
河野中小企業診断士事務所 代表 河野健一
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雇用調整助成金・教育訓練研修プログラム
～店舗運営と販売促進研修（基礎講座）～



2 講師プロフィール
1962年福岡県北九州市生まれ

・福岡県立東筑高等学校→青山学院大学経営学部経営学科卒業

・大学卒業後、日本通運福岡航空支店にて航空貨物輸出営業（3年在籍）

・日本通運退社後、インテリア雑貨販売会社㈱アクタスへ入社（22年半在籍）

在籍中、小売店舗販売→店長・法人営業→九州エリアリーダー

・公益財団法人日本生産性本部経営コンサルタント養成課程卒業（17期生）

・2016年10月中小企業診断士資格登録（経済産業大臣登録番号415679)

・11月より、河野中小企業診断士事務所設立

連絡先：福岡市中央区渡辺通5-14-12 南天神ビル3F  TEL:092-687-6438 FAX:092-687-6401

携帯：090-1970-3376

主な資格

公益財団法人日本生産性本部 認定経営コンサルタント・中小企業診断士

商工会議所認定 ビジネス法務2級、1級販売士

事業再生士補

●趣味は、中距離走・ウエイトトレーニング（15歳から42年間継続中です）

●愛犬アトムと夫婦の3人暮らし

tel:092-687-6438


3 主な業務実績
●2017年４月～2020年３月 福岡市経営相談員（担当領域：販売戦略等）

●2018年４月～2020年３月 福岡県よろず支援拠点コーディネーター

●2017年～2020年３月 福岡県働き方改革派遣アドバイザー

●2018年9月～2019年１月 佐賀市商業事業者育成事業 派遣講師

セミナー＆現場実査、改善助言

●2018年６月 福岡商工会議所補助対象職員向け研修講師

小売業者向け各種調査分析手法の基本

●2018年１０月 宮若市創業セミナー講師

●2020年１月 西鉄労組組合員に対する【西鉄の決算書を読み解く】セミナー講師

●2020年３月 唐津東商工会 個別経営相談会

●2020年６月～ あさぎり町（熊本県）農業事業者への事業改善提案

その他

広告業企業の顧問

経営革新計画策定１７社、経営改善計画策定１０社、

2020年 北九州市商工会議所主催セミナー登壇予定

上記のように、主に小規模事業者に対する現場改善支援や、経営改善計画策定まで、幅広い業種（特に物
販業）に対する業務を行っています。



本日お伝えしたい事

Ⅰ．売場作りの基本

Ⅱ. リピート対策（効果的なDMで集客アップ）
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Ⅰ.売場作りの基本

①店舗コンディションとは？

②インストアマーチャンダイジングって何？

③回遊性とは？

④客動線調査の手法

⑤商品陳列の基本

非計画的購買率を高めるために売場で必要な基本知識
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①店舗コンディション
□実際の売場でありがちな状況

●顧客は陸上のマラソン選手の水分補給のように走り続けながら、商品を選択するこ
とはない。必ず、一旦立ち止まってから商品・メニューを選ぶ。

つまり、売上を上げるためには顧客を立ち止まらせる必要がある。

●こんな事を売場で感じたことはありませんか？

・店が目立たない。素通りされる。印象に残らない。

・店頭に邪魔な物がある。（整理できていない）

・店頭が清潔でない。

・単調なディスプレイで個性がない。（無表情、平凡）

・照明はあるが、どことなく暗い印象。

・ボリュームはあるが、質の良さが伝わってこない。

・什器やPOP、メニューのデザインが不揃いで落ち着かない。
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店舗コンディション
□入店客の購買モチベーションを喚起させる必要性

●入店した顧客のうち、事前に何を買うか、何を注文するかを決めている割合は

２０％である。

●８０％は、買う商品や注文するメニューを店内で決めている。

●何を買いたくなるかは、店舗内の売場イメージに大きく左右される。

顧客のモチベーションを喚起させる店舗空間の仕掛けが必要
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店舗コンディション
□店舗空間演出の４条件（きれい、便利、活気、快適）

店舗空間演出

４条件

３C＋F

きれいさ

Cleanness

活気

Freshness

便利
Convenience

快適性
Comfortable

五感に響く売場作り
（視覚・聴覚・触覚・臭覚・味覚）
最も重要なものは「視覚訴求」
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店舗コンディション
□チェックリストの活用

4つの基本 場づくりの視察ポイント（５０点満点） とても良い 良い 課題あり

1 店（店舗前、入口、店内、トイレ、レジ周り）は清潔か、整理整頓は？

2 従業員の身だしなみは清潔か

3 POPやメニューが汚れていないか

4 商品の彩りはきれいか

5 食器や什器などの備品はきれいか

6 従業員の声があふれ、活気をかんじさせるか

7 従業員に笑顔があるか

8 新鮮さを訴求する工夫があるか（例：鮮度の訴求、POPやメニューの工夫）

9 商品や料理にボリューム感を感じさせる工夫があるか

10 商品・料理を選びやすいように品揃えされているか

11 商品・料理・食器を手に取りやすいディスプレイか

12 商品・料理の差別化要素を訴求する工夫があるか

13 顧客は容易に試す事ができるか（試食・試着・試読・試供）

14 在庫やメニューに品切れがないか

15 店内の標識は視認しやすいか（例：トイレの場所）

16 店内は歩きやすいか（通路の確保）

17 店内の空調（温度）は適切か

18 分煙が明確か

19 店内の照明は店の雰囲気に合っているか

20 店内の香りは購買意欲をそそるか

21 異臭がしないか（例：トイレ）

22 BGMは店の雰囲気に合っているか

23 内装や椅子・テーブルは店の雰囲気に合っているか

24 接客は丁寧か（例：注文時の復唱・お礼、退店時のお見送り）

25 接客は迅速か（例：レジ清算、ファーストドリンク）

小計

合計

きれいさ

活気

便利さ

快適性
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②インストアマーチャンダイジング（ISM)って何？
□店頭での商品購買力を強化する基本的戦略

中心的なテーマは３つ。

①定番商品の売場効率を従前よりも向上させる棚割の
企画・検討

②エンドスペースやプロモーションスペースの売場効
率を高めるような企画テーマの設定やディスプレイ

③店内の各売場への立寄率の向上によるフロアマネジ
メントの推進
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□ISMの体系

ISM

スペースマネジメント インストアプロモーション

フロアレイアウト 棚割り 価格主導型 非価格主導型

客単価方程式

客単価＝動線長×立寄率×視認率×買上率×買上個数×商品単価

動線長・・・店内の顧客買い物動線の長さ

立寄率・・・各売場に立ち寄る確率

視認率・・・立ち止まって個々の商品を見る確率

買上率・・・視認した商品を買う確率
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③回遊性（客動線）とは？
回遊とは、顧客が店舗内を歩き回る事

当たり前ですが、回遊性を高めると

①売場や陳列棚との接触の機会が増え、衝動買い・ついで買い機会が増える。

つまり、売上が拡大する。

②顧客一人一人がバラバラに法則性なく歩くと、店内は混雑し顧客にとって不快な店
舗に感じる。

回遊性の悪い通路はないか？規則性があるか？を調査・分析する必要がある。

回遊性は、店舗のみならず、駅周辺・商業施設内・飲食街にも適用可能。
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回遊性事例（１）
コンビニエンスストアの場合 なぜ、このようなレイアウト

が多いのでしょうか？
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回遊性事例（２）
スーパーマーケットの場合
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回遊性を高める方策
①レイアウトの変更

●陳列棚の向きや、長さを変える事で回遊性を変化させる。

●陳列棚の高さを変える。

女性の目の高さよりも背が低い陳列棚の導入により、店舗奥までの見通しを良くし、回遊性を高める。

②レイアウト表示の工夫

●店舗入り口に掲示する。

●店舗レイアウト図を配布する。

●店内標識をわかりやすくする。

③聴覚による情報発信

●調理の音（焼く、揚げる）を意図的に聞こえるようにする。

④嗅覚による情報発信「シズル」

●大型書店「ジュンク堂」は、広い店内の奥にコーヒーショップを導入し、回遊性を高めている。

●JRのエキナカでは、シュークリームなどの甘い匂いがする店舗を導入し、新たな顧客層である女性客の
駅内消費を高めている。

⑤POP・VMD・クロスマーチャンダイジング・デジタルサイネージ・試食・タイムサービスなどの活用
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回遊性の副作用
最適解は、顧客が出してくれる

出入口 出入口 出入口 出入口

●左図は、通路が長く、中の回遊性が悪い。

●解決するためには、右図のように通路をたくさん設けると、回遊性は高まる。

●しかし、棚レイアウトが細切れになり、連続性がなくなる。その結果、ボリューム感が不足する。

もしくは、棚と棚が離れ、買い物がしにくいという弊害も生じる。

売場で仮設検証を行い、PDCAを繰り返すことが大切

16



④客動線調査の手法
客動線調査の目的

①物言わぬ「買い回り動線」から、業務改善のポイントを探る。

②いわば、店舗内の通行量調査である。

③店舗スタッフは、普段、そのフロアで仕事をしているが、忙
しいために、顧客の購買行動をじっくり観察する時間がない。
そこで、調査実地の際には店舗スタッフにも参画してもらうと
顧客視点の啓蒙（意識付け）の効果が得られる。

④定量的に測定することで、今までの感覚でしか捉えられな
かった事実が共有でき、新たな発見につながる。
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□客動線調査の手順例
⑥ ⑤ ④

㉓ ㉒

③

⑦ ⑩　　㉛ ⑫　　⑬ ⑯

⑳

㉔ ㉚ ⑱ ⑲

㉕ ㉗ ②

⑧

⑪　　㉜ ⑭　　⑮ ⑰ ㉑

⑨ ㉝ ㉖ ㉘ レジ

出入口

男・女

20代 30代 40代 50代 60代以上

滞留時間

曜日 日 月 火 水 木 金 土

時間帯 10～12 12～14 14～16 16～18 18～20

給料日前 給料日後

天気 晴れ 曇り 雨
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□客動線調査実例19



□展示構成場所改善提案例20



□客動線調査実例
改善提案実例（１）
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改善提案実例（２）22



改善提案実例（３）23



⑤商品陳列の基本
売場の「ノイズ」を減らす陳列手法

●顧客にとって買いにくい売場を「ノイズ」のある売場と呼ぶ。

要するに「ごちゃごちゃしている」のである。

●ノイズの原因は、大きく２つある。

１）関連性や脈絡がなく、統一感に欠ける。

２）オーバーディスプレイ（あれもこれも）

●ノイズカットのキーワード

規則性・統一感・バランス・全体最適・ストーリー性

つまり、売場にも「５S」が不可欠なのである。
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□見えづらくわかりづらい代表的例

●脇役であるはずのPOPが大きすぎて、主役の商品が目立たない。

●演出が過剰すぎて、かえってポイントが不鮮明

●商品の種類が多すぎて見づらい、選びづらい。

●陳列に関連性がないため、自然な購買行動がとれない。

●棚の手前がスカスカ。
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□統一感ある陳列をする為のポイント例

例：食器売場 例：リカー売場

同一または類似品種を基準にする お皿を集める ビールで絞る ワインで絞る

素材・色・柄を基準にする 皿の色と形で区別する 国産・輸入で区別 赤と白または銘柄で区別

サイズ・容量を基準にする 手前が小さく、奥になるほど ビンと缶で区別 容量で分ける

大きくなるように陳列する

価格を基準にする 手前が安く、奥になるほど 定価と特売で分ける 数種類の価格帯で分ける

高価になるように陳列する

商品の顔（フェイス）を揃える 表面で揃える 商品ラベルが顧客に見えるように揃える
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□陳列の基本知識（１）
商品のフェイスを増やす
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㈱フィールドマーケティングシステムズ 買い場を創るコラムより



□陳列の基本知識（２）
売りたい商品をゴールデンラインへ
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□陳列の基本知識（３）
重さ・価格帯で陳列の上下を決める29



□陳列の基本知識（４）
購買率を上げたい商品は中央または右側へ配置
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□陳列の基本知識（５）
売上の弱い商品は、強い商品の間又は両サイド32



Ⅱ．リピート対策
効果的なDMで集客アップ

33

①DMの目的

②ＤＭの市場背景

③DMの反応状況

④DMとマス広告の違い

⑤DMに必須の顧客管理術

⑥ＤＭ作成上の基本知識

⑦DM費用対効果測定

⑧DM事例



34 ①DMの目的

目的１．新規客、見込顧客を見つける

商品の直接購入のみならず、資料請求、セミナー・イベント参加を促す段階

目的２．見込客に購入を促す

問い合わせや資料請求してくれた見込顧客、セミナーやイベントに参加してくれた見
込顧客などに購入や来店を促す段階

目的３．既存顧客にリピートを促す

一度購入をしてくれた顧客に、季節イベントや招待会などリピートを促す段階

顧客のL.T.Vを最大化することが目的



35 ②ＤＭ市場背景

みなさんもお分かりのように、媒体としてはインターネット
広告の伸びが一番高くなっています。その一方、紙媒体であ
る折り込みや雑誌、フリーペーパーの市場は減少傾向ですが、
DM市場は約3800億円前後で推移しており、他の紙媒体と比
較しても、横ばい状況で推移しています。

また、日本郵便では年間約40億通程度のＤＭが取り扱われて
いる。



36 ③DMの反応●週平均DM受取通数
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●閲読状況
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●ＤＭを見て行動起こした理由
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39 ④ＤＭとマス広告の違い
【マス広告】

特にテレビＣＭは認知拡大には絶大な威力を発揮するが、

①莫大な費用がかかり、実行できる企業は限られる。

②具体的にどれだけ売上に直結したのか、費用対効果を測る方法がない。

【ＤＭ】

500通送って何件来店があり、何件購入し、どんな商品を購入したかを測定する
ことが可能である→誰が、いつ、どんな商品を、いくら購入してかがわかる（Ｐ
ＯＳシステムがなくとも、規模に応じた顧客管理（データベース管理）を継続し
ていることが大前提ではある）→この情報を蓄積すれば、より顧客満足につなが
るワン・ｔｏ・ワンマーケティングが可能になる。

顧客生涯価値（Ｌ．Ｔ．Ｖ）の拡大につなげられる



40
⑤ＤＭに必須な顧客管理術
●固定客を逃がさないマーケティング

●一般客：お店の第一印象が重要

●知人客：店員とお客様が互いに
なんとなく顔を覚えている

●友人客：店員側が、お客様の好
みや属性を把握している

●信者客：絶対その店でしか買わ
ない

固定客とは、友人客以上

固定客づくりがスタートライン

一般客



41 ●固定客を作る目安
【３回安定の法、10回固定の法】
＊１回買ってくれたお客様にどうやって３回買ってもらうか？

＊３回買ってくれたお客様にどうすれば１０回以上買ってもらえるか？

基本手法は、「来店に対するお礼状」から

×【昨日は、ご来店いただきありがとうございました。またのお越しをお待
ちしております】

〇【昨日は、ご来店いただきありがとうございました。〇〇様がおたずねの
和らかめの寝心地のベッドが入荷いたしましたので、ぜひご来店ください】



42 ●顧客カルテをデータ化する（情報共有）
昔の呉服店では、火事の時に真っ先に持ち出すのは「顧客台帳」だった。

●最低限必要な項目

①住所

②氏名

③電話番号

④購入商品

⑤購入金額

⑥購入日

プラスαとして

【家族構成】【趣味】【職業】【家族の誕生日】【結婚記念日】【好みのデザイン】

【性格】【来店時に印象に残った会話】

●ポイント付与サービスなどで、最低限の顧客情報を収集する！！

●個人情報の取り扱い方には要注意（改正個人情報保護法
確認の事）

最低限、これらの要素をパソコンでデータ入力していなけ
ればならない。アルバイトを使ってでもやるべきである。
また、リストのメンテナンスも重要。引っ越しや宛名不明

で返送されたものは、必ずチェックしておく。



43 ●RFM分析で顧客名簿を分析する。
上位20%顧客が80%の利益をもたらす。

●R【最新購買日】

最新購買日を新しい順に並べれば、一番上に来る顧客が良い客となる。

購入して間もない＝店や商品について記憶がしっかり残っている。

●F【利用頻度】

顧客の利用回数を多い順番に並べれば、一番上に来る顧客が良い客となる。

Fが低い客が少ない＝新規顧客獲得の企画が必要

●M【購買金額】

Mの多い順に並べれば、一番上に来る顧客がマネタリーの高い客となる

すべての顧客に均一のDM発送は、経費の無駄遣い



44 ⑥効果的販促活動の為のDM活用の基本
【３つのポイント】

●DM送付の大義名分を明確に伝える（一般客より先にお買い得
情報を伝える）

特別招待会への事前案内、新商品事前発表会

●特別扱いしている事を伝える。

当店のお得意様限定の特別価格

●商品を購入して使うことによる、お客様から見た【生活使用
価値】を訴求。

こんな効果があります。 こんな悩み解消します。



45 ●集客を目的としたDM戦略を立ててみる
お店が売りたい商品ばかり載せていないか？

・販売促進を行う際、「集客」と
「販売」のどちらかを目的とするか
を明確にしなければ、どっちつかず
の中途半端な結果に終わるケースが
多い。

・お店の取り扱う商品にもよるが、
「お客様を多く集めないと、どんな
商売も始まらない」。

特に、セール時期のDMは要注意！！

売場作りとの連動にも注意！！

購入頻度 購入頻度

高い 低い

平均客単価商品群

来店率UPには集客商品を載せるのが効果的

価格高い

価格低い

集客商品

お客様来店時に、
一目でわかる場
所に陳列できて
いるか？



46 ●お客様が喜ぶDMを作ろう。
ストーリー性やワクワク感を掻き立てる。

①プレミアム（特典）

●来店ノベルティ→【とりあえず行ってみよう】

②成約者抽選プレゼント

（景品表示法では、商品最高額は10万円まで、商品総額は予想取引総額の２％まで）

キャンペーン期間中、抽選で10名様に5万円分の商品券プレゼント

→買おうとする商品があり、他店とそれほど値段や質に大差なければ選択可能性大。

③ナンバリングの魅力

→お客様独自のナンバーをDMに印字→当選者発表は当日の売場にて。

→DMの保持率が高まる＝来店促進



47
●DM封筒には、見てもらえる仕掛けを
ゴミ箱行きにならない工夫を

DMは中身を見てもらえるかが勝負！！

【未開封のまま捨てられるDMの割合は約７割】

●番外編

異物封入（触覚・聴覚・臭覚に訴える）

文房具・鈴（５mm程度）・入浴剤etc

*いずれも、郵便局に事前相談しましょう！

ミシン目を入れて開封しやすく

店長　河野

あと２日で終了です

先着1０名様特典在中

無料プレゼント企画在中

ご来店お待ちしてます

来てください！見てください！

【おやっ】
と思わせる
コピー

文字ばかりでは
ダメ



48 ●心をこめた手紙を書く
パソコン万能時代を逆手にとる

事例）

一人娘のためにひな人形を購入しようと思い、２つの人形店に資料請求した。

【大手会社】

見栄えの良いカラーカタログと簡単な送付状１枚

【老舗人形店】

カラーカタログ、人形作りのこだわりを記載した冊子、人形選びのオリジナルビデオ、
ひな人形職人の直筆の手紙４枚

あなたならどちらに差別化と意外性を感じますか？

すべてが効率的であればよいとは限らない！！



49 ⑦DM費用対効果測定

業種別レスポンス率表（参考）

酒販店

家具販売店

家電量販店

スポーツ用品店

カメラ・時計・宝石

仏壇・墓石

美容院

パチンコ

パン屋

飲食・レストラン

14～20

業種 レスポンス率目安（％） 業種 レスポンス率目安（％）

呉服店

寝具店

婦人・子供服店

靴店

自動車販売店

3～5

7～10

5～7

2～3

15～20

10～15

20～30

7～10

5～7

5～7

7～10

7～10

4～10

3～5

チラシ・DM活用の極意（同文館出版）より



50 ●DM方程式で費用対効果を測定
【公式】

【客単価】×【粗利率】×【レスポンス率】＝〇〇〇円≧DM１点当たりコストの２倍

コストを2倍する根拠は、DM作成以外に発生する人件費（準備作業等）を加味。

●客単価＝お客様一人当たり購入金額÷購入客数

●粗利率＝粗利÷売上金額

●レスポンス率＝購入客数÷DM送付数

（来店客数や問い合わせ件数を言う場合もあり）

【検証例】

封書DMを特別招待会で行った家具販売店のケース。

●客単価は30,000円だった。●粗利率は20%だった●レスポンス率は5%

●DM１点当たりコストは100円（製作費・印刷代・郵税）

30,000円×20%×５％＝300円≧200円（100円×２倍）→店の利益に貢献している！！

仮に、200円以下になった場合は、「客単価」「粗利率」「レスポンス率」のいずれかを上げて
いく策が必要！！



51
⑧DM事例
●顧客自ら知人に情報発信するDM

【事例で学ぶ】成功するDMの極意 全日本DM大賞年間2017より



52 ●浄水効果が体験できる
スターターキット付お試しDM



53
●特別バッグで休眠顧客を呼び戻す
特別マイバッグ付きDM



54

●入学意思決定を後押し
SNSで話題を呼んだ【桜咲くDM】



55
●温もりあふれるレターで定期購入に
引き上げ



56 ●シンプル手法で高レスポンス
商圏の特徴も計測



個人商店でもできる来店客動向調査
～どこからお客様が？～ 【ドットマップ】

57



最後に。。。

本日、お話ししました内容が全て受講者のお店や会社
で活用できるものではないとは思っていますが、

一つでも受講者の方のヒントになれば幸いです。

58


