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第一章 はじめに 

この章では背景と研究の狙いを記す。 

 

（１）背景 

 フードサービス業は、物販業と異なり、顧客との個別対応が多く、形のないサービスが

重要な差別化の要素となり標準化が困難で、情報化にはなじみにくいとされ遅れをとって

きました。しかしながらそうした中で、いかに情報を集積し利用していくかということが

非常に重要かと思われます。これからは、情報化はフードサービス業の競争力を決定付け

るものとなるであろう。人口の減少を背景として需要が量的に停滞してくると、固定客を

確保・維持していくために、個々の顧客との強い絆を築いていかねばならない。この時、

顧客管理のための情報化が決定的に重要な役割を果たすようになる。顧客管理型は顧客一

人ひとりのニーズを捉え、これに緻密に対応していくビジネスモデルである。 

フードサービス業においては、メニューの動きをみて需要を捉えるという商品管理型の

他に、個々の顧客のニーズにきめ細かく対応していく顧客管理ビジネスの積極的な取り組

みが要求されるであろう。ＰＯＳを取り入れたり、またはパソコンによるデータ管理、あ

るいはホームページを活用してインターネットを通じて消費者の方との情報交流をしてい

るということですが、今後こうした動きがますます進んでいくと思われる。 

 

（２）研究の狙い 

情報戦略による変化はどのようなものか疑問に思いました。様々な業界で情報システム

が発展し、経営における情報システムの役割はより戦略的になったと思います。 外食産業

市場の伸び率が頭打ちであり、その飽和した市場の中でも出店スピードが衰えない競争状

態である。これまでの情報システムの目的が、事務作業の効率化などの経費節減であった

こと、そして、現在あるいはこれから導入されるものは、経営戦略の中枢を担うものであ

ることを、幾つかの戦略的システムの事例を取り上げて明らかにする。フードサービス業

の情報化についての知識を得て、顧客のニーズに情報化されたサービスが対応するといっ

たビジネスモデルやこれからの発展を学ぶことを研究の目的とします。 

 

 

 

第二章  フードビジネス界の現状 

この章ではフードサービス・ビジネスの現状と問題を記す。 
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フードサービス・ビジネスは今大きな転換点を迎えている。１９７０年代にフードサー

ビス・ビジネスがスタートし現在まで大きな発展を遂げてきた。しかし、近年ではフード

サービス･ビジネスを取り囲む環境は大きな変化を見せている。人口の２０％以上は６０歳

以上になり、コンビニエンスストアの全国展開、食育やエコ、食品偽装などの動きも大き

な影響を与えている。社会構造の変化を背景に、中食ビジネスの台頭も目覚しくフードサ

ービス･ビジネスそのものは近年、市場が伸び悩んでいる。これまでのような、ＰＯＳの「業

務データ」から分析を行って顧客動向を見極める手法だけでなく、各方面から収集した「情

報系データ」を用いて顧客動向を見極める緻密なマーケティング戦略が必要かつ重要にな

っている。 

 

（１）マーケティング戦略としてのＣＲＭ 

近年、顧客指向マーケティングのキーワードとして、ＣＲＭ（カスタマーリレーションシ

ップマネージメント）という言葉を耳にするようになってきている。ＣＲＭという概念は、

最近のコンセプトに思われがちであるが、日本では江戸時代から大福帳などで見られるよ

うに実践されており、単に売上高のみを管理するだけではなく、個人にフォーカスした経

営が重要であることが感覚的に理解できる。大量生産・大量消費を前提としたマスマーケ

ティングの時代から、消費者個別のニーズに合わせたワン･トゥ･ワン・マーケティングの

時代へという市場環境の変化により、注目を集めている経営コンセプトである。ＣＲＭの

基本は、まず目的として顧客内価値の最大化、戦略として顧客ロイヤルティの形成・維持、

そして戦術として顧客とのリレーションの形成・維持のための適切なコミュニケーション

と組織改革による効果向上、ＩＴの発展とともに主流となってきている。ＣＲＭの実践に

は、財務や税務処理といった観点の管理(伝票処理システムなど)とは別に、「顧客」を「個

客」として捉える視点からの管理が必要である。ＣＲＭシステムは、必ずしも大規模なシ

ステムである必要はなく、紙のカードやノートを利用したシステムでもＣＲＭを実践でき

る(大福帳など)。しかし、大量のデータの分析や、顧客情報管理・活用を図る場合には、

それなりの規模のシステムを導入することが望ましいとされている。 

 

（２）ＣＲＭのフードサービス・ビジネスへの適用 

 

フードサービス・ビジネスは他の業種に当てはまらない特徴をもっている。 

・ 顧客の特定が難しい 

・ 客は気に入らなければ来なくなる 

・ 自社商品の質がその場で問われる（生産と消費が同時） 

・ サービスを扱っている 

いずれかの項目のみが当てはまる業種はあるが、全項目が該当する業種はフードサービス･
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ビジネス以外にほとんど見当たらない。つまりフードサービス･ビジネスは顧客の特定が難

しく囲い込みが難しい点が大きな特徴といえる。顧客とのリレーション形成が出来る個々

の場面でも個々の顧客の属性情報や来店履歴データ・嗜好は集積・分析・活用されていな

いことが多い。それらのデータ利用と管理はサービススタッフの属人的な行為となってい

る。 

フードサービス業は料理とサービスを、一定の定められた施設内において複合的に提供

する形態である。ご案内から受注に始まり料理の提供・食器類の引き下げ・会計と一定時

間の中でサービス提供がされる。その時間の中で発生するさまざまな形で行われる顧客と

従業員との間に生まれるコミュニケーションから入ってくるさまざまな情報が「顧客の声」

になってくる。しかもそれは店側から見るとき単なる会話の領域を超えて重要な改善のた

めの情報になっていることに注目しなければならない。一段と競争が激しくなる外食業界

において、この「顧客の声」を情報として集め分析し、新たなサービス戦略を構築しなけ

ればならない。 

 

（３）顧客の声 

 

顧客満足度は提供される商品・施設・オペレーションと「従業員」通じた顧客の体験か

ら発生する満足度合いのレベルから決定される。顧客と店の接点である「従業員」はフー

ドサービス･ビジネスの現場ではその多くの場合パートタイマーやアルバイトと呼ばれる

短期間勤務者によって構成されていることが多い。このようなパートタイマーやアルバイ

トに頼るオペレーションの仕組みは商品やオペレーションのばらつきを引き起こし、顧客

に大きなストレスを引き起こしている。それらのストレス情報は顧客からのマイナス情報

となって日々、店舗という現場で発生している。 

現在フードサービス･ビジネスの企業は多くの場合、これらのマイナス情報へ対応のみに

終始しており、根本的原因の究明や仕組みの改善活動が十分に行われていないのが現状で

ある。ましてや顧客が本来望んでいる積極的なプラス改善情報はなかなか集まらず、現場

で発生と同時に消えていることが多い。つまり、企業が把握すべき「顧客の声」情報の全

ては現場である店舗で発生する。しかも、顧客と店員との接点であるサービスオペレーシ

ョン業務の中にその発生源が存在する。「顧客の声」を形成するものは、顧客の要望・質問・

疑問・意見・苦情である。特に意見や苦情に対しては、目に見えるので即座に対応しなけ

ればならない。顧客の不満足は意見や苦情が適切に処理されず顧客の欲求が満たされない

場合には、時として企業への攻撃に発展するリスクを伴っている。 

 「顧客の声」は海に浮かぶ氷山に例えてみると分かりやすい。海面から出ている部分の

顧客不満足（顕在化した不満）には現状どの企業も対応している。しかし海面下の氷山下

の塊（潜在的な不満）には十分に対応策がとられていない。 
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図１ 不満足氷山の図「顧客の声を活かす フードビジネス情報戦略」より 

 

不満足の内容情報を深く考察してみる。 

 

（Ａ）クレーム 

 クレームには小さなもの、大きなものがあり、小さなクレームの積み重ねは長期的に顧

客の信用を失う。コンプレインが適切に処理されないとクレームになる。大きなクレーム

は、長期間にわたり顧客の信用を失う。また時には大きくブランドイメージを落とすこと

へとつながる危険性をはらんでいる。顧客情報の観点から見るとクレームは改善情報の宝

庫であり、再発防止に向けてのオペレーション改善が日々なされる必要がある。しかしな

がら、製品と違いサービスは生産と消費が同時に行われるためにクレーム対応が問題発生

時に適切にその場で処理される必要がある。この点がフードサービス･ビジネスのクレーム

処理が他のサービスビジネスと比べ、より難しい原因となっている。 

 

（Ｂ）コンプレイン 

 店舗が認識した「顧客の声」で、量的に最も多いものがコンプレインである。コンプレ

インとは顧客が「言わざるを得ない欲求」であり、不満の露出である。この分野のデータ

を軽視することは改善のチャンスを失うことにつながる。しかし、現状ではクレームにな

っていないということで重要視されていない。このコンプレインこそが顧客満足問題の解

決にアプローチできる重要情報の塊であるにもかかわらず、その緊急性と貴重性が認識さ

クレーム 

コンプレイン 

ニーズ 

不満足 

顕在化した不満 
（一般的な顧客の声） 

潜在的な不満 
（本当の顧客の声） 

水面 

価格 味 ボリューム 

クリンネス 
設備 

接客態度 

 

ウォンツ情報 
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れていない。表面上の問題把握をデータとして捕らえても問題の本質解決には至らない。

問題発生の背景や根本原因を捉えるためには現場で発生するコンプレイン状況の記録を可

能な限り把握する仕組みがどうしても必要である。その情報は現場スタッフが共有して次

の問題発生を防ぐためアクションにつなげなければならない。 

 

（Ｃ）ニーズ 

 現在、フードサービス･ビジネス企業が収集把握している「顧客の声」なるものはその大

半がオペレーション時の失敗における苦情の類である。これらの情報は顧客からやむを得

ずもたらされる情報であり、企業側が顧客満足度を高めるために積極的に掘り起こした情

報とはなっていない。商品製造やサービスのオペレーションのスタンダードは基準やマニ

ュアルとして規定されているが、これらの基準から外れた時に様々なインフォメーション

がクレームやその他の情報としてもたらされる。会社として本来追求すべき顧客満足度の 

向上や、厳しい企業間競争に打ち勝つための差別化戦略構築のための「顧客の声情報」は、

ほとんど集められていない。これは、オペレーションが発生する店舗という現場でのスタ

ッフの意識の問題であり、さらには本部の方針問題である 

 

 これらの現状を考察すると、フードサービス･ビジネスは「顧客の声」に関しては後追い

型の情報収集であり、防御型の情報分析になっている。改善のためのプラス情報の収集戦

略とその仕組みの構築が望まれる。真の顧客ニーズを掴むためには「ウォンツ情報」を把

握しなければならない。 

 

 

 

第三章  事例 

この章では実際に顧客の声情報を利用している事例、顧客のニーズに合わせたサービス（集

客・ＣＳ向上）を行っている事例を記す。 
 
まずは主に集客を目的としている事例を挙げる。 
 
 
ロッテリア 
ハンバーガーチェーン大手のロッテリアは、２００７年１１月３０日に発売した新商品

「絶品チーズバーガー」の販促活動の一環としてブログを採り入れた。東京大学、早稲田

大学、慶応義塾大学、上智大学などの学生の協力を得て、キャンペーン用のブログを 12月
14日まで展開している。 ブログを起点とした口コミ効果のおかげで、絶品チーズバーガー
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の売れ行きは好スタートを切った。ロッテリアによると、当初想定した１カ月分の在庫を

最初の 3 日間で売り切ってしまったという。このため、商品の販売を１２月３日まででい
ったん休止し、７日から１店舗当たり１日平均２００個の限定販売で再開する。 

 今回、ロッテリアはブログを活用する場として、「学生マーケティングコンテスト」を
実施した。各大学の学生が特定の店舗と協力し、ブログで商品を紹介しながら店頭での販

売実績や試食チケットの回収枚数などを競う。同社の主要顧客である学生の口コミ力を、

物理的なロケーションに依存しないブログを活用して最大限に生かそうという考えだ。ま

た、学生層に“本格的な”ハンバーガーを強くアピールすることで、社会人になってからもロ
ッテリアを利用し続けてほしいという狙いもある。商品アピールが目的だが、ブログの内

容は直接商品を宣伝したものでなくても構わない。各大学の学生は、写真や動画を交えな

がら多彩な内容を展開している。  
 

 

次からは集客とＣＳの両方を目的としている事例を挙げる。 

 

 

和風居酒屋「ＣＵＢＥ ＨＡＫＯＮＩＷＡ」 

２００４年３月に「モバイルＣＲＣ（ Ｃｕｓｔｏｍｅｒ Ｒｅｔｅｎｔｉｏｎ ＆ Ｃ

ｒｅａｔｉｏｎ）」を導入した。グローバルエリアネットワークが提供する同サービスは、

携帯電話のメールアドレスをキーにして、来店日時や売り上げをコンピューターで管理・

分析するＣＲＭシステムである。同システムは顧客の来店パターンなどに応じて、割引な

どのクーポンや来店を促す広告を携帯メールで送る機能を備えている。会員登録は店内に

置いたチラシに記載したアドレスに空メールを送るだけ。住所や電話番号などの個人情報

を入力することなく登録できるという気軽さから順調に会員数を増やしている。 

同店では、昼時点で予約客が少なければ、その曜日に来店する確率が高い会員に向けて

お得なサービスを用意して待っていることをメールで送信する。携帯メールを使った販促

システムは、慎重に運用しないと迷惑メールと同様に嫌われる原因になりかねないため、

メールを配信する会員を様々な条件で絞り込める機能を盛り込んだ。蓄積されていく顧客

データの分析結果はグラフィカルに表示できるので分かりやすい。 

 

 

ｅｐａｒｋ 

回転寿司など、順番待ちが多い店の混雑状況について、携帯電話から確認し、順番待ち

も申し込めるサービスが登場した。現在、「イーパーク」を導入しているのは、飲食店、病

院、アミューズメント施設など約４５０施設である。飲食店への導入が広がっている。こ

のサービスは、ＩＴベンチャーのニューロン（が開発した「ｅｐａｒｋ（イーパーク）」。
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２００２年７月より実証実験を続けていたが、２００５年に入って本格販売を開始した。

くらコーポレーションが展開する「無添くら寿司」の関東全店を含む２４店や、サンマル

クの「ベーカリーレストラン サンマルク」や回転寿司店「函館市場」の一部などで導入を

始めた。サービスは、よく使われる手書きの順番待ちシートをウェブサイト上に置き換え

たものと考えるとわかりやすい。データは、ニューロンが委託したデータセンター上に置

き、お客が持つインターネットに接続できる携帯電話や店舗に置いた専用のタッチパネル

端末からアクセスする仕組みだ。お客は、予め「ｅｐａｒｋ」の会員となっておけば、店

の外から携帯電話で「ｅｐａｒｋ」のサイトにアクセスして、順番待ちの申し込みができ

るほか、現在何組のお客が順番待ちをし、案内までどのくらいの時間がかかるか、携帯の

画面でリアルタイムに分かる。順番待ちを申し込んでおけば、店に居続けなくても済み、

時間を有効活用できるわけだ。 

店では、従業員が専用の端末を見ながら、受け付け番号でお客を呼び出し、実際にお客

を案内したら、その順番を端末上で消す。この情報がデータセンターに送信され、順番待

ち情報が更新される仕組みだ。順番に間に合わなかったお客をチェックする機能があるほ

か、携帯を使わず、店に直接入ったお客は、店頭のタッチパネル端末から申し込むことで、

データは一元管理される。ニューロンは、このシステムをビジネスモデル特許出願中であ

る。仕組みはさほど複雑ではないが、店にとってのメリットは小さくない。まずは、待ち

きれずキャンセルするお客が減ることで、機会損失が大幅に減少することが挙げられる。

実証実験をしたある回転寿司店では、それまで土日の夕方以降の時間帯は、２２０組の受

け付けのうち、キャンセルが６０組前後あり、キャンセル率は３０％近くにのぼっていた

が、「ｅｐａｒｋ」導入後は、これが７％弱に減少した。キャンセル率低下による売上増は

計算上、１日１５万円。土日が月８日とすると、月に１２０万円増となる。実際、ウエイ

ティング発生状況を時間ごとに見ると、客数が少なかった午後５時台や９時以降の客数が

増加、お客がピーク時を避けて来店している様子が確認できた。 

回転寿司の人気店では、ピーク時には数１０人にのぼるウエイティング客のために、レ

ジ横に大きなスペースを作っている例が多いが、その一部を客席に振り向けることもでき

るようになるわけだ。繁盛している店であるほど、導入効果が大きいといえる。さらに見

逃せないのは、お客の来店状況を効率的に把握し、活用できること。従来の顧客管理の手

法は、ポイントカードを使ったものか、携帯電話やパソコンを使ってメールアドレスを取

得し、メールＤＭを送る手法が一般的だが、前者は来店状況のデータは取れるものの、申

し込み用紙に書かれたメールアドレスなどの情報を入力する手間やポイントカードリーダ

ーなどの機器の投資が必要。  

一方後者は、サービスを提供する会社も多く、手軽に取り入れられるが、メールを送っ

たお客が実際に来店したかどうかを把握することが難しかった。これに対して、「ｅｐａｒ

ｋ」は、住所や氏名、性別などの顧客情報の登録も、順番待ちの申し込みや確認も、同じ

携帯電話一つで行うのがミソ。電話番号別に決まったＩＤがキーとなり、会員一人ひとり
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について、順番申し込みや実際の来店日時、過去の来店回数などの利用状況がデータセン

ターにそのまま残る。これにより、例えば順番待ちが１時間以上になったお客だけにお詫

びのメールを送るなどの個別対応ができるほか、メール配信した結果、どの程度のお客が

実際に来店したかなどの効果測定が可能となる。また抽出条件さえ事前に決めておけば、

メール配信は各店にある専用端末からできるため、各店の判断で効果的な販促をかけるこ

とができるのも利点だ。ポイントカード発行システムも標準装備されている。 

 

 図２ ｅｐａｒｋ  ＮＥＣフロンティア プレスリリースより 

 

 

はなまるうどん 

２００５年 7 月東京・渋谷公園通り店で、指紋認証システムを利用した代金の自動割引

サービスを試験的に開始する。同サービスは、予め１０００円を支払うと１カ月間来店す

るたびに飲食代金から１０５円割り引いてもらえるというもの。割引対象者は登録した指

紋で認証する。お客にとってはポイントカードなどを持ち歩く煩わしさがないというメリ

ットがある一方、店にとっては話題性や手軽さからお客の来店頻度アップを見込めるとい

う利点がある。同社では同サービスにより、リピーターの１カ月当たりの来店頻度が現在
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の４回から１３回に増えるほか、１１月末までの１カ月間で、客数が１１％増、売り上げ

が１％増になると見込んでいる。渋谷公園通り店での状況をみて、全店に導入する予定だ。 

 

 

ファーストキッチン 

ハンバーガーチェーンのファーストキッチンは、ポイントカードで獲得した固定客を生

かしながら、携帯電話を核にした組織への切り替えを徐々に進めている。同社が会員組織

「ＣＬＵＢ－ＦＫ（クラブエフケイ）」を立ち上げた。入会金１００円を支払って会員にな

ったお客に、年３回試食券を送付するほか、１００円買い上げごとにポイントを加算し、

ポイントが一定数貯まると、オリジナルグッズなどの景品を提供していた。景品に凝るな

ど、力を入れたことが奏効し、会員数１２万人を数え、売り上げに占めるポイントカード

利用率も９～１０％に上ったが、２００２年１月から、「ＣＬＵＢ－ＦＫ」の新たな展開と

して、携帯電話を活用した会員制サービス「ケータイ版ＣＬＵＢ－ＦＫ」を立ち上げた。

ポイントカードの新規募集は停止し、切り替えを促した。 

さらに２００３年 1 月には、この「ケータイ版」をより使いやすいものにするためにイ

ンターフェースや特典を大幅にリニューアルしている。その狙いの一つは、コストダウン。

従来の「ＣＬＵＢ－ＦＫ」は、入会金収入はあったものの、年３回の試食券の郵送費や景

品の費用など、運営コストが多い時で年間７０００万円掛かっていた。「入会金をいただい

ている以上、年３回とうたっている試食券の送付回数は減らせない。だが、コストの面で

負担は大きい。そこで、もっと低コストのツールはないかと、携帯電話に着目した」とい

うわけだ。「ケータイ版」では、会費を無料とし、ポイント制も止めた。 

その一方で、会員登録をすると、「１０％OFF」の会員割引画面を見せるだけでほとんど

の商品の価格が１０％割引になる、新商品半額などのクーポンを毎週月曜日にメール配信

する、などの特典を付けた。現在、この「ケータイ版」の会員数は、２万９０００人。こ

れ以外に従来のポイントカード利用者が４万人弱残っているが、「ケータイ版」では郵送費

や景品コストが従来程掛からないため、両者合わせて「ＣＬＵＢ－ＦＫ」の今年の運営コ

ストは１５００万円まで下がる見込み。「ケータイ版」はコストダウンに大きな貢献をして

いる。お客さまにとっての使い勝手も、改善した。 

毎週利用者に配信されるクーポン券は、携帯画面を見せるだけでＯＫという手軽さがあ

るせいか、利用率が高く、これまでのところ、どのクーポン券も１５～２０％の回収率が

あるという。「年３回しか配布しないため、新商品キャンペーンなどに合わせたタイミング

での配布になってしまう試食券に比べ、携帯電話は、こまめにクーポンを出すことができ

るため、新商品の中に埋もれてしまった定番商品を取り上げるなどの戦略的プロモーショ

ンにも有効である」と同社。 
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マクドナルド・任天堂 

任天堂は、ニンテンドーＤＳのパブリックスペースでの利用に関し、日本マクドナルド

とエヌ・ティ・ティブロードバンドプラットフォーム（以下、ＮＴＴＢＰ）をパートナー

企業とし、「ニンテンドースポット」実験サービスの取り組みをスタートすると発表した。

この試みは、ニンテンドーＤＳの新たな利用シーンを創出すべくトライアルであり、さら

なる普及と活性化を促し、“所有者の生活を豊かにするゲーム機”とする任天堂の理念を

定着させることを目的としている。 

日本マクドナルドでは、世田谷区および杉並区内のマクドナルド２１店舗において期間

中、ユーザー所有のニンテンドーＤＳにニンテンドースポット専用ブラウザーソフト「ニ

ンテンドースポットビューア」を、無線通信機能により無償配布する。店内でニンテンド

ースポットビューアを使用して電源を切るまで、マクドナルドがニンテンドーＤＳ用に作

成した、商品情報や販売促進を目指した各種キャンペーン情報のホームページ「マクドナ

ルドニュース」や「食育の時間」を閲覧することや、任天堂のサーバからＤＳソフトの体

験版ダウンロードなどが楽しめるとのこと。 

 

 

最後にＣＳ向上を主に目的としている事例を挙げる。 

 

 

てんや 

 天丼のてんやで「新てんやｆａｎ倶楽部」というサービスが２００８年１０月１６日に

開始された。新制度では携帯電話のインターネット接続サービスを活用。実際に店を訪れ

た利用客の声を集めながら、来店を促すという２つの要素を柱とする。現在、多くの外食

チェーンでモバイルプロモーションを活用しているが、割引クーポンの配布が中心。「新て

んや fan 倶楽部」では割引キャンペーンから脱却し、一方的な情報提供ではなく、利用者

が発信する声や意見を拾い上げて店舗の運営や店作りに活用する。 

サービスとしてはポイントサービスが主であるが、その中でも注目したいのがアクショ

ンポイントとしてメニューなどについての意見・提案・要望をＥメールで送ると内容に応

じて、商品券などがもらえるポイント発行されるというものである。さらに店舗のレジ付

近に毎日違うキーワードを掲示しておき、会員顧客が来店時にその文字を携帯の専用サイ

トで入力すると 1 ポイント与える。１００ポイントを貯めるとブロンズ会員と認定する。

ポイントごとにシルバー、ゴールドとランクアップしていき、各水準に達したごとに商品

券や、会員限定の新商品試食会への参加などの特典を与えている。 

 

 

ＣｏＣｏ壱番屋 



                 Ａ５Ｐ２１０７７ 鈴木紀貴 

 13

 多くの飲食店がアンケート用紙を利用して顧客の声の収集を行っている。しかし、現状

ではその声を活かしているのか、顧客から出た質問の答えなどが分からないままで、対策

には不十分でありアンケートデータを戦略的に活用できていない企業が多く存在する。ア

ンケートやホームページから受けた意見・質問に対してフィードバックしている企業とし

ては、「ココ壱番屋」が力を入れているように感じる。ＣｏＣｏ壱番屋の葉書の質問事項に

は他社と大きく違う点がある。それは「利用のきっかけ」「継続利用の理由」を質問してい

る。 

 多くの企業は料理の味や従業員のサービスレベルを聞いている。しかしこの２点は顧客

の特性を把握するためには極めて大事な要素であり、顧客の属性がより明確になり、販促

活動や改善活動などのマーケティング政策に具体的に活かすことが出来る貴重な情報であ

る。ちなみにＣｏＣｏ壱番屋はこのアンケートを回収し分析した結果を反映させたマーケ

ティング戦略の立案・実施・店舗マネジメントのサイクルで回すことにより１０００店舗

を達成している。顧客の声を店舗にフィードバックする環境が整っている。ちなみにアン

ケート用紙は社長自らが 1 日７００通もの葉書きに目を通してから各部署に送られるよう

になっている。 

 

 

 

第四章 比較･分析 

この章では前章で取り上げた事例の比較と分析を記す。 

 

（１）比較 

 ここでは各事例を「情報媒体」「目的・役割」「メリット」「デメリット」を項目として比

較していく。 

 

主に集客を目的としている事例 

 

 情報媒体 目的・役割 メリット デメリット 

ロッテリア 
学生がブログを利

用し顧客に口コミ

してゆく。 

商品を口コミで知

ってもらい集客を

目的としている。 

口コミでの評判を

知ることが出来、

来店機会が増え

る。 

企業が顧客の情報

を得にくい。 

 

集客とＣＳの両方を目的としている事例 
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 情報媒体 目的・役割 メリット デメリット 

和風居酒屋「ＣＵＢＥ 

ＨＡＫＯＮＩＷＡ」 
携帯電話のメ

ール 

顧客にクーポン

などを添付した

メールを送り、来

店機会を促す。 

顧客は手軽にク

ーポンを手に入

れられる。 

企業は会員情報

を簡単に管理出

来るようになっ

ている。 

迷惑メールと同

様に感じられて

しまうことがあ

る。 

ｅｐａｒｋ 
携帯電話のサ

イトや店頭に

設置してある

端末 

順番待ちを申し

込み、待ち時間が

分かり、顧客の来

店機会を増やす。

予約情報は双方

が把握できるの

で、スムーズな来

店・接客が出来

る。キャンセルが

減る。 

会員登録をしな

ければ利用する

ことが出来ない。

細かい顧客情報

は分からない。 

はなまるうどん 
自分の指紋を

キーとして店

舗に設置して

ある端末 

スムーズな会計

や割引特典で顧

客の来店機会を

増やす。 

前もってチャー

ジをしておけば、

スムーズな会計

が可能。 

会員登録時に情

報を入力するの

でマーケティン

グの材料となる。 

会計時に毎回割

引特典があるの

で、安価な商品ば

かり注文される

とあまり利益は

上がらない。 

ファーストキッチン 携帯電話のサ

イトやメール 

毎週配信される

割引特典で顧客

の来店機会を増

やす。 

会員限定の画面

を見せるだけで

割り引かれると

いう手軽さが良

い。 

こまめにクーポ

ンを発行できる

のでプロモーシ

ョンにも有効で

ある。 

今まで行われて

きたポイント制

がなくなってし

まった。 



                 Ａ５Ｐ２１０７７ 鈴木紀貴 

 15

マクドナルド・任天堂 店内に設置し

てある無線端

末とニンテン

ドーＤＳ 

専用のキャンペ

ーンを実施して

おり、ニンテンド

ーＤＳの新たな

利用法と目指し、

それを利用する

顧客を呼び込む。

マクドナルドの

商品情報や販売

促進の情報を閲

覧でき、ＤＳソフ

トの体験版など

をダウンロード

することが出来

る。 

ニンテンドーＤ

Ｓを持っていな

いと利用できな

い。 

顧客の情報を得

にくい。 

 

 

主にＣＳ向上を目的としている事例 

 

 情報媒体 目的・役割 メリット デメリット 

てんや 
携帯電話のサイ

ト「新てんやｆ

ａｎ倶楽部」 

顧客の声を収集し

ＣＳの向上を目的

とする。 

顧客はメールを送

るだけで企業に意

見や要望を言え

る。 

その内容に応じて

ポイントを発行し

特典がある。 

新しく始めたせい

かサイトのコンテ

ンツが少ない。 

ＣＯＣＯ壱番屋 店頭に設置して

あるアンケート

用紙やホームペ

ージのＱ＆Ａ 

顧客の声を収集し

ＣＳの向上を目的

とする。 

アンケート用紙は

店頭や各テーブル

に設置してあっ

て、待ち時間など

に気軽に書くこと

が出来る。 

「利用のきっか

け」「継続利用の理

由」などの他店と

は違った質問項目

により、より具体

的なマーケティン

グに活かせる。 

顧客に書いてもら

わないと意見など

が分からない。 

特典などない。 
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（２）分析 

 比較してみて会員登録をしなければ利用することが出来ないシステムが多いように感じ

る。企業側から見れば会員登録をしてもらえれば顧客の情報を得ることが出来るが、積極

的な顧客でなければ登録が面倒くさいというのが現実である。 

携帯電話を利用したサービスが多い。携帯電話の普及により顧客は店舗にいながらにし

て、従業員の手を経ることなく情報を店側に伝えたり、受け取ったり出来る。回収された

データは瞬時に加工され必要部署や店舗にフィードバックされる。この仕組みの優位性に

気づき採用する企業は増えている。またサービスの提供業者も増大しており、ビジネスと

しても有望分野といえる。今後顧客情報の管理と活用が一層重要となるだろう。 

ＣＳ向上を目的としている事例で挙げた企業は現場の顧客の声を収集することに非常に

力を入れている。顧客の声を収集した結果というのはフィードバックされ今後のマーケテ

ィング政策にも活かされている。比較してみてウォンツ情報を収集し活かしているのは挙

げた中ではこの２社であると思う。 

 

第五章 まとめ・考察 

この章では前章のまとめとこの論文を通しての考察を記す。 

 

（１）まとめ 

 クレームを対応が求められる情報ルートはどの企業にもある。しかしながら顧客の声が

正確に収集される仕組みはまだなく、不満足氷山の海面下にある先手をとって手を打ちた

い情報はスムーズに共有化されていない。潜在的な顧客ニーズへの対応の情報源をとるた

めには仕組みづくりが必要になってくる。現場から収集される顧客の声情報に対して計画

される各種の対策や戦術は時として店舗に対して画一的・一方的なものとなりやすい。顧

客情報を本部・店舗が共有することは改善アクションに対して高い効果を生む。 

 顧客満足は永遠のテーマである。企業間競争がはげしくなればなるほど多少の品質の向

上や差別化では顧客は満足しなくなってきている。また反対にちょっとした対応のまずさ

でも、すぐに顧客は不満を感じ、いくらでも代替店舗が存在する現状では、不満を顧客の

声として伝えることなく簡単に愛顧する店を変えてしまう。その潜在的な顧客の声に対し

て対処できる企業がこれからのフードサービス･ビジネスの成長のモデルとしていくので

はないかと考える。 

 

 

（２）考察 
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集客とＣＳのバランス 

 

 第３章で挙げた事例から考えるに、集客とＣＳ向上の両方を目的としているシステムや

サービスは必ずしも両方の目的を達成できるとは限らないと思う。実際には両方とは言い

がたく集客を目的としての利用が多く顧客のウォンツ情報まで知ることが出来ない。一方

的な情報提供では顧客には良いサービスではないと思う。私は不満足氷山の海面下にある

顧客のウォンツ情報を得るためには、どちらかに秀でたシステム・サービスの方が良いの

ではないかと考えました。企業と顧客の双方の意見が分かる「てんや」の事例のようなア

ンケートや意見などの直接的な声を聞くことによって明確にウォンツ情報を得て対策をと

れるような企業が今回の論文テーマにおける良い企業であると思う。 

 

 

真の顧客満足を求めて 

 

立地、商品、店舗デザイン、サービスなどにより差別化の戦略をとって成長してきたフ

ードサービス産業であるが、市場が成熟した現状を見ると今後の戦略においての最重要課

題は各企業ともサービスレベルの向上におかれるであろうと感じた。フードサービス産業

は人間産業ともいわれるがそこにおける運営の実態はいまだに労働集約度の度合いが高い。

業態及び店舗ごとに、状況に応じたサービス・リカバリーの効果について分析し、それを

個店や従業員レベルで共有化したり、サービスの改善提案につなげたりすることが重要で

ある。そのためには、失敗の内容と、それに至った経緯の原因を正しく分析し、それに対

する対処と効果についてもデータベース化した上で、従業員が必要に応じて、それを容易

に活用できるような情報共有化のためのシステム作りが求められる。 

ここにきてＩＴ技術はロボット技術とあいまってフードサービス産業の姿を変えてしま

う可能性が高くなってきた。高齢化が進む日本の市場においてこれからの時代に適応する

業態開発が望まれている。このマーケットニーズに合わせて業態開発競争が一段と激しく

なっていくのは明らかである。ＩＴと機械技術を組み合わせた新型スタイルともいうべき

業態が開発される日もそう遠くない。ＩＴ技術の高度利用により従業員の単純労働が軽減

され真のホスピタリティーが展開されるフードサービス産業時代の到来が予想される。 
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