
ふたばモータース様向けご提案資料

ご提案サンプル
※実在の企業ではありません



基本
価値

周辺
価値

情報
価値

集客力アップのカギ

整備技術・知識

接客スタイルや
店舗デザイン

店主の「思い」を明確に示すこと



ご提案の流れ

• ふたばモータース様の強み、弱みの分析

• ターゲット

• 実行プラン



出張でタイヤ交換してくれる親切さ

最大の魅力！！！

１．ふたばモータース様の強みと弱み

丁寧な（誠実さを感じる）対応

ふたばモータース様の集客アップにおいて
最も核となる要素

「B町」にあること
プラス

強みを活かす！



ネック（弱み）

１．ふたばモータース様の強みと弱み

「B町」にあること

開店して1年半と知名度が薄いこと

強みとなるもの（整備等）が明確で無い

・お客様にまず知っていただく
・また頼みたいというサービスメニューを考える

弱みを克服する！



Yahoo知恵袋
信頼できる工場は修理に自信が無い時は必ず”様
子を観て下さい代金はそれからでいいですよ”と
言います プロとして直っていなければ代金をとら
ない方向の考えです

いい整備工場、悪い整備工場
皆さんは自分の愛車を点検や修理で預ける際にどのような基準で自動車整備工場を決めていますか？
安いから、という理由で安直に決めてしまっては大変危険です。
今回はいい整備工場と悪い整備工場の見分け方をご紹介するので、ぜひ今後の参考としてみて下さい。
やはり一番見分けが付けやすいのは見積もり時です。いい整備工場は見積もり時から親切で丁寧です。
これは車業界だけではなく他の業界にも言える事ですが、最初の見積もりを疎かにする会社はあまりオススメできません。
逆にこちらとコミュニケーションを取りながら要望や希望を聞いてくれる整備工場はいい整備工場です。
こちらの質問に答えられるということはそれだけ車に対する知識や経験が豊富だということですし、お客を大事にするということ
はそれだけサポートやフォローが厚いということだからです。
また昔ながらの見積もりをしない工場もありますが、支払い時のトラブルを避けるためにも出来るだけ見積もりがある工場に頼ん
だ方がいいでしょう。

車の車検徹底解説
良い整備工場のチェックポイント！
良い整備工場かどうか見極めるポイントは以下です。
フロントやピットでの接客態度が良い

お客さんへの接客態度は、会社体質や社員教育が行き届いているかどうかを表します。
フロントやピットが整理整頓されている

フロントやピットは、書類や工具なんかで散らかりがちですが、きちんと整理整頓されていないと良い整備もできません。
掃除が行き届いている

整備工場の意識の高さが伺えます。
メカニックの清潔感

メカニック(整備士)は基本ツナギを着ていますが、ツナギのままお客さんの車に乗ることもあるため、きちんと洗濯されて
いて清潔なものである必要があります。

工場の外装や内装の質
ボロボロで殺風景な工場より、綺麗でお金をかけているような工場の方が、設備や人材の質も良い傾向にあります。

カーループ
良いアドバイスをしてくれる信頼できるフロントマン、設備の充実、信頼で
きる技術、しっかりした保証がある。これらの要素が揃っていてこそ、良い
自動車整備工場と言えます。自動車整備工場というと働いている人が頑固か
もしれないと思っている人もいますが、話をしてみると良い人がほとんどで
す。まずそこがどういう自動車整備工場なのか、評判を聞いてみるのも良い
かもしれませんね。

参考 良い整備工場とは？ 「いい整備工場」「整備工場＿選び方」で検索

「様子を見てください。代金はそれからでいいですよ」＝しっかりした保証

見積をきちんと出す

清潔

整理整頓 信頼できる技術



2．ターゲット （1）「B町」という立地

●B町役場

●道草館

至天人峡

クラフト街道

キャンモア

旭山動物園

ゴルフ場

お住まいの方
・農家さん
・もともとお住まいの方
・新しく引っ越してきた方
（新しく出来た住宅地へ）

・カフェ等ショップ経営の方

既存の住民の方

住み始めて年数
の浅い方

生活環境
農業が主産業であったが近年は、
おしゃれなカフェなどが増え、
「第２の美瑛」のような観光地
“訪れる所”になりつつある



・こだわりの注文住宅に住んでいる
・東川町の「子育て支援」に魅力を感じて移住した
・東川の「水」や「空気」などの環境に魅力を感じて移住した
・仕事は東川ではなく旭川へ通っている方もいる

住み始めて年数の浅い方

利便性よりも環境を重視している

車は日常の必需品
定期点検や、オイル交換、タイヤ交換だけでも遠く（旭川市内）の工場
に足を運ばなくてはならず、それだけで休日を潰してしまう！！

「わざわざ行かなくてもいい」
サービスを提供する！！

まずは、便利なサービスでお店を知ってもらう！

考え方・嗜好
（マインドセッティング）

30代～４０代ファミリー層ターゲット層

2．ターゲット （２）ニーズ（求めているもの）分析

時間の節約をアピール！



参考 B町にあるガソリンスタンド、整備工場

「YAHOOロコ」「iタウンページ」、キーワードなどで検索

「B町＿整備工場」 ４件
・◯田商会
・□西自動車整備工場
・㈱△井モータース
・B町農協整備工場
※ふたばモータースは10ページ目まで
検索しましたがヒットせず

「B町＿ガソリンスタンド」 ４件
・ホクレンSS／JA B町
・ B町石油
・ B町ツバメ石油㈲
・コスモ石油B町給油所

農協以外はB町のオフィシャル観光案内サイトの施設に登録あり
しかし、サービス内容などの分かる記載なし（ホームページ等もなし）

サービスをアピールできれば
競合整備工場との差別化可能！！

「B町＿自動車＿修理」 ６件
・㈱◯モータース
・△田商会
・□尾タイヤ商会㈱
・中□西自動車整備工場
・カマ◯スポーツ
・ふたばモータース

「B町＿車検」 ４件
・㈱◯井モータース
・□田商会
・△◯エンタープライス
・□西自動車整備工場
・カマ◯スポーツ
・ふたばモータース



参考 A市周辺の修理工場（ホームページを持っている）

Google「 A市 修理工場」「 A市＿自動車整備」で検索
10件ヒットせず。。ほとんどiタウンページや
カーセンサーの情報頼み

情報発信してサービスを知ってもらう！

http://goodkeyword.net/

Google「 A市 車検」で検索
ピットオフ、オートバックス、イエローハット、メカドック、タイヤ館、コックピット
アップル車検、ミスタータイヤマン などの大手チェーン店の情報
（ホームページ)が多数ヒットしました

大手の整備サービス店はホームページが充実しているが
個人の店舗の情報発信は少ない！！



・車検・定期点検・オイル交換・タイヤ交換・不具合修理など。。

基本のサービスをいかに魅力的にアピールするか？

出張サービスで利用してもらう
まず
は。。

・夜でも自宅に伺って代車と交換し、翌日また夜車を持ってきてくれる
・自宅でタイヤ交換ができる
・事前に予約すれば仕事前に、代車と交換して仕事に行ける
（朝早くてもOK）等等。。

お店に来てみたいと思ってもらう
つぎ
に。。

サービス
内容

・来てみたいと思われるお店のサービス
・雰囲気

2．ターゲット
（３）アピールポイント（サービス内容を分かりやすく説明する）

サービスの内容については、要検討！！



3．実行プラン (1)お店とサービスを知ってもらう

お客様の自宅に出向いてできること
・タイヤ交換

出張サービスの周知徹底

いかに便利かを知ってもらうには、どうすればいいか？

お預かりしてすること（代車サービス）
・オイル交換
・定期点検
・車検
・修理全般今も行っているサービスなので

実行可能

② サービス
メニューが分かる
チラシ作成・配布

シナジーデザイン調査結果

・ネットで整備工場様へ車検の見積もりをしたことのある方
のみが対象・サンプル数は973件・約2年間に渡る調査結果

30代40代の
アピールに効果的！

30代

40代

①オンライン活用
（Web制作）



① Web活用 ホームページ制作のご提案
ホームページを持っていることの効果

確実に直接的な集客に結びつくわけではありませんが、
チラシを見たお客様が
「ここどこにあるの？」「どんなお店なんだろう？」と思ったときに

実店舗に行く前に分かるお店の顔
スマートフォンなど手軽に検索できるようになった現在において、

必要最低限のアイテム

・サービス内容がわかるもの・お店の雰囲気が伝わるもの

お店に行ってみよう！！と思える雰囲気のもの

内容

サンプル

メニュー

オーナー紹介

近隣風景

コラム

コンテンツ

パンフレットがわり 口コミ・紹介の受け皿 信用度UP 「続きはWebで」のチラシ効果

サービスメニューを
知らせる

「あのお店いいらしいよ」
と聞いた方が確認できる

「日本自動車整備
振興連合会」加盟
店などをアピール

できる

チラシに書ききれなかった内容
「お客様の声」「オーナーの思い」
などをより詳しいことを伝えられる



１、全てページの目立つ場所に住所と電話番号を明記する。
２、全てのページに地図を表示する。
３、掲載するメニュー（車検・鈑金など）を絞る。
４、会社の外観画像を目に付きやすいところに掲載する。
５、問合せ・見積もりフォームを設置する。

① Web活用 ホームページ内容

ページ構成（基本構成）
１，トップページ
２，車検
３，点検、整備、修理
４,会社概要、お問い合わせ（見積もり含む）
5,※フリーページ（オーナーの思いや
趣味のページなど）（すべてのページに地図を張る）

イメージサンプル
http://dekiteru.jp/

月々の維持費用無料も可能ですが、
ドメイン取得（.com 別途月600円程度）をおすすめします。
ドメイン取得のメリット（ドメインとはWebサイトの住所の「○○.com」の部分こと）
１．サイトの信頼性がアップする
有料で取得するドメインは無尽蔵に作ることができるものとは違いお金をかけて管理している
いう一定の信頼性を得られます。
２．短いURL（ホームページのアドレスのこと）が作れる
短いURLというのはサイトを紹介してもらう時などにとても有利です。
３．検索してもらいやすくなる（SEO対策に有利）
GoogleやYahooなどの検索エンジンで検索してもらいやすくなります。



② チラシの配布 配布場所
配布地域
・新しくできた住宅地の住宅 →ポスト投函
・道草館
・市役所、公民館などの施設 チラシ設置を交渉
・保育園（預けているお母さんは、旭川で働いている場合も多く需要見込める）

プラスαのご提案 １

・△スキー場スキープラン

・ゴルフ場プラン

・B町カフェ巡りプラン

スキーしながら、ゴルフしながら、
カフェ回りながら。。の
ながらでできるプランの提供
（それぞれの施設へチラシを置いてい
いか交渉）

「B町」という立地を活かす！！ 町外のお客様も獲得！！

プラスαのご提案 ２

東A市、◯山など近郊の
A市のアパート
（交換したタイヤをベランダなどに
しか置くことができない住宅）

タイヤ交換と、タイヤ預かりを
セットプランにする
リピートの集客ができます！

プラスαのご提案 3
他企業様との連携 大◯企画様（農業ｸﾞｯｽﾞ販売、ｲﾍﾞﾝﾄ企画）

のご協力による顧客獲得



② チラシの配布 内容

イメージサンプルhttp://www.sp-
fan.com/seibi/syaken_tirashi/index.html

整備内容などをわかりやすく
記載するのはもちろん、出張
サービスもアピールできるよ
うな内容



B町のオフィシャル観光案内サイト
B町エコツーリズム推進協議会

東川町役場ホームページ

B町観光協会facebook
など。。

キャンモアスキービレッジ

東川町

◯△カントリークラブ



参考：競合社との価格

チラシや、ホームページなどで他社の価格を調査することで、
サービスの相場や、適正価格が分かります。

表などを作って日々記入すると便利です



基本

価値

周辺

価値

情報

価値

整備技術・知識

接客スタイルや
店舗デザイン

と、ここまでは、
集客アップのご提案でしたが

・接客スタイルをより向上させるには

・店舗の改善点は



日本政策金融公庫

・接客スタイルをより向上させるには

常に笑顔を忘れずに！

参考 飲食店 接客について実践していること

3-(2)①接客スタイル



女性視点なトイレとは？

ＴＯＴＯが２０～６０代の男女２０００人を対
象に実施したアンケート調査では「飲食店のト
イレが汚いとどのように感じるか」という質問
に対して、全体の８２．３％が「お店のイメー
ジが悪くなる」と答えた。
さらに５６．６％が「料理や雰囲気のレベルが
同じなら他の店に行こうと思う」と回答。
女性の６８．５％は、男性の使用後に上がった
便座を手で下げることを不快に感じている。

3-(2)②店舗の改善点

トイレが不満で利用を

やめたことがありますか？

ある49.4％ない50.6%

トイレの印象がいいと？

お店のイメージが
かなり上がる

84％

少しは上がる
15％ 変わらない1％

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00%100.00%

汚かった

臭かった

狭い

男女共用

場所わからなかった

荷物をかけるフックない
不満を感じたこと



トイレを美しく保ちましょう

・ 常に清潔にする

・ 無造作に予備の

トイレットペーパーを置かない

・ 便座が上がっていたら戻す

(できるかぎりチェックする）

・ 余計なチラシなどは置かない

ちょっとした気配りが
お店の雰囲気に反映されます
女性ドライバーも来やすい

雰囲気づくり！

3-(2)②店舗の改善点



ちょっとした気配りや丁寧さがポイント

明るい店内
まずは、店内を清潔にして明るくしましょう。
入りやすいお店の必条件です

車雑誌以外の雑誌
ファッション雑誌などは流行があり買い替えが必要ですが、
「スロウ」などの観光地マップは何年置いたままでもＯＫなのでお勧
めです。オーナー様の世界観がわかるような雑誌もお勧めです。

ドリンクメニュー
種類は少なくても構いません。
お客様に選んでいただけることが肝心です

3-(2)②店舗の改善点など

おしらせ・お礼状はがき
車検、オイル交換、点検などのお知らせのはがきや
車検後の「その後の具合はいかがでしょうか（アフターフォロー）」
などのはがき



日程

①実行プランご提案
お客様の声をお聞きし
そこから、分析します

②プラン実行

③中間確認
反響確認をして実行プランの

改善点を見つけます

1ヶ月

2ヶ月

3ヶ月

4ヶ月

5ヶ月

6ヶ月

7ヶ月
Plan

Do

Check

Action

④改善プラン実行

Check⑤プラン検証

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ･ﾁﾗｼ制作

3ヶ月ごとに効果を確認し
次へのアクションにつなげていきます。



ご清覧ありがとうございました


