一新しいチャレンジ！

努力と工夫でお店をPR！−
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パソコンとWE

あります︒なんだか面倒−・と思うか
もしれませんが︑実はとっても簡単
で︑パソコンにW⁝Bカメラを取り
付けて︑ソフト ︵CD︶をパソコン
にインストールするだけ︑で完了です︒
例えば︑こんな使い方はいかがでし
ょうが︒今月のイチオシ料理をテー

ことは苦手！と
いう方も多いで
すが︑パソコン
とW！Bカメラ
を使ったPRか

デジタルな

のPR方法を一度見直してみる﹂と
いうことかあると思います︒そこで
今号の特集では︑これまで実行して
みなかった新しいことにチャレンジ
する場合に︑どんなPR方法がある
か考えてみました︒あのスーパース
ターのイチロー選手もこれまでの自
分自身の殻を破いて新しい環境で頑
張っています︒私たちも負けていら
れません︒あくまでも参考例になり
ますがご興味のある方はチャレンジ
してみてはいかがでしょうが︒

ちに出来ることの一つとして﹁お店

鰻業界にとってはシラス鰻の取れ高
が気になる時期ですが︑現在︑私た

2012年夏の繁盛期も終わり︑

には負けられない！

ブルの上に置き︑W⁝Bカメラで撮
影します︒ホームページを見たお客
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キャンペーンは

様は出来立てのイチオシ料理をイン
ターネットで見ることができます︒
その他︑鰻を一番美味しそうに見せ
る方法として︑タレをつけて焼いて
いるところをW⁝Bカメラを使って
インターネット上で見せたり︑店頭
にモニターを設置して見せることが
できます︒
W⁝Bカメラの最大の特徴は生中
継を簡単にできることです︒お店と
してこれだけ丁寧な仕事をしている
ことをお客様に見せたいと思えば︑
その調理シーンをリアルタイムで見
せることか可能です︒
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お店のPRとしてキャンペーンを
開催することは一般的ですが︑単体
で実行してもあまり効果はありませ
ん︒例えば︑今月はうな重を注文さ
れた方には3種類の中から1品だけ
料理が追加注文ができるとした場合︑
当然︑店頭にポスターを張り出しま
すが︑さらにノポリを立てる︒呼び
込みをする︒常連のお客様にD＝を
送る︒チラシをポスティングする︒
などなど︑様々な方法と連動するこ
とで更に効果が上がります︒使える
広告費はお店によって異なると思い
ますが︑ここで重要なことはキャン
ペーンを実行するときは︑複数の広
告展開を同時に行うことが非常に重
要となります︒

地域やジャンル
を獲得すると王
一般的にその業種でシェア120％を
獲得すると︑王様のような事業展開がで
きると言われています︒例えば︑国内シ
エアー40％の自動車メーカーがあると
します︒もし︑競合他社が大ヒットの車
を開発した場合︑そのままではシエアー
の割合が下がりますか︑その事と類似し
た車を発売することでシエアーの割合は
回復します︒競合するライバル社に対し︑
これだけの対抗策でシエアーの割合を維
持することが可能になります︒もちろん一

−

詐露強弱謹一
事業展開か可能となります︒

中萩群擢粥彊許無
もしれませんo例えば︑ある町にl軒のm
自動車修理工場が新規オープンしました↓
まず最初に半径500M以内を商業圏と関

して﹁我が自動車修理工場は町で一番の一

粥課業罷誌曇

次に半径10Kmで﹁我が社は地域で一山
番の安さと技術があります﹂と営業し︑m
5年後︑見事に地域で30％のシェア﹂
を誇る自動車修理工場となりました︒一
ここで重要なことは︑まず︑地域で一
番になること︑もしくは安さ︑技術など一

何かのジャンルで一番になることから事
業をスタートし成功したらその範囲を広

げて行くことが成功への秘訣となります︒
ご興味のある方は一度チャレンジしてみ
てはいかがでしょうが︒
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⑱お知らせ情報⑧
◎﹁第49回鰻供養﹂開催のお知らせ
新束調理士会主催﹁鰻供養﹂のご案内
です︒︑この鰻供養は︑鰻に対する感謝

勝
躍

開催⁚一一月七日︵水︶

会場⁚北青山﹁持法事﹂
時間⁚午後二時より受付
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●消費者心理をうまく利用
する方法

日本国内に定着し
ているからだと恩
が︑魚類は日本国
ます︒特にノルウ
など︑日本より寒
あり︑さらに魚は
たものが美味しい
日本にあるからで
そこで外国産鰻
法として考えてみ

考例ですが﹁新・
ばれるものが世界
の中にありました
調だった頃のこと
輸出を伸ばそうと
います︒内容は︑
良さ︑日本人好み
時に︑自国のオリジナル性を出すために
プラスαの要素を加えて生産することで
日本にPRするという方法です︒自国の
オリジナル性とは︑例えば︑ブルガリア
だとヨーグルトを使っている︑中国だと
漢方を加えているなど︑それぞれの国の
特徴をプラスαの要素としています︒
台湾や中国などは漢方という特徴があ
り︑ヘルシー志向の現代においてはぴっ
たり当てはまるかもしれません︒実際に
それらを実現するためには海外生産地の
ブランドカ強化が必要ですが︑一つの参
考例としてご紹介してみました︒

臓人たちの﹁鰻って﹂リレー
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新京調理士会が取り組んで
いる︑江一里郎蒲焼のPR活動
や取り組みを︑様々な切り口
でご紹介します︒

おいているのではないでしょうか︒
一方︑別のアンケートでは約8割
が外国産でも安全性が確認できれば
購入したいというデータもあります︒
消費者心理としては︑安全であれば
格安で購入できる外国産でもいいと
いうところでしょうが︒

なればその割合も違ったものになる
かもしれませんが︑消費者の意識と
しては依然として国産食品に信頼を

合爺一︵卓出ス

消費者心理とは広告用語︑マーケ
ティング用語として使われています
が︑お店を経営されている方やそれ
に携わっている方々にとって︑鰻の
値段か高騰しているなどというニュ
ースが流れる度に︑消費者の人たち
はこのニュースを見てどのように感
じているのだろう？ ということが
気にかかると思います︒そこで今回
は︑鰻業界に関連したことを基本に
消費者心理について徹底的に解剖し
てみたいと思います︒
国産綾人気は今でも絶大？

ここ数年問︑食の安全性というこ
とに対して消費者心理としては︑国
産を食べていれば安全という傾向は
ありました︒しかし︑現在︑わけあ
り物件︑わけあり商品などとが飛ぶ
ように売れている時代です︒では︑
食品についても同じ傾向かというと
そうでもないようです︒農林水産省
アンケートによると︑日本国内で国

TEL：043−248−0510

好界呼多方
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伊勢定に勤務して今年で22年
余りになります︒主に都心の勤務が
多かったのですが︑6年前ここ千葉
そごう店勤務になりました︒初の地
方都市でもあり最初は心配でした
が︑千葉という土地柄か鰻好きな方
が多いのに驚かされました︒今年は
鰻の高騰に心配しておりましたが
何とか切り抜けることができまし
た︒値上げしてもなお︑足を運んで
くださるお客様のためにも︑美味し
い鰻を食べていただけるよう日々︑
努力してまいりたいと思います︒
l（聴音ダイニング）や一一ク

産の食品
を購入す
る割合は
図のよう

外国産鰻が日本の消費者に今一つ
信頼を勝ち取れない原因としては︑
鰻料理が日本の伝統文化であること
にあるかもしれません︒例えばお米
などは代表的な例ではないでしょう
が︒大手スーパーなどでは外国産を
上手くPRして販売していますが︑
専門店となると中々踏み切れないの
が現状です︒しかし︑国産鰻に固着
してしまうと経営的に難しくなって
いるのも現状です︒つまり国産︑外
国産の食品については︑日本ならで
はの鰻という食材は国産か一番安全
で美味しいのではないか︒という消
費者の心理と経営者の心理が同じに
なっているのかもしれません︒
では︑消費者の心理はどのように
すれば変化するのでしょうが︒それ
はやはりイメージです︒例えば︑野
菜のパプリカなどはハンガリーが大
産地ですが︑オラ
ンダ産︑スペイン
産などでもイメー
ジは悪くありませ
ん︒元々が海外か
ら輸入された食材
というイメージが

会報誌【新京ファミリー】は業界発展のため精力的に取材活動を行います。ご意見、ご要望などございましたら、編集部にご連絡ください。
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千葉市中央区新町1（m

になって
います︒
国産のみ
購入する︒
どちらか
と言えば
国産を購
入するの
両方を合
計すると
全体の7割近くを占めています︒食
品全体の割合なので︑国産鰻限定と

伊勢定千葉そごう店

TEL，03−3582−47211iEilinfo＠chourishi，COJp
2013年は7月22日（月）と8月3日（士）です。

荒，一 美日日テ品 ジ メろメカ

を伝が、はケ食

白鳥 秀夫さん

同のて
次回は、白鳥秀夫さんご紹介で「富川西武船橋庵」勤務の須藤正儒さんぞす。

の目すで。の日まのはと寒い工内わ
食本るすこマ本しイないい国Iでれ 品の国がれi型たメいうこの産もま

