
のイベントをやっているのかと
聞かれました。残念ながら景品
がなくなっていたので、その旨
をお伝えしてお詫びしました。
お客様はちょっとがっかりして
いましたが、仕方ないね、と
言っていました。本日売り切れ
御免のビラの効果は改めて凄い
ですね。次回は早く取りに来る
そうです。

今回第１０回目ですが、最
近は毎回１１時までに売切
れてしまうという驚異的な
結果ですね。前回仕入れ数
を増やしましょうか、とい
う案が出ましたが、実施回
数を増やした方が、来店動
機に繋がるのでそちらの方
向で考えて見てください。
（店長）

なるほど。なるほど。こりゃ凄い。
顧客に明示。世の中の来店ポイント交換会を行っているお店や、ポイントで
なくてもスイーツ入荷（玉販売）などをされていると思います。まずは顧客
の脳を解明することが先であることは間違いありません。まず顧客は、「い
つでも取れるだろう」と思っている方が大半です。お店側も入荷当日に売り
切れないと思っているでしょう！これでは、売れるものも売れなくなります
ね。目指すことは、必ず「当日完売」。この目標があるからこそ、今回の投
稿が生まれたわけです。そして、売り切れになった瞬間に、「売り切れ」と
いうビラを店内に張りまくる。まさしく天才のやり方です。どうして店内に
張りまくるのかというと、顧客の脳を変えないといけないので、「もう売り
切れちゃったよ」というイメージを持たせるわけです。勿論、１回ではダメ
です。これを３回４回続けると、顧客が反応しだします。顧客は「毎回すぐ
に売り切れちゃうんだ」「売り切れるぐらい人気なら買ってみようかな」と
いう感情が生まれます。このような行動喚起をしてあげる事が本当の商売で
すね。そして、仕入れは必ず売り切れる量の入荷が鍵です。「売り切れ」と
いうポップを張ることにより行動喚起に繋がります。例えばスイーツの美味
しさを一生懸命謳うよりも、効果は１００倍です。顧客も毎回楽しみになり
ます。限定だからこそ、それを取れたお客様はありがたみや優越感を得られ
るわけです。うまくいくと開店直後に、いつもすぐ売り切れちゃうホールも
発生してます。

スタッフが個客から聞き
取ったり、自分が行動した
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スタッフ・店長の記述に対しての
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スタッフ　売上ＵＰリピート行動事例集

これからの時代　スタッフも売上を上げる活動が当たり前です

個客を、必ずリピートさせ売上をあげる社員になろう

「確率接客」とは、「個客をリピートさせる為に、自らが個客の来店確率を管理し行動する。



ナンパ

またまた頭取りでナンパしてし
まいました。競合店で客数頭取
りを始めててすぐに、ジャグ
ラーを打っていたお客様がいき
なり席を立ち、「お前の店は、
ここより客はいるのか？出して
るのか？」と聞かれ、「私すぐ
に戻りますよ？一緒に行きま
しょ♪」と誘うと「わかった行
くで。先に行け」とおっしゃい
ました。頭取りを続けている
と、1パチを打っていたお客様
にも指を差され、「何しとるの
よ？」と。私がすかさず
「ちょっと～なんでここにいる
んですか？」と言うと笑ってい
ました。「一緒にうちの店に帰
りますよ？」と声をかけると、
「明日行くからね♪」と。頭取
りに行くと、大体毎回誰かに声
をかけられます。うちの店で遊
んで頂けるよう、これからもさ
りげなくナンパをしていこうと
思います。

凄すぎます!!!!脱帽です。Ｕ
さんが競合店で働いてなく
て良かった～。競合店の店
員さんに囲まれないように
だけ注意して下さいね(笑)。
私店長はたまに頭取りいっ
てもお客様＆従業員ににら
まれるだけです。うらやま
しいです。順調にＵさんの
ファンが増えているので、
これからもたくさんのお客
様を幸せにしていってあげ
てくださいね♪（店長）

なるほど。なるほど。こりゃ凄い。
お客様は、競合店に行ったり、自店に来たりしている人も多いでしょう。例
えば、皆様は自店の店内告知で、さまざまな告知をすると思いますが、来店
していない顧客にはまったく伝わっていない訳です。毎日来店されているお
客様に告知をしてもしなくても、来店されることでしょう。業績を伸ばすた
めには、競合店に行った顧客を取り返さなければお店の稼動は上がりませ
ん。
さて、最近では競合店の頭取り（人数調査）をなくしてしまったりしている
会社もあると思います。また、頭取りを、まだ入社の浅いキャストが頭取り
というケースが多いと思います。ここでのポイントは、何の為に頭取りに行
くのか？を考えなければなりません。単純に競合の客数統計を取るというの
も目的ですが、一番目的は、競合店に自店の常連様がいないのかの情報を取
得するというのが大目的です。どの機種にどの常連様がいるのかが把握でき
れば店長も戦略を練りやすくなります。また、もうひとつのポイントは、た
まにはベテラン（自店勤務が長いキャスト（アルバイトでもよし））に、競
合店調査に行ってもらうことが重要で、ベテランでないと、競合店に行って
も、過去自店顧客だったのかが分からないと思います。
最後に、例えば、もしあなたがパチンコＡ店に５年通う常連だったとしま
す。たまたまパチンコＢ店で遊技している時にＡ店のキャストに見られた
ら、ドキッとしますよね。内心は、「浮気しちゃってゴメンネ」と呟いてい
るはずです。人間は、ゲスにはなりたくないはずです。これが心理です。で
すので、競合店に毎日キャストが顔を出すということは、浮気防止の意味も
含まれてきます。ですので、単なる頭取りではなく、キャストは立派な営業
マンとしての位置づけであり、常連様を連れ戻してくれる効果もありますの
で、競合店頭取りの意味合いをもう一度議論して見ることをおすすめ致しま
す。いかにキャスト力で、自店稼動を上昇させられるのかを立証できると思
いますよ。（露骨にやりすぎると、競合店に指導されるのでご注意を!!)

自店新台顧客
調査

先日店長が言われていた、自店
新台について報告します。北斗
天翔５台ですが、初日１５時４
名着席。１９時３名着席。いず
れも常連・準常連でした。新規
や本当にたまにしかこないお客
様は座られていませんでした。
２日目１５時３名着席。１９時
３名着席で、初日同様常連・準
常連のみ。３日目１５時３名着
席、全部常連。１９時３名着席
（常連２名・流動１名）という
結果でした。

Ｂ君調査ありがとう。この
前のミーティングで、増客
していくには、常連様も大
事だが、新しい顧客が来な
いことには売上げは増えま
せん。店内の導入告知がい
けなかったのか、メールで
のアピールが薄かったの
か、このあたりはまたなん
なりとご意見ください。営
業の参考にします（店長）

なるほど。なるほど。こりゃ凄い。
集客するには、まずは自店の顧客を知る事が重要ですね。実はこの統計です
が、稼動が低いお店は、新台に常連様が多く遊技する傾向にあります。稼動
が高いお店は、流動層やヤングが多く座っている傾向にあります。つまり稼
動が低いお店は、店内移動でお客様が座っているだけで、全体の売上げが伸
びにくいです。稼動が高いお店は、流動層、つまり普段来られない方が多く
来店しますので、店内移動のお客様ではなく、増客できているということに
なります。この調査の凄いところは、増客するには、普段来店しないお客様
が来店しないことには増客にならないという考えのもとで行動できているこ
とです。店内移動では、増客になりません。総客数は同じです。ここに新台
をどのように、何台買えばいいのか、ヒントが隠されています。また、常連
しか座っていないようであれば、流動層に響くプロモーションが出来ていな
いということになります。ですので、今のプロモーションの仕方ではダメだ
ということが言えるでしょう！
新台が入ったら、１週間ぐらい新台にどんな人が遊技していたのか統計を
取って見ると、面白い結果も生まれてきますので、気になったキャストは、
自らの視点でいいので、上司への報告記入をしてあげましょう。

口コミの力

最近大当たりが一桁の台がなく
なってきたね。毎日設定入れて
いるのかな？と聞かれました。
確かに稼動が上がってきている
ので、お客様が遊戯している数
が多いだけかもしれませんが、
お客様の常連の中では、結構設
定を入れ始めたぞ、と噂になっ
ているみたいです。

９月からジャグ客付率が多
少はあがってきているの
で、常連の方々には、ダメ
な台が少なくなったという
感情が発生しているんです
ね。そう思ってくれている
うちに、ちょこっと全体の
ベースアップ（設定アッ
プ）でもしようかな！！良
い情報をありがとう。参考
になります（店長）

なるほど。なるほど。こりゃ凄い。
お店の一番の販促方法は、「口コミ」です。稼動が上昇した時にこそ、全
キャストに顧客の反応や噂などを投稿してもらうのは素晴らしいことです。
このホール様は、店長が人類王のＴＯＰ画面で常に、キャストへの指令を出
していて素晴らしいです。稼動が上昇している時こそ、どんな噂が顧客間で
広まっているのかを確認する事がもっとも重要です。稼動が上昇しているの
に、顧客間の噂が発生していないと、稼動は元に戻りやすい傾向にありま
す。人間は感情でしか行動をしません。顧客がお店の何かに顧客自身で気が
付いた時、そこから顧客はどんどんいろんな人に口コミをしだします。口コ
ミって本当に恐ろしいんです。逆に、稼動が落ちた時も、顧客の感情をキャ
ストに調査してもらうのが良いでしょう。つまり悪い噂が広まりだすと、も
のの見事に稼動は落ちます。顧客が悪い噂を広めていくんですよね。稼動が
落ちてもあまり悪い噂がないようなら、大丈夫です。安心してください。悪
い噂がある時こそ、それを払拭する営業戦術が必要です。さあ、将来の稼動
の上がる下がるはキャストが持っている顧客対話情報で決まります。現場の
第一線の力をいまこそ店長に見せつけてやりましょう。

顧客動向観察
（ジャグ）

若い人はいきなりジャグラーを
目当てで打つというよりも、Ａ
ＲＴ遊技後に、打っている人が
私の推測であると５０％ぐらい
いる気がします。その人たちは
面白いことに、大体が出ている
台や当日確率の少ないところに
座っていきます。今度その調査
を、全員でして見ます。高観察
すると面白いものですね。

顧客観察は面白いと思いま
す。このお願いは、私の営
業方法の参考にする為で、
顧客がどういう動きをして
いるのかを知る事が重要な
ので、毎日誰か担当に記録
していただいております。
設定を入れていて顧客の動
きが変わらないと設定を入
れている意味がなくなるの
で、皆さんの私感を思うま
まに毎日書いていただける
と助かります。安心してく
ださい。ちゃんと設定入っ
てます。（店長）

なるほど。なるほど。こりゃ凄い。
まず凄いのは、店長が自分の打ちたてた戦略をキャストに聞くところが凄
い。顧客は、設定の入れ方を変えると、じわりじわり稼動が落ちる傾向もま
れにあります。特にヤング層は、お店の設定の入れ方や法則を熟知していま
す。よく店長や設定をやる人が変わった場合、「店長変わった？」等と聞か
れたこともあると思います。それほど顧客はお店のことを、よく熟知してい
るのです。「あの店は愛称がいい」という言葉も仲間内で、そういう会話に
なっているのです。ですから、このお店の店長コメントも高設定を多く入れ
だしたが、稼動が思うように上がらないので、このようなお願いをキャスト
にしたそうです。店長は設定を入れれば粗利益が少なくなるのを承知で戦略
を打ち立てたはずです。薄利でやるのなら、多売しなければなりません。つ
まり稼動を上げないといけません。設定を入れだしているのに、顧客が反応
していなければそれは失敗ということになります。やっぱりキャストはよく
顧客の動きをみています。まずは顧客の流れというものを把握する事も重要
で、これらはキャストに聞くのが一番早いです。また、顧客の動きはお店に
よって本当に変わります。ジャグラーでもＡＲＴを打たずにそのままジャグ
ラーを打つ顧客が多い店もあったり、４円ミドルマックスを遊技している顧
客が、最後にジャグラーを打ち出したりとさまざまです。ですので、まず自
分のお店の顧客を知ることからはじめないといけないことは、どの商売をし
ても同じことが言えます。これによって設定の入れ方の法則は変わるはずで
す。ですので、顧客がどういう風に店内移動しているのかも、たまには記入
してあげると、店長喜びます。



即入会

会員募集ラウンドで、今日は１
５名の獲得が出来ました。本日
入会すると、地獄谷温泉の素が
もらえますので、どうですか？
のラウンドは効果が凄いありま
した。今までは、ただ入会して
ください。だけだったのです
が、先日の研修から皆で考えて
実施した効果がありました。

皆さん凄いですよ。１日１
ポイント２０円だから、当
日会員になれば２０円は差
し上げられるわけですから
ね。温泉の素企画は面白い
と思います。続々新企画お
願いします（店長）

なるほど。なるほど。こりゃ凄い。
入会当日も１ポイントもらえる訳ですから、２０円分の商品は無償提供でき
るわけですね。このお店、温泉の素は、初回入会者用専門景品であり、これ
をやりはじめたら会員獲得数が一気に伸びました。このネタ全国版に載せて
いいですか、と投稿店舗にお伺いしたところ、全然構わないよと快くお返事
を頂きました。さて、こんな話があります。募金活動をしている３０メート
ル先ぐらいで一輪のバラを無料でプレゼントしました。募金活動のところで
も、「募金した人にお花をプレゼントしています」と大きな声でアピールし
ました。３０メートル先で花をもらった顧客の募金率が非常に上がったとの
事です。ちょっといやらしい話かもしれませんが、つまり日本人は返報性の
法則を重んじています。もらったものは必ず返すという性質があります。律
儀なんですよね。ただで貰えると思うものは、貰うのも人間性です。この投
稿は初回限定の温泉の素がタダでもらえるという心理をうまく利用したもの
であると思います。タダで貰えるのだから何か返さなければいけない、つま
り会員入会に結びつけたわけです。会員入会をお願いしても、今なかなか入
会してもらえない時代になってきました。つまり顧客にメリットがないとい
うことですね。しかし我々も商売ですから、顧客会員情報を取得したいわけ
です。こんな方法もありますので是非参考にしてみてください。

ランクアップ

以前、いつも低パチの甘海をよ
く打たれてるお客様が高パチの
甘ギンパラを打たれており『め
ずらしいですね』と話すと『こ
の台よくわからない！でもあそ
こ座れないし！！こっちにも同
じのがあれば良いのに････。』
と言われておりました。

なるほどですね。1円海が満
席でご遊技出来ない時、4円
も同じラインナップだから
そちらで打つ⇒そういった
流れがもっと作れればいい
ですね。2月に新しい甘海が
登場するので、その際に参
考にします。4円甘海は1円
と違いダイナムさんとまだ
まだかなりの客数差があり
ますので、そういった部分
でも来年はしっかりと改善
していきます。

なるほど。なるほど。こりゃ凄い。
このお店様は、１円が昼満席になるそうですが、噴水効果をどこに期待する
かですね。この４円海甘に移動する顧客がいることも事実です。これをマー
ケティング上で「アップセル」といいます。アップセル（アップ＝上位商
品、セル＝売る）です。
電気屋で、パソコンを買いにきた顧客に、１ランク上のパソコンを買っても
らう。
ＪＴＢに海外旅行の申し込みに来た顧客に、オブションを沢山つけてもら
う。 これが商売です。

ここには、ハードルが２つあります。
１つめのハードル：買いたいと思うか？思わないか？
２つめのハードル：買えるか？買えないか？（懐事情による）
まずは、１番ハードルの買いたいと思わせる、欲しいと思わせる事がお店の
仕事です。
この１番をクリアすると、次は買えるか買えないか（金額にもよるでしょ
う）です。
１番ハードルをその顧客の脳内で、クリアしているようであったら、店員
は、アップセルを狙います。
お客さまに、パソコンの使いたい用途を聞きだし、
その用途なら、もう５０００円高くなりますが
「お客様は画像処理が多いそうなので、絶対にこちらにしたほうがいいで
す。もう全然速度が違いますから。」。
と進めるだけで、「コロっと」心が変わり約３０％の人は、上位ランクを買
うそうです。

ＪＴＢの人なら、せっかく海外で挙式をするなら、絶対にリムジンにしたほ
うがいいですよ。
２万円ほどかかりますが、こんな経験一生できないですし、思い出に残りま
すよ。
こちらも、お客様の心はコロッと変わるそうです。
顧客が買う気になっているところで、
さらなる悪魔のささやきがあれば、
多少の高額品も手を出すようになります。
ただし、顧客をその気にさせれていない状態で、商品を販売しても売れない
です。
マーケティング上では、「会話術」で売上げは伸びます。

ヤングの素行

常連様の○○様がジャグラーを
打っておられる時にお話しして
いました。「最近若い人がいま
せんが寂しいですね。」と言う
と、「あげだね～、でも若い人
がおらんといいは～。」と言っ
ておられました。常連様からす
ると、好きな台が選べたり伸び
伸びとホールでご遊技していた
ただけて良いのだな思いまし
た。

Ｔさん、書き込みありがと
う。やはりそうですか⁉ 若︎
い人は近くのリニューアル
店に遊びに行ってますか
ら。今を楽しんでもらって
下さい。（店長）

なるほど。なるほど、こりゃ凄い。
ヤング層は、血の気が多いですので、負け込めば打ち方も荒くなってきます
ね。さて、皆様は、このことから遊技環境はどのように考えていらっしゃい
ますか？この遊技環境ですがさまざまな統計があります。例えば２５０００
枚打込（終日遊技した場合約２５０００枚コインをスロット投入口に入れら
れる）の台の横の稼動が悪いということが立証されています。勿論粘るぐら
い打ち込んでいるのは、玉が出ているというのも少なからず関係あるのです
が、それよりもその台に座っているお客様の素行が良くないというのも大き
な要因とされています。打ち込み速度がとにかく速いので、隣に座るとやっ
ぱり気になるものです。このようなヤング層で素行が悪ければ注意もできま
すが、「打ち込み速度を緩めてくれ」とはさすがに言えませんね。ただ私た
ちに出来ることは、特にご年配のお客様が多いコーナーのヤング管理です。
あまりにもヤング層が増えてくると、ご年配のお客様が離反のもとになりま
す。ご年配のお客様の意見をきちっと吸い上げることにより、事前に離反回
避できることもありますので、ホール巡回の際には、このような視点をもっ
て巡回してみましょう！

店休

今日はお客様に店休の事を徹底
して説明しました。お客様から
は、店休中暇だとか競合は行き
たくないとか言うお話をして頂
きました。その他、どっか旅行
でもするのかというお客様が意
外に多かったです。お客様には
○月○日オープン予定なので宜
しくお願い致しますと声をかけ
ました。

勘違いをして、お店に対し
マイナスイメージを持って
しまうとせっかくの店休で
の準備期間等無駄になって
しまいます。しっかりお客
様に納得や店舗での施策を
伝えていきましょう！（Ａ
マネジャー）

なるほど。なるほど。こりゃ凄い
顧客の声はいろんなケースで拾えます。今回５日間のリニューアル店休が
あったそうで、事前にお客様にひとりひとり口頭でご説明したからこそ新た
なる発見が生まれたと思います。ＰＯＰ１枚で定休の案内をするよりも、相
当親切な対応です。このお店の合言葉をここに書かせて頂きますと「顧客の
納得」だそうです。常に合言葉としてあると、行動は必然的に変わるでしょ
う。顧客の理解を得るというのはビジネスとして当然の行為であります。意
外とおろそかにしちゃうところなんですよね。さて、今回競合には行かない
よ。というお客様が多数いたということで、これを統計とってみると、面白
い結果がでます。競合に行かない人＝あなたのお店だけの常連様。店休だか
らしか得られない情報もありますね。



特定日

お客様から、３の付く日はやっ
ているのかという質問を受けま
した。お客様には３の付く日も
やってますよ、と答えた所、本
当に？と言う感じの反応があり
ました。お客様の話によると、
一部のお客様の中に、「今日は
３の付く日だから行ってくる」
と仰る方がいるようです。

３の付く日に関して聞かれ
た時にだけ、お客様には
「そうですね。その日は多
くのお客様が多いときもあ
りますね」と案内をして下
さい。そしてその時に毎日
推している機種の案内をし
て下さい。３の日は、お客
様の入りが多いですが、そ
この日だけをお客様を集め
ても、他の日もいいイメー
ジを持ってもらわないとい
けないと考えます。でも、
当店の３の日も、皆さんの
おかげでかなり浸透され
ちゃってます。いつも皆さ
んの努力に感謝、感謝。
（店長）

なるほど。なるほど。こりゃ凄い。
事前に特売日だけをお客様に伝えすぎると、その日以外に来なくなるお客様
も多数いらっしゃいます。スーパーで火曜日卵１０円セールをやるとどうな
るか？つまり火曜日以外の日に卵は売れなくなります。だって毎週火曜日に
買えばいいんですからね。火曜日に１パック買えば１週間は持ちますよね。
さらに、重要な事は、ここからです。お店側の顧客を減らす施策がここから
始まります。それは、火曜日以外に卵が売れなくなり、廃棄する量が多くな
ります。すると、仕入れを減らすしかありません。仕入れを減らすとどうな
るのか？火曜日以外に普通に卵を買いに来た顧客が、この店はいつも卵が少
量しかない、と思い始めるでしょう。そのお客様からしたら、「この店は鮮
度が良くないから、他のお客様も、ここで卵を買わないのかな？」と、勝手
な妄想が始まります。その妄想は、他の食品にまで不信を抱く結果となり、
その顧客がそのお店から離反していきます。大切な事は、その日に来れない
お客様の事を考えること。そして、毎日来てくれるお客様の感情はどう思う
のか、考えて見ることです。繁盛店の法則は、エブリデイ繁盛です。特定日
ばかり推しすぎるとしっぺ返しを食らうこともありますので、全体的な施策
を考えた上で、特定日を推すようにしていかないといけないことは明確で
す。コメントされた店長、素晴らしい。（注意：特定日を行ってはいけない
ということではありませんので、ご注意くださいませ）

新規顧客
チェック

１円の牙狼を先週１５台入れた
意見です。店長からも、急に１
円客数が伸びているということ
で、３日間牙狼の統計を取って
見ました。２２日昼１５台中１
５台遊技　常連４名、準常連５
名、普段見かけない人６名　２
３日昼　１５台中１５名遊技
常連３名、準常連３名、普段見
かけない人９名　２４日昼　１
５台中１３台遊技　常連４名、
準常連４名、普段見かけない人
５名　という結果になりまし
た。店長の言うように、最近来
ていない若者が遊技していると
他のスタッフも言っておりま
す。新規顧客含めて多くの顧客
に、当店の牙狼大量導入が伝
わっているものと思われます。

Ｔ君本当にありがとう。競
合店をみても最高３台導入
の中、当店だけ１５台が普
段来られない方に伝わって
いそうですね。Ｆ主任が、
メール配信頑張ったから
なぁ～。普段来ない顧客が
来店しないと、業績はあが
らんからね。普段来ないよ
うなお客様を、集客させる
為の案があったら、みんな
もどしどし入力お願いしま
すね。常連様も大事にする
が、新規顧客をどんどん呼
び寄せたいね。みんな頼む
よぉ～。（店長）

なるほど。なるほど。こりゃ凄い。
まさにＰＤＣＡの真骨頂。プラン（計画）ドゥ（実行）チェック（確認）ア
クション（改善）。商売人の大半が、ＰＤで終わります。チェックという観
点になかなか行かないものです。どんな事でも「実行」をしたら、「確認」
というものが必要なんですよね。これによりアクション（改善）が出来るの
です。うまくいく会社の特徴はＣＡが非常に多く、尚且つ感覚での意見では
なく、必ず数値化をして確認をしています。さて、今回のケースでは、常連
様だけが新台を遊技していると、単なる別の機種からの店内移動ということ
になりますから、業績は上がらないことになりますね。チェックしてくれた
キャスト、ブラボーです。この会社様は、１年で地域４番店から２番店まで
上がっています。この会社のキャスト力、本当に半端ないです。私が、この
お店にいついっても脱帽の一言です。

顧客に接した
数こそ結果が
ついてくる

結構前に、店長に言われた、ま
ずは多くのお客さまと接しろ。
一人ひとりのお客様に対して話
し上手にならなくていい。まず
はいろいろなお客様に声がけだ
けでもいいんだよ。それだけで
結果は、後で分かるようにな
る。という事を永遠と実践して
いました。最近なんとなくです
が分かってきたのが、お客様か
ら話しかけてくれる人も増えま
したし、挨拶すると返してくれ
る人も多くなってきました。最
近結構仕事が楽しくなってきま
した。ありがとうございまし
た。

ん？そんな事言った気もす
るけど、飲み会の時だっ
け・・・。いつ言ったか忘
れてる。スマン。１回しか
会ったことない人と５０回
会ったことのある人。どち
らも挨拶する程度の関係だ
としても、信頼を得られる
のは５０回だということだ
ね。皆さんも１回しか会っ
たことない人に、いきなり
映画のチケット余ったから
買って欲しいと言われて
も、５０回の人に比べれば
買う率は低くなると思う。
人は、多く出会っている人
の事をだんだん気にしだす
から、お客様Ａさんに挨拶
すればするほど、そのＡさ
んは挨拶してくれた人の事
を、だんだん気にしだし、
Ｔ君の行動をパチンコしな
がらも、いろいろ見てもら
えるようになるんだよ。頑
張りは後で認められるよ。
頑張れーー。（店長）

なるほど。なるほど。こりゃ凄い。
こんなお話があります。「電話ＢＯＸに、見も知らぬ者同士が、何人入る事
ができるかの実験です」電話ＢＯＸに１０分間入り続けて、その後は休憩を
兼ねて、数時間、皆で会話もしてもらいました。休憩後、電話ＢＯＸに、初
回に入った人達にまた入ってもらいました」すると、あら不思議、前回入っ
たのに、今回は同じ人数が入らないのです。面白いものですね。実は、２回
目は、相手の事を気遣いながらＢＯＸに入った為です。初回は足を踏んだ
り、無理やり押し付けたりしてたのですが、数時間の会話の中で相手の素性
をいろいろ知ることにより、２回目は足をなるべく踏まないように等々、相
手への気遣いが生まれてしまった結果、電話ＢＯＸに入らなかったのです。
人は相手の事を知りだすと、気遣いが生まれます。都会の朝の通勤ラッシュ
電車。気遣いも何もなく大変な思いをされている方もいるでしょう。これ
は、相手の素性を全く知らないので、あれだけの人数が電車に入るのでしょ
う。実験はしていないですが、皆知り合い同士だったら、その電車に同じ人
数だけ乗れないということになりますね。今回の投稿は、こんな例を思い出
させてくれる素晴らしい取り組みだと思います。素晴らしい。

顧客の勝利法
則

本日、お客様とお話している時
に、「私はこのお店の出し方の
法則をだいたい知ってるんだよ
ね。」とおっしゃったので、
「教えてください」とお願いし
たら、店長には内緒よといいな
がら、朝開店前から並んでいる
若い子達が狙っている機種を狙
うのが結構いいんだよね」と
おっしゃってました。（準常連
様で、男性中年層）

あっ。このお客様賢いか
も。開店前に並んでいるヤ
ング層は情報が早いから、
いい機種をいち早く察知し
て狙いだすんですよね。い
い台ばかりそのヤング層に
狙い打ちされると、他のお
客様の印象が悪くなるの
で、私も苦戦してますよ
（笑）（店長）

なるほど。なるほど。こりゃ凄い。
顧客がどういう意図で来店している、どういう基準で台選びをしている。と
いう事を多数知ることから、店長の営業戦略作成が始まります。さて、店長
がおっしゃる通り開店から並んでいるヤング層は、出そうな情報というもの
を嗅ぎ付けるのが早く、日本全国の店長様は頭を悩ませていることだと思い
ます。毎日同じ顧客に出されていたら、お店の常連様は「あいつにばっかり
出しやがって」と心象が悪くなり、離反のもとになりやすいですね。ただ、
このような顧客は発信力が強い傾向にあります。集客の基本は「口コミ」で
す。口コミされていかない商品は、どんな販促をしても意味がなくなりま
す。このような顧客は発信力が強いので、どんどん拡散（いろんな人に広め
る）していってくれるというのも事実です。
ここからはホールキャストの皆様に、お願いなのですが、もし、毎日出して
いるようなヤング層がいたら、それは店長に教えてあげてください。店長も
対策を考えないといけません。そして、そういうようなヤング層も、店長の
戦略の一環としては必要なお客様なので、投稿のような情報をどんどん上げ
ていってくださいませ。よい顧客情報のアップは、店長のこれからの戦略に
大きく役立ちます。一番いいのは、朝の開店時に狙い撃ちするような顧客が
何人並んでいたかの統計を取っていくのも後で検証しやすくなります。


