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1 

 

１、はじめに 

 

私自身飲食店でのアルバイトをしており、雨の日は平日や休日に関係なく客数が減少す

る。これは、多くの飲食店経営者が抱える課題であると以前から感じており、客数増加の

ための効果的かつ効率的はないのかと思っていた。現在国内には、約 67万店もの飲食店が

ある。悪天候の日に来客数が減少することは飲食店の抱える永遠の課題だろう。下の図は、

国内の年間降水日の多い上位５都道府県と全国の平均降水日である。 

 

 

図１ 年間降水日数 

＊資料源 気象庁観測部「気象庁年報」 

  

 

この図１からもわかるように、国内では平均して 3 日に 1 回の割合で雨が降っている。

飲食店は、雨の日の集客を考える必要があるのだ。 
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・ 研究の動機 

 

図２からもわかるように、国内の飲食店数は年々減少傾向だ。平成 3年の約 84万店をピ

ークに、平成 18年には約 72万店、平成 21年には約 67万店と推移している。逆に従業員

数は、図３が示すように年々増加傾向で、平成 3 年に約 386 万人、平成 18 年に約 412 万

人、平成 21年には約 436万人と推移している 

 

図２ 店舗数の推移 

 

図３ 従業員数の推移 

このことから小規模店舗が減少し、一店舗あたりの従業員数が多い大型店舗が増加した

といえる。資金力がある大型店舗では集客を大々的に行うことが出来るが、資金力の乏し

い小規模店舗ではそうはいかない。この集客力の差も小規模店舗が減少し、大型店舗が増

加している要因のひとつだろう。この現状を踏まえ、各種飲食店が、現在行っているサー

ビス・集客（ネットクーポン、特別イベント etc…）を踏まえたうえで、客数と売り上げ

増加のための方法を探る。また大型店舗のみでなく、小規模店舗でも行えるなるべく費用

のかからない集客法を探り、店舗数減少の傾向打破の可能性を探っていく。 
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２、飲食店を選ぶ際に参考にする情報 

  

はじめに集客方法を検討するにあたって、顧客がどんな情報をもとに飲食店を

選んでいるかについてまとめる。 

「食べログ」「ぐるナビ」「ホットペッパー」などのグルメ情報サイトやクーポン情報誌が

多いと思うかもしれないが、実際にアンケートを取ってみると「家族・友人・知人からす

すめられた」「家族・友人・知人から情報」を参考にすることが一番多い結果になる。 

 

 

 

 

 

 

図４ 飲食店を選ぶ際に参考にするもの（日経レストラン 2009年 2月号） 
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図５ 飲食店を選ぶ際に参考にする情報（農林水産省の調査結果平成 20年） 

 

図４の日経レストランのアンケート結果では、人に教えてもらった、人に連れて行って

もらったなど、友人や知人を通した来店が 76.7％もある。図 5 の農林水産省の調査結果で

も、同じく家族・友人・知人から情報を参考にする人が 56.2％と一番高くなっている。こ

の結果から飲食店集客において、「家族・友人・知人からの紹介」をいかにもらえるかが売

り上げに大きな影響を与えることがわかる。また、この紹介をもらうことは、リピーター

の獲得戦略とも言え、リピーターを獲得することは、集客コスト面でも大きなインパクト

与える。 

 飲食店集客において、新規集客も重要だが、大きな売り上げを上げている店舗は必ずリ

ピーター戦略が徹底されている。リピーター戦略とは簡単に言えば、思い出してもらえる

ように印象付けを行うことだが、その方法には様々な手法がある。売れている店舗は多く

の人に思い出される店舗だ。思い出されない店舗が定期的に大きな売り上げや集客を行う

ことは不可能だ。 
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３、現在の有効な集客法について 

 

総務省の情報流通インデックスによると 99.9％の情報は一般消費者に「シカト」される

時代。氾濫するチラシ、ダイレクトメール、迷惑メール、テレビ CM、新聞広告などに現代

人はうんざりしている。残りの 0.01%の認知される情報に食い込むには、口コミと呼ばれ

るフィルターを通してアピールする必要があり、そのフィルターの役割を果たすのがソー

シャルメディアである。Web サイトの作成、運営するなどはかなり負担が大きいが、

Facebookなら簡単に無料で更新することができ、大型店舗だけでなく個人経営などの小規

模店舗でも利用しやすい。このことから、雨の日の集客アイデアを実行するにあたって

Facebookに代表されるソーシャルメディアを活用することが有効だ。 

 

・ソーシャルメディアとは 

 

ソーシャルメディアは、誰もが参加できるスケーラブルな情報発信技術を用いて、社会

的インタラクションを通じて広がっていくように設計されたメディアである。個人と個人、

個人と組織、組織と組織の間の情報発信が、ウェブサービスを経由することによってそれ

自体が意味を持つコミュニティとなり、実社会に広く拡散され、影響力を持ち始めたメデ

ィアだ。twitterや facebookなどのプラットフォームによって、個人間の情報発信が可視化

されやすくなったことにより、ソーシャル・ネットワーキング・サービスのネットワーク

的な概念を超えて、新たなメディアとして浸透しつつある。 
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４、飲食店の集客事例(平常時) 

  

集客法を考えるにあたり、これまで高い集客率を上げた飲食店の平常時の集客事例につ

いて、「メニューデザイン作成 PRO」の「サービス券を活用した飲食店販促の成功例」「プ

レゼント促進、イベント販促の成功例」「メニューの効果的な演出」を参考にしてまとめる。 

サービス券を活用した飲食店販促 

 

・毎回特典＆グレードアップのポイントカード 

ある飲食店では「いつも持ち歩いてもらうメリット」に着目し、「来店毎にサービスをグ

レードアップ」するポイントカードを発行。初回来店時は「枝豆サービス」、2 回目来店時

「おススメ料理より1品サービス」、3回目来店時は「乾杯ドリンクサービス（何名様でも）」、

4 回目は「飲食代金 20%OFF」等、リピートする度にお得感が増すサービスで新規客の常

連客化を促し、ポイントカードの利用率を約 20%も高めた。 

 

・女子会専用ポイントカード 

学生の時の友人や、職場の同僚、ママ友等、女子会の飲食店需要は年々盛り上がりを見

せている。そんな"女子会"に着目し、あるレストランでは女子会専用のポイントカードを発

行。通常時に行うご来店特典とは別に、カードを提示するだけで女子会特別デザートを提

供し、女子会需要のリピーター獲得に成功している。 

 

・ランチタイムコーヒー無料特典付きポイントカード 

居酒屋利用のお客にランチタイムにもご来店してもらうことで、同店の常連客化を狙っ

た店舗がある。居酒屋利用のお客に発行するポイントカードには、提示するだけで「ラン

チタイムのコーヒー無料サービス特典」を付加。これにより、ポイントカードの携帯率が

高まり、ランチはもちろん、居酒屋利用の常連客獲得に成功している。 

 

・閑散期の集客を目的とした期間限定ポイントカード 

4月の歓迎会、12月の忘年会、1月の新年会 等の繁忙期に集客したお客に、いかにして

再来店を促すかは飲食店最大の課題だ。ある飲食店では、イベントの無い閑散期を見越し

て期間限定の特別特典付きポイントカードを発行。繁忙期に集客したお客様に閑散期にも

ご来店頂く為の施策を施すことで、1年を通して安定した集客を実現している。  
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・ランチタイム⇔ディナータイムの双方向で使えるサービス券 

ランチタイムでお越し頂くお客をどのようにしてディナータイムへの集客につなげるか

は、飲食店経営を左右するほどの重要な課題の一つだと言える。ある居酒屋では、ランチ

タイムに集客したお客にはディナータイムのサービス券、ディナータイムで集客したお客

にはランチタイム＆ディナータイムのサービス券を配布するなど、ランチタイム＆ディナ

ータイムの双方向で来店機会を創出している。 

 

・テーブル担当制の名刺配布がサービス券に 

テーブル担当制を導入しているあるレストランでは、お客に渡す名刺の裏面をサービス

券代わりに利用している。内容は簡単に本日のサービスとだけ記載し、来店時に名刺のご

提示でサービスを受けられると説明する。どんなサービスが受けられるのかの楽しみはも

ちろん、サービススタッフがお客からの評判をダイレクトに聞くことができ、モチベーシ

ョンアップや今後のサービス改善にもつながっている。 

 

・前売りチケットで特別サービスを提供 

通常 6,000 円するディナーコースをインターネットの事前購入で 4,800 円の特別価格で

提供するレストランがある。これは映画の前売りチケットから受けた発想で、前払いする

ことでドタキャンを未然に防ぎ、食材のロスもなくなる。ホームページでの告知はもちろ

ん、テーブル上にも清潔感のある POPを設置し、ディナーチケットの事前購入を積極的に

アピールしている。 
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・モーニングタイム限定のスペシャルカード 

カフェやファーストフードでは、モーニングタイムの集客も強化すべき重要なポイント

だ。あるカフェでは、モーニングタイムの集客強化に"午前 10時まで限定"の 20%割引カー

ドを発行。結果、多くの常連客獲得に成功し、モーニングタイムも多くのお客で賑わって

いる。 

 

・選べるサービス券 

決められたサービスではなく、お客が好きなサービスを選べるユニークな店舗がある。

サービス券には 5 種類のサービスが記載されており、お客の好みにより選べる仕組みだ。

お客の属性や利用目的により、求めるサービスが異なることから、お客から大変好評を得

ている。 

 

・くじ引き方式でサービス券を配布 

これはサービス券にゲーム性を取り入れたアイデアで、会計時にくじ引きでサービス券

を配布することで"当たり"という特別感を演出し、使わないともったいないという演出を行

っている。会計時にサービス券を渡していた時と比べ、サービス券の利用率が 10%程度ア

ップした。 
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プレゼント促進、イベント販促 

 

 

・お子様連れにはお菓子のつかみ取りサービス 

会計時に子供にアメやアイスをくれる店舗をよく見かける。これは家族連れにはとても

嬉しいサービスだ。このお菓子サービスに、さらにゲーム性を加えた店舗がある。お菓子

をプレゼントするのではなく、子供が自分でつかみ取りをするというものだ。1 個 10 円程

度の駄菓子を大小合わせて箱に詰め、つかみ取りを行うという単純なものだが、お客は大

喜びだ。子供の手で掴める個数は平均 5個程度。1家族 50円のお菓子プレゼントというこ

とになるが、その効果は 500円割引券よりも大きい。  

 

・ルーレットで割引サービス 

来店サービスにルーレットを用いている店舗がある。ルールは至って簡単。出た目が 1~10

でおすすめメニューから 1品サービス、11~20で枝豆サービス、21～35で 500円割引と言

う感じだ。ゲームを用いたサービスには、他に「じゃんけん」や「トランプ」等もあり、

ゲーム性の高いサービスはいずれも大盛りあがりだ。 

 

・喫煙コーナーでドリンクの無料サービス 

店内で喫煙できるレストランも大分少なくなっている。あるレストランでは、テラスで

喫煙されるお客に無料ドリンクを振る舞っている。夏は冷たいドリンク、冬は温かいドリ

ンク。これらのサービスが好評で、店内禁煙となっても客足が落ちることはない。  
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・来店記念写真のプレゼント及び店内掲示 

常連客で賑わう地元密着型のレストランでは、イベント行事毎に来店記念撮影を行って

いる。1枚は次回の来店時にお客にプレゼント。もう一枚は店内に掲示して、壁一面にお客

の写真を飾っている。店舗の雰囲気により、写真を飾るインテリアが合う・合わないもあ

るとは思うが、地元密着型の同店では"写真を見るのが楽しみ"と常連客に好評だ。 

・ホールスタッフからのバースデーサプライズ 

誕生日はサプライズで主役を喜ばせたいもの。そんな要望に応えるのが店舗スタッフ総

動員でのバースデーソングのプレゼント。予定されたタイミングで照明を落とし、バース

デーケーキとバースデーソングで心からお祝いするサプライズバースデーは、主役はもち

ろん、同席しているお客からも好評だ。  

 

・記念日利用のお客に記念写真をプレゼント 

 誕生日祝いや結婚記念日をはじめとする記念日のお祝いに記念写真をプレゼントするレ

ストランがある。このレストランでは、写真を撮るだけでなく、事前にフォトフレームも

用意し、ラッピングしてプレゼントする手の込みようだ。心を込めてプレゼントされたフ

ォトフレームは大切に飾られ、どんなノベルティよりも記憶に残る販促となっている。 

 

・オリジナルラベルの日本酒プレゼント 

記念日のお祝いや、送別会等、予約の内容に応じてオリジナルラベルの日本酒をプレゼ

ントする居酒屋がある。人数によりプレゼントする容量は異なるが、名前やメッセージ入

りの日本酒は"記念になる"と好評で、瓶を持ち帰るお客が大変多い。  
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メニューの効果的な演出 

 

 

・のぼり旗でおすすめメニューの注文数アップ 

ある中華料理店ではおすすめメニューのアピールに専用のぼり旗を製作している。のぼ

り旗の効果はオーダー数に顕著に表れ、のぼり旗掲示前と比較すると 1日 10食平均でおす

すめメニューのオーダーが伸びている。また、店舗全体の売り上げも約 10%向上しており、

費用対効果の高い販促に成功している。  

 

・日替わりメニューの掲示できっかけづくり 

あるダイニングレストランでは、来店のきっかけ作りに"日替わり"で看板メニューを用意

し、激安の「100円」で提供している。これはあくまでも来店のきっかけづくりであり、す

べてのメニューを安売りするわけではない。もちろん 100 円の商品にも手を抜かず、むし

ろ「100円でこれだけのメニューを提供するお得感のあるお店」を演出するために徹底的に

手間をかけている。同店は「多くのお客は安い店を探しているのではなく、満足できる店

を探している」という経営理念の下、サービスに余念がない。 

 

・お一人様用のメニューの充実 

経済用語に「お一人様」という言葉がある。これは一人暮らしを積極的に楽しむ"独身貴

族"を指す経済用語だ。ある海鮮居酒屋では、このお一人様に目をつけ、一人でも入りやす

いよう「刺身の盛り合わせ一人前」「串焼き盛り合わせ一人前」等のお一人様メニューを充

実させており、「食事利用」や「軽く一杯飲みたい」お一人でご来店のお客に大好評だ。  
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５、飲食店の集客事例(雨の日) 

 

 次に雨の日の集客事例についてまとめる。 

 

・限定クーポン 

ガストやデニーズなどの大手チェーンの飲食店は、雨の日限定の割引クーポンを配布し

ている。 

 

・割引以外のサービス 

銀座にある高級フレンチレストランのロオジエでは雨の日にフロントで預かった傘が帰

りには乾いてでてくるサービスを行っている。このサービスに驚くお客が多く、些細な心

配りが重要であることが分かる。 

 

・雨の日の来店でタクシー代のサービス 

郊外型のレストランは車来店のお客が中心となることから、雨の日は徒歩や自転車で来

店するお客の集客が極端に少なくなる傾向にあり、会計時にタクシーの領収書提示で「タ

クシー料金ワンメーター分をお店で負担する」サービスを行っている。 

 

・その他雨の日限定サービスの事例 

雨の日限定の賄いメニュー 

 

雨の日、ポイントカード提示でデザートまたはドリンクをサービス 

 

雨の日限定ソムリエのワイン講座 

 

雨の日限定スペシャルグラスワイン 

 

雨の限定のお土産のサービス 

 

これらの事例から言えることは、大袈裟すぎない心地よいサービスが重要であることだ。

些細な心配りなどが、お客に雨の日でもまた来店したいと思わせるのだ。 
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６、集客法について 

 

雨の日の集客というのは本当に困難であり、「こうすれば必ず儲かる」という魔法はない。

できることを積み重ねて、お客に選んでもらう確率を少しずつ上げていくことが重要であ

る。 

雨の日の集客をするにあたり、雨の日限定のサービスをお客に対して、継続して行うこ

とが重要だ。これは、平常時の集客についても同様。例えば、雨の日限定裏メニュー（ま

かない）、ドリンクサービス、割引、デザートサービス、大盛り無料など、雨の日の集客に

困っているなら、手をこまねいていないで、何か工夫することが必要だ。できれば割引な

どの金額に関する以外のことのほうが面白いし、お客の興味も引きやすい。お客が雨の日

でも来る理由を作るということが重要だ。お客の「雨の日だからまっすぐ帰る」や「豪雨

だから外に出ない」という心に対して、「こんな選択肢もある」という提案をするようなイ

メージだ。そして必ず継続すること。それがまともなアイデアなら、長く行うことで必ず

定着して、お客の支持を集めることができる。なんでもいいから、まずはやってみる。そ

して反応を見る。良ければ継続する。これらが雨の日の集客増加に繋がる。 

 

・Facebookやブログなどでほどよく告知する 

 

せっかく雨の日限定サービスを始めても、お客に知られなければ意味がない。 

・店舗で案内の紙を配る。 

・Facebookや Twitterなどで告知する 

・ブログで定期的に更新する 

など、知ってもらう地道な努力が必要。注意するのは、しつこく告知しないことだ。Facebook

で毎日告知すると、その投稿がしつこく表示されることになる。似たような内容を頻繁に

投稿すると Facebookでは嫌われてしまい、イメージも悪くなってしまう。 

・普段は商売に関係のない日常的な投稿をする 

・たまに商売の告知をする 

・本当に困ったいざという時は商売っ気を出してもいい 

こういうスタンスで Facebook を利用し、「お店の人」としてではなく「個人的に」交流す

ることで、かえって店の印象を与えることができる。こまめにオンラインでお客と接して

いると、お客は店舗のことを意識します。ふとしたときに思い出して店に行く、という流

れが生まれ、新規顧客、リピーター獲得に繋がる。 
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７、自身の提案する集客法 

 

・集客のためのサービス 

雨の日の集客をするにあたって、雨の日限定クーポンなどの料金割引サービスも効果的

な集客法になると思うが、これは、どこの店舗でも当たり前のように行われているありき

たりのサービスで、お客に目新しさを与えることが出来ない。もちろんターゲットにする

顧客層によっては、料金割引が最も効果的な集客サービスになりえる場合もあるが、本当

にお客に選んでもらえる店舗になるためには、ほかの店舗では行われていない、その店舗

でなければ行っていないというような、オリジナリティあふれるサービスを行うことが重

要であると思う。 

 

・ターゲット別の集客 

 店舗の集客事例を参考にすると、プレゼント促進、イベント販促が最も効果的かつ少な

い資金で行える集客サービスになるのではないかと思われる。例えば、子供のいる家族連

れを集客のターゲットとするならば、子供の心を掴むことが重要。雨の日は子供を連れて

外出するのが大変で、外食を敬遠する家庭が多いと思われるが、多くの親の気持ちは、大

変さ＜子供の笑顔だろう。よって、雨の日限定の子供の喜びそうなプレゼント促進、イベ

ント販促を行うことが効果的な集客サービスになり、家族連れのお客に足を運んでもらえ

るようになるだろう。また、一般のお客をターゲットとする場合でも、お客に特別感や満

足感の与えることの出来るプレゼント促進、イベント販促を行うことで、そのサービスが

お客の思い出に残り、新規顧客の獲得だけでなく、リピーターの獲得にも繋がり、有効な

集客サービスとなるだろう。 

 

・ソーシャルメディアの活用 

最低５年は同じ場所で継続しているような人気店ならまだしも、名刺代わりのホームペ

ージではもう集客はできない時代だ。メニュー更新などしても誰も見ていない。機能して

いるかどうかも分からないWebサイトの更新に時間と手間をかけるなど全くの無意味だ。 

Facebookでの定期的な情報発信によって、店の存在をお客に意識してもらう。これを繰り

返すと、その時すぐに予約や来店をしなくても、なにかのタイミングでその店が選択肢に

入る。「今日はこんな食材が手に入ったのでこんな料理を作ってみた」。「昨日、お店でこん

なことがあった」など、お客がちょっとワクワクするような簡単な文章を定期的にFacebook

で発信するだけで、お客が店を意識する機会がグッと増える。ここで Facebookの意味が生

きてくる。Facebookにはスマホによっていつでもどこでもアクセスできるため、興味のあ

る人が店を意識する確率が高まるだろう。 

 

 



15 

 

８、終わりに 

  

今回、飲食店の集客についての研究を行ったが、利益を長期間にわたってあげるために

は、一度来店したお客に再度来店してもらえるリピーターになってもらうことが必須だ。

繁盛している飲食店に共通していたのが、どこの飲食店でも行われているありきたりのサ

ービスのみでなく、その店舗独特の印象に残るサービスを行っていることであった。そう

いったサービスを行う店舗は、新規集客とリピーターの獲得がしっかりと出来るので、繁

盛しているのだろう。 

 今後は、雨の日だけでなく、悪天候全般の集客に関する研究もしていきたいと思う。 

 

 

・参考文献 

日経レストラン 2009年 2月号「飲食店顧客の意識調査アンケート」 

  

「売り上げが伸びる Facebook 集客・販促 小さな会社&お店が実践すべき新・100の法則。」 

キラメックス株式会社（著）村田雅行 （著）伏田雅輝 

  

「小さなお店のツイッター繁盛論 お客様との絆を生む１４０文字の力」 

（著）株式会社グレイス代表取締役 中村仁 

  

・WEBページ 

「メニューデザイン作成 PRO」 

http://www.menu-pro.com/success/service.html 

 

「飲食店の集客を邪魔する 3匹の妖怪」 

http://www.shirotruffe.com/blog/web-marketing/attracting-customers/restaurant/3- 

devils.php 
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