
Futaba工房様ご提案背景

2012年9月オープンし、カフェ部門の集客は順調に推移して

きたものの、オーナー自身の調理や接客の重労働、従業員へ

の教育の難しさ、収益性の低さからカフェ部門よりも、より

収益性の高いケーキ、焼き菓子の物販に力を入れたいとの思

いを持たれていました。

しかしながら、ケーキ、焼き菓子の物販の売上はカフェ部門

と比べ低く「何か策を考えたい」というご相談を頂きました。

そこで、本提案ではケーキ、焼き菓子の物販により力を入れ
集客を高め、売上を上げる為のご提案を重点的に行いました。



Futaba工房様向けご提案資料



基本
価値

周辺
価値

情報
価値

集客力アップのカギ

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

料理そのもの
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ご提案の流れ

 Futaba工房様の強み、弱みの分析

 ○□市におけるスイーツ産業の動向

 実行プラン
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なんと言っても美味しいスイーツ

最大の魅力！！！

１．Futaba工房様の強みと弱み

オーナーと従業員皆さんの明るいお人柄

Futaba工房様の集客アップにおいて
最も核となる要素

居心地のいい空間

などなど。。

3



ネック（弱み）

１．Futaba工房様の強みと弱み

お店の総合的なイメージが
固まっていないこと

まだまだ知名度が薄いこと

お客様に
「Futaba工房は素敵なお店です！」

と知っていただくこと
「また来たい」と思っていただくこと
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2．ケーキ店、カフェの種類概要

○○亭○岡店

パティスリー△△
△□倶楽部

△堂

大型店舗

△○設計社

○ー○

カフェ

ロールケーキ
○□△

パティスリー○□

シェ・○△

○○○ケーキ店

小規模店

ライフ△□Futaba
工房
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2．ターゲット

ターゲットパターン１

ターゲットパターン2

近隣のお客様に
知っていただく

まずは地盤固めから

○□市内のお客様に
知っていただく

○□市で知名度を上げ
る

○○マルシェの
ファン

○○マルシェの知名度を
利用する

ターゲットパターン3

○○

○○
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①ブランドイメージの確立

３．実行プラン検討

Futaba工房をイメージしてもらえるようになる！

1パッケージ･包装紙など
→コーディネート

2外装→ケーキ･カフェの
Futaba工房を印象に残す

3内装→ケーキ･カフェの
Futaba工房を印象に残す

②認知度UP!

素敵なお店Futaba工房を知ってもらう

６近隣の住宅へ→定期的にFutaba
工房通信を発信（チラシ）

○○マルシェ ネットショッピングモール出店

4ホームページ→
オーナーの世界観を発信！

５食べログの
掲載情報の充実
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①－１ パッケージ･包装紙など→コーディネート

赤のパッケージで統一
パッケージは全てにロゴを入れる
ケーキにも出来る限りロゴ入れる

ご提案 参考：パティスリー○○はクマで統一

菓子折りも外装統一
10個入り 20個入り
1500円、2000円、

3000円入りなどを準備

現状 統一されていない
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①－２外装→ケーキ･カフェのFutaba工房を印象に残す

変更ご提案例

①

②
③

撤去もしくは、
・入り口側に移動下に
移動し文字大きさ縮小

サブタイトルに
業務内容追加

撤去

ガラス面をショー
ウインドー化ケー
キを作っているの
が覗けるようにす
る
ガラス面に店名、
業務内容を記載
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①－２ 外装→ケーキ･カフェのFutaba工房を印象に残す

看板デザイン ｽｳｨｰﾂ店のFutaba工房を
イメージしてもらえるようになる！

看板デザイン シンプルに店名を書きます
サブタイトルに業務内容（自然派フランス菓子等）を書きます

サンプル

看板デザイン

ガラス看板
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①－２外装→ケーキ･カフェのFutaba工房を印象に残す

敷石をひいて動線を誘導します

立て看板を常に出して新作の紹介や
日々のご挨拶を書きます
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参考 冬

凝ったものでなくていいので、雪を楽しんでいる感じがでるような演出！

①－２外装→ケーキ･カフェのFutaba工房を印象に残す
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①－３ 内装→ケーキ･カフェのFutaba工房を印象に残す

照明
照明追加

照明を追加して目立たせたい
商品を明るくします

ﾄｲﾚ動線

タイルカーペットを
ひいて

靴のままトイレに
行けるようにします

パーテションを
立てて目隠しします

トイレ表示板
変更
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パティスリー◯◯

Dessert de △△ □ルージュ

参考：販売棚の工夫例（競合比較）

現状
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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
表紙

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

取材記事や広告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

①－４ ホームページ→オーナーの世界観を発信！
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参考 WEBを活用ついて

出展：CrossMarketing
なんとなくを除けば
グルメ情報サイトや、SNSでの情報収集が多い

お取り寄せをしたことがある人

インターネット通販利用者の約6割が「お取り寄せ」を経験
40代以上では7割超 お取り寄せ経験トップは「洋菓子・スイーツ」

公益社団法人 日本通信販売協会

お客様のお店を選ぶポイント

お取り寄せ経験トップは「洋菓子・スイーツ」
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食べログなど

FacebookやTwitter

ぐるなびやホットペッパー

フリーペーパー、チラシ

グルーポン

飲食店.COM

日本政策金融公庫

参考 販売促進集客の取り組み お店からの回答
WEBを活用して集客につなげている
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①ｰ４ Web活用 ホームページ内容

表紙 看板メニューを表示

商品紹介

商品紹介

住所・問合せ

昔の○□やお得情報など。。

店主の紹介 お店の思いなど

基本情報ページ

付加情報ページ
まずは、
お店の基本の情報をきちんと
伝えます）

次に、
最近の情報を掲載するなど
「作りっぱなしではない、
読んでいて楽しいホーム
ページ」を目指します
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食べログとは
飲食店用のクチコミサイトで利用者がお店の味、雰
囲気などの情報を評価して投稿する。
ｽﾏｰﾄﾌｫﾝの普及により利用者数は増加しています。

食べログでできること
クチコミを見るのはもちろんですが、お店の基本
情報を登録することができます（無料）
お店を検索した人がクチコミを見て、お店の情報
を見て更にﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに誘導することができます。

店舗情報の掲載

ランキング

クチコミ投稿閲覧

無料登録でできること

今「お店を探す」時には
欠かせないNO1サイト

お店の情報を充実させましょう

①－5 食べログの店舗情報を充実させる
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利用者の年齢・性別分布

性別毎年齢分布

参考 食べログ利用者の概要

■食べログアクセス数 (2013年12月現在)
月間総ページビュー：11億6,692万PV/月
月間利用者数(PC)：2,497万人/月
月間利用者数(スマートフォン)： 2,639万人/月
月間利用者数(フィーチャーフォン)： 165万人/月

幅広い年齢層で利用されている
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近隣の住宅へ→定期的にFutaba工房通信を発信（チラシ）

年に４回などを目標に商品のご紹介や、
お菓子への思いを綴ったFutaba工房通信を発信し

お客様に覚えてもらう！
（A4裏表程度）

夏休み帰省 クリスマス

帰省のおみやげに
焼き菓子の箱詰め！ クリスマスケーキ注文！

まずは、春のタイミングで！

まずは覚えてもらう所から！！

以降のタイミング

ピアノ・バレエ・メイビ編みなどにつ
いても情報を発信！
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○○マルシェネットショッピングモールへの出店

・○○マルシェという知名度を活かした集客が見込める
・○□市が運営するネットショップという信頼度
（何かあった時にいいやすい。）

・登録の仕方、運営の仕方等要確認！！！

・売りになる、一番商品を明確にしておくこと！！

ガレット北海道

一番商品を
アピールする

たとえば

出店する際にしておきたいこと！

その商品へのこだわり
厳選された素材
手の込んだ製法など。。
商品に対するストーリーを明確にしておくこと
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Galette Hokkaido

120YEN

参考：売りになる一番商品アピール例
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基本
価値

周辺
価値

情報
価値

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

接客スタイルや
店舗デザイン

料理そのもの
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日本政策金融公庫

４ メニューの工夫 接客の工夫
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・売りになる、一番目立たせたいメニュー

・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！

看板メニューを
アピールする

看板メニューの
明確化

４ メニューの工夫 接客の工夫
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ちょっとした気配りや丁寧さがポイント

清潔で明るい店内
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

荷物のスマートな預かり方
ベビーカーや、などのかさばる物をお客様にお声がけいただく前
に置き場所をご案内しお預かりしたり、杖など席まで持っていく
ものについては、倒れにくい場所をおしえるなどちょっとした
「お声がけ」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
お誕生日を行ったお客様などに1年後にお礼状などのDMを

出すなど「思い出してもらう」アクションをしましょう。
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まとめ

・パッケージ・包装紙
赤のパッケージで統一
パッケージは全てにロゴを入れる
ケーキにも出来る限りロゴ入れる
菓子折りにも一定のパッケージ
（10個入り、20個入り、

2000円、3000円入りなど）

・外装
シンプルに店名を書きます
サブタイトルに業務内容
（自然派フランス菓子等）
を書きます

・内装
照明を追加
トイレの動線にカーペットを
敷いて土足可にする
トイレの動線にパーテションを
置き目隠しする

・ホームページ作成
お店の思いを伝えることができる
ホームページを作成します

・食べログの店舗情報追加
店舗情報を充実させます

・Futaba工房通信発行
定期的にFutaba工房通信として
情報を発信します

・○○マルシェネットモール
へ出店
ネットモールへ出店し通販を
充実させます
1番商品明確化

・看板メニュー明確化
レストランメニューで
一番オススメのメニュー
を明確にします

できるところからとりかかり効果を確認します
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今後のご提案

お店の雰囲気作りなどについての
ご要望いただきましたらオーナー様、従業員様と

ヒアリング後進めさせていただきます。

お店の雰囲気・接客スタイル・メニュー等。。
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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。
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ご清覧ありがとうございました
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