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はじめに 
この度は 
「飲食店大成功マニュアル」を 
手に取っていただき、 
ありがとうございます。 

著者の橋本武賢（たけさと）です。 

本書は、売上アップで 
悩む飲食店経営者さんのために 
書きました。 

現在私は、東京の 
田町、池袋、渋谷、下北沢に 
「大人のハンバーグ」という 
お店のオーナーです。 

2009年5月25日に 
田町にお店をオープンしたものの 
最初は全然お客様が来ませんでした。 

地下１階、12坪、 
わずか19席の小さなお店です。 

毎日一生懸命仕込んだハンバーグも 
お客様が来ないので廃棄になります。 

「美味しいね。また来るよ」と 
行ってくれるお客様はいるのに 
なぜか人が全然来ない。 

妻も私と一緒にお店に 
立ってくれたのですが 
売上が上がらずイライラして 
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いつも夫婦喧嘩をしていました。 

朝６時には家を出て 
帰ってくるのは深夜１時過ぎ。 

どんなに働いてもお給料はゼロ円。 

なんのために働いているのだろうかと 
とても辛い時期でした。 

ある日、仕込み中に手にした包丁を見て 

「これで一思いに心臓を刺せば 
　楽になれるのかな・・・」 

と何度も悪魔の誘惑が頭をよぎりました。 

しかしそのたびに私の隣で健気に 
仕込みの手伝いをしてくれてる妻を 
見て思い留まりました。 

妻は飲食店を経験したことがありません。 

ずっと事務員でした。 

そんな妻ですが 
私が飲食店を開業するというので 
数ヶ月ですが大手牛丼チェーン店に 
働きに行ってくれたのです。 

「そんな妻にこれ以上迷惑はかけられない」 
と一念発起しました。 

「妻を安心させたい」 

それからはがむしゃらになって 
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売上アップの勉強をしました。 

その結果、徐々に売上は上がり 
月商70万円だった売上は 
わずか8ヶ月後には400万円を超えました。 

その後も山あり谷ありでしたが 

池袋店　20坪　月商800万 
渋谷店　15坪　月商500万 
下北沢店　25坪　月商400万 

と4店舗のお店を出すことができ、 
年商2億～2億5千万円ほどに 
成長させることができました。 

現在は社長からオーナーになり、 
新社長が会社を運営してます。 

そして自由な時間ができたので 
売上アップに悩む全国の 
飲食店オーナーさんの相談に 
乗ったりしています。 

すでに相談に乗った件数は 
300店舗を超えます。 

北は北海道、 
南は沖縄まで。 

さらにいうとオーストラリアまで 
売上アップのお手伝いをするために 
行ったこともあります。 

今回お伝えする内容は、 
私自身の飲食店経験を通して 
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そしてまた300店舗以上を見てきた中で 

『これさえやれば売上は上がる！』 

というのを厳選してお伝えします。 

売上が上がらないのは本当に辛いですよね。 

月末やスタッフの給与の支払いが近づいて来ると 
「どうやって払おうか・・・」と 
私自身、何度も悩みました。 

「自分の給与を遅らせて支払いをする」 

そういうオーナーさんは多いと思います。 

売上が良くないばっかりに 
奥さんと不仲になったり 
休みがないからお子さんの 
成長を間近で見れなかったり・・・。 

でも安心してください。 

本書を読み、 
きちんと実践してもらえば 
その悩みは吹き飛ぶことでしょう。 

そしてあなたのお店の前には 
長蛇の列ができ、店内はお客様で溢れかえり 
レジには大量の現金が入ってきます。 

私だけでなく、 
他の飲食店でも効果実証済みの内容です。 

実際にこのように売上が上がってます。 
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プレジール（滋賀県・ロードサイド・24席・フレンチ） 

アースガーデン（東京都・郊外・30席・肉レストラン） 

イーズパッション（埼玉・路面店・24席・イタリアン） 
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マニトン（神奈川・2階店舗・26席・居酒屋） 

これらはほんの一部です。 

まだまだたくさんの成功事例があります。 

本書の内容を実践すればあなたも彼らのように 
月商を数十万から100万円単位で上げることは可能です。 

その方法を本書に余すことなく記しました。 

心の準備は良いですか？ 
では今すぐ次のページをめくってください！ 

(C)2018 MMC  7



シンプルだけど強力な 
売上の上げ方 

売上をあげる前に、 
どうすれば売上が上がるかを 
知っておかなければいけません。 

ただ闇雲にお客様を集めても 
一時的に売上が上がるだけです。 

毎日、毎月、売上を出さないといけません。 

そのためにはまず始めにしっかりと 
「どうすれば売上は上がるのか？」 
を認識している必要があります。 

本書は開業前の人にも 
読んでもらいたいので 
もしかしたら開業している人にとっては 
既に知ってる内容も出てくるかもしれません。 

しかし、 
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「知ってる」と「できる」は 
同じではないです。 

知っていてもできてない内容であれば 
復習の意味もかねてぜひ 
最後まで読んでください。 

さて。 

売上をあげるには、 
１）客数を増やす 
２）単価を上げる 
３）再来店してもらう 

この３つの要素が必要不可欠です。 

お客様の数が少なければ 
当然ですが売上も少ないです。 

お客様がきても単価が低ければ売上も低いです。 

リピートしてくれなければ潰れます。 

どれが欠けてもダメですし、 
どれかだけが突出していても 
売上は低いです。 

なぜ先ほど出てきた成功事例の方々は 
月商何十万、何百万と上がるかというと 
それぞれをバランスよく上げているからなんですね。 

売上というのはこのような公式で表されます。 

売上＝客数x単価x来店頻度 

もし売上を２倍にしたいと思ったときに 
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客数を２倍にするのは大変です。 

でも各項目を1.25倍すれば2倍になります。 
（1.25x1.25x1.25＝1.95） 

2倍までいかなくても 
1.5倍にしたい場合はどうでしょうか？ 

なんと各項目を 
たった15%アップするだけで 
1.5倍になります。 

1.15x1.15x1.15＝1.52 

15%ならできそうですよね。 

私の教え子たちが 
昨対140%出てるのも 
実は各項目を15%ずつ 
上げているだけなのです。 

このカラクリさえ分かってしまえば 
誰でも売上を上げることは可能なのです。 

売上は客数、単価、来店頻度の 
掛け算で成り立っていることがわかりました。 

しかし、ただ闇雲に 
これら３つを実践しても効果は薄いです。 

きちんと戦略立ててやらないといけません。 

戦略無くして目先のことをやっても 
その月の売上は良いかもしれませんが 
また翌月に苦労します。 
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きちんと戦略立ててやれば 
売上が上がるスピードは 
２倍も３倍も早くなります。 

次のページでは、 
より早くより最大限に売上を上げるための 
最強の戦略をお伝えします。 

いますぐ次のページに進んでください！ 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毎月売上が安定する最強の戦略 

「お客様が来れば儲かる」 
と思ってる経営者は多いです。 

なので集客に力を入れる経営者が多いです。 

確かにお客様が来れば儲かりますが、 
来てもらうのが難しいわけです。 

お客様は１度来て美味しかったからといって 
次も来てくれる保証はないです。 

戦後であれば美味しいお店も 
食べログもないので 
美味しい料理を出せばお客様は 
来てくれました。 

しかし今はそこそこ美味しいお店は 
ゴマンとあります。 

しかも食べログなどの登場により 
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片手で簡単に美味しいお店を 
探せるようになってしまいました。 

１度食べに来てもらっただけでは 
再来店の確率はかなり低いんですね。 

お客様を自分のところに 
つなぎとめておく必要があります。 

それが、 
『顧客リスト（顧客台帳）』 
です。 

顧客リスト（顧客台帳）というのは、 
お客様の名前、電話番号や住所、メールアドレスなど 
こちらからアプローチできる情報のことです。 

江戸時代、商人たちは 
顧客情報を燃えにくい紙に書いて 
顧客台帳を作ったそうです。 

なぜ燃えにくい紙にしたかというと 
江戸時代は木造住宅ばかりなので 
火事が非常に多かったんですね。 

しかも家と家が密集していたそうです。 

自分の火の元はしっかりしても 
お隣さんが火事になれば 
貰い火をしやすかったのです。 

なので火事になった時は、 
真っ先に顧客台帳を井戸の中に入れて 
顧客台帳が燃えるのを防いだそうです。 

商売というのは 
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お客様がいるから成り立ちます。 

お客様がいなければ 
売れないですよね。 

仮に全焼したとしても 
顧客台帳があれば 
お客様の連絡先がわかるので 
商売を立て直すことができるわけです。 

もし顧客台帳がなければ 
またゼロから商売を 
始めなければいけません。 

このように顧客リスト（顧客台帳）があれば 
お客様にダイレクトメールやメールマガジンを発行して 
毎月アプローチできるわけです。 

もし顧客リストがなければ 
運に頼る集客です。 

お客様がお店のことを 
思い出してくれなければ 
来てくれません。 

お客様がたまたまチラシを 
見てくれなければ来てくれません。 

でも顧客リストがあれば 
「今月はこういう美味しい料理がありますよ。 
　いかがですか？」と 
こちらからアプローチができます。 

その結果、何割かの人たちは 
「いいね、うまそうだな。行こうかな」 
と再来店してくれるわけです。 
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だから顧客リストを取ることに 
命をかけないといけない。 

そしてもちろん、 
取っただけでなくきちんと 
アプローチもしていく。 

99%の飲食店は 
顧客リストを取らないです。 

お客様の善意に期待してしまうんでしょうか。 

美味しいからといって 
今日きたお客様が次も 
来てくれるとは限りません。 

お客様の善意に期待してはいけないのです。 

顧客リストを取らなくても 
繁盛するお店は確かにあります。 

しかしそれはごく一部のお店です。 

ものすごく狭き門です。 
勝率が低いです。 

私たち商売人は 
利益を出すのが仕事です。 

わざわざ勝率の低い戦略を選ぶのではなく 
勝率の高い戦略を選ぶべきです。 

じゃないとスタッフや取引先、 
そして家族にまで迷惑を 
かけてしまいます。 
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あなたがどんなに美味しい料理を出していても 
お店が潰れてしまえば 
お客様はあなたの美味しい料理を 
もう２度と食べられません。 

お客様にも迷惑をかけてしまうのです。 

なので私たち商売人には 
『勝率が高いことをする』 
というのを忘れないでください。 

事実、私の教え子たちは 
顧客リストを取り、そこにアプローチするようになってから 
売上が何十万円もアップしているのです。 

また顧客リストがあれば 
翌月DMやメルマガを出すだけで 
一定数売上が立ちます。 

なので売上予測もしやすいんですね。 

顧客リストさえあれば 
毎月安定した売上を出せるのです。 

顧客リストがあれば 
月末の支払い苦からも解放されるのです。 

では一体、どうすれば顧客リストは取れるのか？ 
どのようにアプローチしていけばいいのか？ 

それも本書でお伝えするので 
楽しみにしていてください。 

ともかく、 
１）顧客リストを取る 
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２）DMやメルマガを送って再来店してもらう 

というのだけ絶対に忘れないでください。 

どんなにお客様がたくさん来ても 
顧客リストが取れなければ 
一時的に売上が上がってるだけです。 

では次は、 
『最も早く売上が上がる順番』を 
お伝えします。 

今まで、 
売上とは、客数、単価、来店頻度で構成されている。 

そしてそれらは掛け算になっている。 

顧客リストをとれば何度でもアプローチでき、 
お客様を囲い込むことができる。 

ということを伝えて来ました。 

ではどの順番で取り組めば 
最も早く売上は上がるのでしょうか？ 

今すぐ次のページにお急ぎください！ 
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最短最速で売上アップする順番 

最短最速で売上アップする順番をお伝えします。 

多くの人は新規集客をしたがりますが、 
新規集客が一番難しいです。 

あなたのお店のことを知らないですし 
知ったとしても行ったことがなければ 
本当に美味しいかどうか分かってくれません。 

だから新規集客が一番難しいです。 

逆に最も簡単なのが 
客単価アップです。 

なぜかというと、 
すでに目の前にお客様がいるからです。 

新規集客はまずお客様を 
連れてこないといけない。 

しかし単価アップはすでに目の前に 
「何か美味しいものはないかな」と 
探しているお客様がいます。 
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なので 
「これが美味しいですよ」と 
きちんとアプローチできれば 
買ってもらいやすいのです。 

その次に簡単なのが、再来店です。 

なぜなら、 
すでに一度お店に足を運んで 
どういう味なのか分かってるからです。 

そして一番難しいのが新規集客です。 

なので、 
客単価アップ→再来店→新規集客 
の順番で取り組むのがベストなんですね。 

またこの順番でやると 
取りこぼしがなくなります。 

単価が上がる仕組みがあり 
再来店する仕組みがある。 

その上で、新規集客をすると 
来たお客様の単価は上がり、 
多くの人を再来店できますよね。 

もし逆に新規集客から取り組むと 
お客様が来ても単価が上がる仕組みもない、 
再来店する仕組みもない。 

それでは穴の空いたバケツに 
水をジャージャー入れてるようなものです。 
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これではいつまでたってもバケツは 
水でいっぱいになりませんよね？ 

だからまずは穴を塞ぐ。 
高単価になる仕組みを作っておく。 

そしてから新規集客に取り組むのがベストです。 

では次のページでは、 
どのようにして単価を上げて行くのか？ 
その方法をお伝えしていきます。 

単価アップ方法がわかると売上は 
面白いように伸びていきますし、 
再来店、新規集客もできるようになるので 
ぜひマスターしてください。 

では次のページへGO！ 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今スグ売上がアップする 
5つの客単価アップ術 

客単価アップは本当に簡単です。 

コツを掴めば笑っちゃうくらい簡単です。 

なぜ単価が低いかというと 
１）お腹がいっぱい 
２）食べたい料理がない 
３）値段が安い 

だいたいこの３つです。 

お腹がいっぱいなら追加注文できないですし 
食べたい料理がないと感じたら注文しないです。 

値段が安いものをアピールしていたら 
当然、値段が安いものが出ていきます。 

なのでこの３点を改善すれば 
どんなお店でも客単価は上がります。 

今から今すぐ客単価が上がる５つの方法を 
お伝えしていきますが、その前に 
「お客さんは美味しいものを食べに来ている」 
という考えを忘れないでください。 

儲かってないお店は 
「お客さんは安く食べたい」 
と思ってます。 

だから「安く出さないといけないのでは？」 
と思ってしまって値段だけに意識がいってしまいます。 
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確かにコストパフォーマンスは大事です。 

でも安ければいいと言うわけではないです。 

安すぎると逆に怪しいです。 

この前、街を歩いていたら 
「ステーキがご飯お代わりし放題で500円！」 
と言うお店がありました。 

ちょっとあり得ないですよね。 
どんな肉を使ってるのか怖くなってしまいました。 

安いのが必ずしも良いとは限りません。 

また安さをアピールすると安さを 
求めるお客様がくるので薄利多売です。 

一生懸命働いても利益が少ないです。 

美味しさをアピールすれば 
良いお客様が集まって来ます。 

お客さんが外食に本当に求めてるのは美味しさです。 

「この料理美味しいですよ」 
というのが伝わればちょっと高くても売れていきます。 

これを忘れないでください。 

では今すぐ客単価が上がる５つの方法を 
１つずつ解説していきます。 

１）ポップをたくさん作る 
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ポップとは卓上POPや壁に貼る紙のことです。 

なぜ単価が上がらないかと言うと 
追加注文が入らないというが１つの理由にあります。 

人は1回注文したら 
なかなかメニューを開いてくれません。 

「何か食べたいな」と思ってもらえば 
メニューを開きますが思ってくれなければ 
メニューが開かれることはないです。 

だからお客様の視界に 
料理をアピールする必要があるんですね。 

思わず目に飛び込んでしまえば 
「あれ美味しそうだなあ」と感じて 
追加注文してくれます。 

だからポップが有効なのです。 

しかもポップであればスタッフがセールスするのとは違い、 
お客様が自分で読んでるので嫌われることもないのです。 

【客単価が上がるポップの作り方】 

ではどのようにしてポップを作ればいいのか？ 

今すぐ単価が上がるポップの作り方を説明していきます。 

ステップ１：目標単価を決める 

闇雲にポップを作っても単価が下がる場合もあります。 
なのでまずはしっかりと目標単価を決めましょう。 

まずは、現単価の20～30%上を目指すと良いです。 
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単価1000円のお店なら1200～1300円 

単価3000円のお店なら4000円 

単価5000円のお店なら6000円～6500円 

今まで私がお店を見てきて、 
上記の単価は十分、射程圏内です。 

ぜひ参考にしてみてください。 

ステップ２：目標単価から逆算して売る商品を決める。 

どれとどの商品を頼んでもらえば 
目標単価に到達するのか？ 

そこから逆算していきましょう。 

この時に意識して欲しいのが 
全ての人がポップを見て 
全ての人が注文するとは限りません。 

それも考慮した上で 
目標単価より若干高めになるように 
組み合わせると良いです。 

上記を踏まえた上で、 
アピールすべき商品は３つあります。 

１）高単価商品 
２）お腹にたまらない商品 
３）お酒 

高単価商品が出れば単価は上がりますよね。 

安い商品をアピールしたら 
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当然ですが目立つのでその商品が売れます。 

商売というのは 
自分が何をアピールするかで決まります。 

お客様はあなたのお店で 
何が美味しいかわからないです。 

安い商品をアピールしたら 
「これが名物なのかな？」と思って 
安い商品を注文します。 

だから高単価商品をアピールしましょう。 

事実、広島の洋食のブルトミさんは 
ほとんど売れなかった1200円のスコッチエッグを 
ポップでアピールしたらバンバン出るようになったそうです。 

また、 
「当店名物」という言葉に人は弱いです。 

ついつい頼んでしまいます。 

なので是非、自信がある料理には 
「当店名物」という言葉を 
つけてみて下さい。 

たった４文字つけるだけで 
面白いように売れていきます。 
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ブルトミさんのスコッチエッグ 
このポップだけで出数が10倍以上になったそうです 

次に、お腹にたまらない商品もアピールしましょう。 

お腹にたまらない商品であれば 
これもまたたくさん注文してもらいやすいですよね。 

最後にお酒。 

お酒は料理に比べて量が入るので 
お酒を扱ってるお店は、 
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ぜひお酒もアピールしていきましょう。 

ステップ３：売れるポップを作ろう 

売れるポップ作りで大事なのは 
たった３つだけです。 

たった３つのツボさえ押さえておけば 
誰でも売れるポップが作れます。 

売れるツボ１：目立たせる 
売れるツボ２：商品名を強力にする 
売れるツボ３：魅力を伝える 

１つずつ説明をしていきます。 

まず１つ目、目立たせる。 

ともかくお客様は気づいてくれません。 

お店の販促を隅から隅まで読んでくれません。 
ポップがあっても読んでくれるとは限りません。 

だから目立たせる必要があります。 
目立てば読みます。 

どうすれば読んでくれるかというと 
ポイントはたった２つです。 

目立つテクニックその１：キャッチコピーを大きな文字で書く 
目立つテクニックその２：はみ出しポップにする 
目立つテクニックその３：料理の写真を切り抜く 

まずキャッチコピーですが、 
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「これだけは絶対に食べて欲しい一品！」 
「これ凄いんです！」 
「これはお酒が進んじゃいます！」 
「女性人気No1！」 
「リピート率89%！」 

というような感じで 
「お、なんだろうな？」と 
次を読みたくなるものが良いです。 

人は気になれば読みます。 
そして読むと欲しくなります。 
欲しくなったら注文します。 

だからまず、「注目を引く」 
というのが非常に大事なのです。 

キャッチコピーが興味なければ 
どんなに本文に美味しそうな料理の説明が 
書いてあっても読んでくれないです。 

だからキャッチコピーは必須です。 

次に「はみ出しポップ」というのは、 
吹き出しを作って目立たせます。 

例えばこういう感じです。 

1480円のステーキの注文率が 
150～180%アップしたイタリアンのお店の 
事例をお見せします。 
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出数が150～180%アップ 

これの 
「もう一品はコレ！！」 
というのが「はみ出しポップ」です。 

決して上手なポップではないですが 
目立たせることで出るんですね。 

なのであまり難しく考えないでください。 

さて、 
なぜはみ出しポップが良いかというと 
はみ出ることによって目立つんですね。 

だから気づいてくれて、読んでくれるわけです。 
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販促を作っても効果がないのは 
１）読まれていない 
２）読んでも欲しいと思わない 
のどちらかです。 

はみ出しポップを作ることで 
「読まれていないの壁」を 
クリアすることができます。 

最後に料理の写真を切り抜くですが、 
こちらの置き看板を見てください。 
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これは山梨県で見つけた看板なのですが 
パンの写真がパンの形に合わせて切り取られてますよね。 

こういう風に料理に合わせて 
チョキチョキとハサミを入れると 
すごく目立つんですね。 

この方法も有効です。 

以上３つ、 

目立つテクニックその１：キャッチコピーを大きな文字で書く 
目立つテクニックその２：はみ出しポップにする 
目立つテクニックその３：料理の写真を切り抜く 

を実践して目立たせましょう。 

次に商品名を強力にする、です。 

あなたはどちらを食べたいですか？ 

A）麻婆豆腐 
B）陳建一直伝！自家製ラー油が決め手の麻婆豆腐 

陳建一さんのアンチでない限り、 
おそらくBだと思います。 

また、どちらの商品が高額だと思いますか？ 

これもやはり、Bだと思います。 

Aの麻婆豆腐は750円くらいですが 
Bの麻婆豆腐は1200円くらいしそうです。 

このように商品名１つだけでも 
・食べたくなる 
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・高単価でも売れる 

という２つのポイントがあります。 

なので商品名を強力にした方がいいです。 

ではどうすれば商品名が強力になるのか？ 
方法はとってもカンタンです。 

ある１つの質問をするだけで 
強力な商品名が出来上がります。 

商品名を強力にする 
たった１つの質問 

それは、お客様から 
「この商品、何が凄いの？」 
と聞かれたらなんと答えるか、です。 

先ほどの麻婆豆腐もお客様から 
「この麻婆豆腐は何が凄いの？」と 
聞かれてなんと答えるか？で 
出てきた内容です。 

・開発するのに１年かかった 
・こういう凄い素材を使ってる 
・作るのに１週間かかる 
・週に3回食べに来るお客様がいる 
・来店者の9割が頼む 
・全国から取り寄せた10の醤油の中から厳選した醤油を使ってる 

などなど、何かしらスゴイ部分はあると思います。 

それを商品名に入れてしまうのです。 
(C)2018 MMC  32



例えば、 

・ビーフシチュー 
よりも 
・作るのに１週間かかるビーフシチュー 
の方が気になりますよね。 

説明文で書いてあっても 
説明文を読まないかもしれません。 

人はまず商品名を見て、 
興味があれば説明文を読みます。 

だから強力な商品名である必要があります。 

また商品名で魅力を１つ語ると 
説明文でまた違うことが書けますよね。 

例えば 

Aパターン： 
ビーフシチュー 
作るのに１週間かかる絶品料理です。 

Bパターン： 
作るのに１週間かかる絶品ビーフシチュー 
１週間に3回食べに来る方もいるほどの大人気商品です。 

どちらがより気になりますか？ 
おそらくBだと思います。 

ともあれ、 
「この料理何がスゴイんですか？」と 
自ら質問をして商品名を強力にしましょう。 
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最後の「魅力を伝える」ですが 
これは「商品名を強力にする」の部分で 
いくつか魅力が出て来ます。 

それを伝えるだけです。 

先ほどのビーフシチューであれば 
「１週間に3回食べに来る人もいる」 
という部分ですね。 

以上、 

売れるツボ１：目立たせる 
 目立つテクニックその１：キャッチコピーを大きな文字で書く 
 目立つテクニックその２：はみ出しポップにする 
 目立つテクニックその３：料理の写真を切り抜く 
売れるツボ２：商品名を強力にする 
売れるツボ３：魅力を伝える 

この３つに沿って作るだけで 
今すぐ売れるポップが完成します。 

ぜひやって見てください。 

次の今すぐ単価が上がる方法ですが 
「外税にする」です。 

今はどのお店でも外税が増えてきました。 
外税にするだけで８％利益が出ます。 

まだ外税にしてない方は 
ぜひ外税にしてみてください。 

表記方法ですが 
「大人のハンバーグ　1200円」なら 
「大人のハンバーグ　1200円（外税）」と 
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表記するだけです。 

外税にしたらお客様が離れるのではないか 
と思うかもしれませんがそんな事はないです。 

また外税にする前に告知した方がいいですか？ 
とよく質問されますが特に告知しなくて大丈夫です。 

そもそもお客様は私たちのお店が外税なのか 
内税なのかあんまり覚えてないです。 

私たちもあのお店が外税か内税かなんて 
あまり覚えてないですよね。 

なので急に外税にしても全く問題ないです。 

私の教え子たちも、一切告知なしで外税にしても 
何も言われなかったと言ってます。 

続いて３つ目、量を少なくする。 

儲かってないお店ほど、 
ボリューム勝負のお店が多いです。 

ボリュームが多いと追加注文が取れないです。 

もし今、ボリューム勝負になっているのなら 
１～２割くらい量を減らしても全く問題ないです。 

続いて４つ目、 
お代わりされやすい聞き方をする。 

お酒を出してるお店限定になってしまいますが、 
ハイボールは比較的利益率が良いですよね。 

なのでハイボールなど利益率が高いドリンクを 
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注文してくれた方にはグラスが空いたときに 

「同じのお持ちしましょうか？」 
と聞くのです。 

「何かお持ちしましょうか」と言われると 
考えないといけないですよね。 

人間は考えるのが面倒なので 
「同じのお持ちしましょうか」と言われると 
「お願いします」となりやすいです。 

最後５つ目、価格をテストする。 

これはぜひ、やってください。 

大人のハンバーグはソフトドリンクを 
昔は300円で売ってました。 

380円で1週間ほどテストしてみました。 

１日の出数は全く変わりません。 
なので380円で出してます。 
量も内容も全く同じです。 

1日10杯ぐらい出てるので年間で3650杯。 
4店舗あるので14,600杯。 
380円にして5年くらい営業してるので 
トータル73,000杯。 

１杯あたり80円利益が増えたので5,840,000円。 

なんと80円値上げしただけで 
584万円もの利益になったのです。 

もし私が300円のまま販売していたら 
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584万円をみすみす逃していた事になります。 

値段はぜひテストしてみてください。 

例えばイタリアンで言えば、 
前菜3種盛りが1600円、1800円、1980円 
どれが一番出るかはテストしてみないとわかりません。 

写真、商品名、説明文が強力なら 
1980円でも売れます。 

もし1980円でも売れるのに 
テストをしないで1600円で売ってたら 
ものすごい損失ですよね。 

ぜひ値段のテストをやってみてください。 

値段を上げすぎて出数が少なくなったら 
戻せば良いだけです。 

それでお客様が離れる事はないです。 

１つずつテストしていってください。 

以上５つ 

１）ポップをたくさん作る 
２）外税にする 
３）量を少なくする 
４）お代わりされやすい聞き方をする 
５）価格をテストする 

ぜひ実践してみてください。 

どれもお金がかからないです。 
広告すら打つ必要がなく売上が今スグ上がりますので。 
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他にも単価を上げる方法はたくさんありますが 
まずは上の５つを実践するだけでも十分単価は上がるので 
ぜひやってみてください。 

では次に、顧客リストの取り方です。 

高単価になっても顧客リストが取れないと 
お客様が再来店するかどうかは 
お客様の気分次第です。 

もしあなたが好きな子がいたとして 
相手の連絡先が分からなければ、 
向こうからのアプローチ待ちです。 

デートに誘うから好きになってくれますよね。 
だからデートに誘いましょう。 

それと同じです。 

顧客リストがあれば毎月、 
安定した売上が立ちます。 

もう月末の支払いで 
頭を悩ませる必要はないのです。 

ではどのようにしたら 
顧客リストが獲得できるのか？ 

今スグ次のページをご覧ください！ 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３つの顧客リスト獲得法 
顧客リストを獲得するには 
３つの方法があります。 

１）プレゼント型 
２）アンケート型 
３）メンバー登録型 

どれが良いかはお店によって異なるので 
ぜひ全部、テストしてみてください。 

もちろん、全部やってもOKです。 

南柏の「寿司の磯一」さんでは 
プレゼント型とアンケート型、両方を使い 
来店者の９０％の方の顧客リストを取得してます。 

顧客リストを取らないとお客様が 
来てくれるかどうかはお客様の気分次第です。 

昔ならそれでも良かったのですが 
今は美味しいお店を携帯で簡単に探せます。 

だから確実に顧客リストをとっていく必要があるんですね。 

ではそれぞれの販促を見ていきましょう。 

１）プレゼント型 

プレゼント型で大事なのは 
「あっと驚くプレゼントをあげる」 
です。 

人は自分にとってメリットがないと 
なかなか行動してくれないです。 
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顧客情報を教える理由がないと教えてくれません。 
だから顧客情報を差し出しても欲しいものをプレゼントしましょう。 

ここでケチってはいけません。 
「ソフトドリンク無料」と 
書いてあっても登録したくないですよね。 

極論をいえば、100万円あげますと言ったら 
多くの人が顧客情報を教えてくれます。 
（もしかしたら高額すぎて 
　誰も教えてくれないかもしれませんが・・・） 

例えば南柏の磯一さんのを見てみましょう。 
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2500円の刺し盛りが980円というのは 
ものすごいですよね。 

バンバン顧客リストが取れてるそうです。 

原価でいうとほぼトントンだそうです。 

でも顧客リストが手に入るので 
そこに対してメルマガやDMを出す事で 
毎月何十万と売上が立ってます。 

顧客リストは1回だけ取得すれば良いので 
ぜひ思い切ったプレゼントをしましょう。 

プレゼント内容は色々テストしてみてください。 
 
ワインボトルを無料プレゼントされて
る方もいます。 

２）アンケート型 

アンケート型も磯一さんのを見てましょ
う。（右の写真参照） 
結果が出ている販促は真似した方がい
いです。 

ゼロから考えて作るのは大変です。 

アンケートを作るコツは色々あります
が、真似て作ってしまいましょう。 

３）メンバー登録型 

こちらは高級店で有効です。 

滋賀県の高級フレンチ「プレジール」
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さんの 
事例を見ていきましょう。 

プレジールさんの事例 

すごくシンプルですよね。 

アプローチ方法としては食後に 
「お料理いかがでしたか？」と聞く。 

高級料理店はだいたい美味しいので 
「美味しかったです」と言ってくれます。 

そうしたら 
「ありがとうございます。今後当店からの 
　特別なお知らせを送りたいので 
　こちらご記入いただいていいですか？」と 
一言添えてカードを出す。 

たったこれだけです。 

ポイントは「特別なお知らせ」です。 
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美味しいお店からの特別なお知らせは 
気になりますよね。 

では次のページでは獲得した顧客リストに対して 
どのようにしてアプローチすれば 
再来店してくれるのか？ 

アプローチ方法についてお伝えしていきます。 

再来店は飲食の生命線です。 

再来店させることができれば 
どんどん売上は右肩上がりに 
なっていくのでぜひしっかりと 
マスターしてください。 

では次のページへGO！！！ 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ファンになる再来店テクニック 
DMやメルマガを出しても 
再来店しないという人は多いと思います。 

そういう方のDMを見ると 
ほとんどが「告知」なんですね。 

「今度こういうイベントをやります！」 
という告知だけで良さがあまり伝わってこないのです。 

だから行きたいと思わない。 

ポップづくりでも商品の魅力を 
伝えることが大事ですよね。 

それと同じでDMやメルマガでも 
きちんと魅力を伝えればお客様はきてくれます。 

今回はDMに話を絞って書いていきます。 

再来店してくれるDMで大事なのは３つです。 

１）好かれる 
２）商品の魅力を伝える 
３）限定性をつける 

この３つに注意すれば 
再来店DMは誰でも作れます。 

まず１つ目、好かれる。 

人は好きな人や明るい人から商品を買います。 
冷たい人や嫌いな人からは買いません。 
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好かれるためには 
自分をさらけ出すことです。 

自分の失敗談や近況などを 
DMの最初に書くことで共感や 
好感を持ってもらえます。 

どうやるかは事例で紹介します。 

２つ目、商品の魅力を伝える。 

TV通販を思い浮かべて欲しいのですが 
私たちはTV通販をみてもすぐに買いたいとは 
思わないですよね。 

最初は興味なくても見ていくうちに 
だんだんと欲しくなってきますよね。 

それと同じで、しっかりと魅力を説明すれば 
お客様は欲しくなります。 

３つ目、限定性をつける。 

欲しくなったからといって 
来店してくれるとは限りません。 

欲しくなっても「また今度でいいや」 
と思うのが人間です。 

だから限定性が必要です。 

この期間だけお得ですよ。 
この期間だけ特典がついてきますよ。 
この期間だけ○○ですよ。 

というのが絶対に必要になります。 
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つまりまとめると 
「こんなすごい商品が今だけ○○」 
というのがあるから人は行動（再来店）してくれます。 

これを絶対に忘れないで下さい。 

では事例で見ていきましょう。 

torico DM表 
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torico DM裏 

まず表の部分で笑顔の顔写真がありますよね。 
それと娘さんの近況報告。 

この２つはセットです。 
必ず入れて下さい。 

お客様は私たちの顔を覚えてないです。 
顔写真がないと「どんな人だっけ？」となります。 
顔写真があればより親近感が湧きます。 

特に笑顔の写真はやはり見ていて気持ちが良いものです。 

商売というのは「売る」よりも 
「良い人間関係を構築」していくほうが大事です。 

お客様から好かれたら買ってもらいやすいです。 

ただここで勘違いして欲しくないのが 
売れるためにやるのではない、という事です。 

読み手に笑顔になってもらいたい、 
温かい気持ちになってもらいたい、 
そういう思いで作成して欲しいんですね。 

その結果、 
「笑顔の写真があった方がいいよね」 
「近況報告でほっこりしてもらった方がいいよね」 
という考え方です。 

toricoの高野さんはその考えが出来てるので 
読むだけで楽しいDMになってるのです。 

読むだけで楽しいDMなら、例え都合がつかなくて 
来てくれなくても楽しいから毎月読んでくれます。 
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だから高野さんのDMは来店率が高いです。 
（30～40％） 

セールスだけのツマラナイDMを 
あなたは受け取りたいですか？ 

答えはNoですよね。 

読み手の大切な時間を取るのでセールスだけでなく、 
読み手を楽しませるというのを 
忘れないで下さい。 

時間＝命です。 

例え１分であっても 
お客様の命を使うわけです。 

そうしたらツマラナイDMは出せないですよね。 

次に裏面に行きましょう。 
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裏面では商品の魅力を語ってますよね。 

商品名も強力ですよね。 

ポップ作成でお伝えしたように 
お客様から「何がすごいんですか？」と 
聞かれた時になんと答えるかで 
考えれば商品の魅力はどんどん出てきます。 

ここで一つポイントなのですが 
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１）具体的に書く 
２）擬音を使う 

とより美味しそうになります。 

例えば 
「当店のハンバーグは美味しいです！」 
と言われてもどう美味しいかがわからないですよね。 

「美味しい」が抽象的なので具体的に直すのです。 

「どういう風に美味しいのか」と。 

例えば、 
「当店のハンバーグは肉汁たっぷりなので 
　一口噛むと肉汁がお口の中いっぱいに広がります」 
と伝えるとより美味しさが伝わりますよね。 

次にこれに擬音を入れてみると 
さらに美味しそうになります。 

「当店のハンバーグは肉汁がたっぷりなので 
　一口噛むと肉汁がじゅわ～っとお口の中いっぱいに広がります」 

じゅわ～、ギュギュッと、サクサク、カリカリetc… 

擬音を足せば美味しく聞こえます。 
ぜひやってみて下さい。 

料理の写真もぜひ載せて下さい。 

「何が得られるのか」が目でわかると 
より欲しくなりますので。 

そして最後に、限定性がありますね。 
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高野さんの場合は、０円でオファー（提案）しています。 
「美味しそうな料理が今だけゼロ円」 
これはかなり強力です。 

高野さんのお店は居酒屋なので 
0円で来てもそれだけを食べて帰る人はいないです。 

プレゼントしているものも、 
原価で言えば数百円のもの。 

居酒屋であれば２名以上で来てくれますから 
仮に２名８０００円になれば原価400円のものを 
プレゼントしても十分成り立ちますよね。 

原価400円といえば、売価で1200円です。 

1200円のものが無料というのは強力ですよね。 

ここでワンポイントですが、 
その月限定の商品だとなお良いです。 

「人はもう２度と手に入らない」 
と感じると「手に入れておかなきゃ」と感じます。 

高野さんの場合は 
「３月限定商品」をオファーしてますね。 

だから反応率も高いです。 

なので１２ヶ月分、 
作ってしまえば毎年使えます。 

マクドナルドの照り焼きマックバーガー（通称：テリたま）や 
月見バーガーも同じです。 

季節商品で毎年決まった時期しか 
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食べられないですよね。 

だから食べにいく人がいます。 

小さい時の私は、 
「月見バーガーなんて卵を乗せるだけなのに 
　なんで１年中販売しないのだろう？」と 
思ってましたがこういうカラクリがあったんですね。 

手書きで書くのも読まれる率が高くなるのでGOODです。 

もちろん、１枚１枚手書きにするのではなく 
１枚手書きで書いてスキャナーで取り込んで 
あとは大量印刷です。 

このようにして 

１）好かれる 
２）商品の魅力を伝える 
３）限定性をつける 

この３つに気をつけると 
反応率の高いDMが出来ます。 

え、面倒臭いって？ 

そう、確かに面倒臭いです。 

でも商売はお客様への想いです。 

「お客様を楽しませたい」 
「お客様に楽しんで頂きたい」 
そういう想いが大事だと思うのです。 

商売は恋愛と一緒です。 
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「相手に楽しんでもらいたい」 
と思えば相手からすかれますよね。 

でも 
「俺が楽をしたい」とか 
「俺だけが得をしたい」と思っていたら 
人は離れていきますよね。 

商売繁盛といっても売るのがうまいのではなく 
どれだけお客様の心に寄り添えるかです。 

「楽しく商品を買ってもらおう」 
その気持ちが大事です。 

なので恋人にラブレターを書くように 
お客様にDMを出してみて欲しいんですね。 

楽しくセールスして欲しいんですね。 

するとどんどんあなたのファンが増えます。 

「今月も素敵なDMありがとう」と 
笑顔でお店に足を運んでくれますよ。 

さて、次のページではいよいよ 
新規集客について話していきます。 

集客は難しい？ 

いえいえ、コツを掴めば簡単です！ 

では次のページへ駆け足です！ 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集客のツボ 
商売の一番の悩みは何ですか？ 

と聞くと大体、集客です。 

飲食店の悩みベスト３は 
１）集客 
２）求人 
３）人材育成 

というくらい集客の悩みは 
常について回ります。 

でも安心して下さい。 

「集客のツボ」がわかってしまえば 
集客はとても簡単になります。 

どうやってお客様を集めるかというと 

１）あなたの広告に気づいて 
２）「良いお店だな」と感じて 
３）「じゃあ行ってみようか」 

こうなればお客様はあなたのお店に 
来てくれますよね。 

どうすれば良いかというと 
これも５のステップで解決します 

１）気づいてもらう 
２）読んでもらう 
３）魅力を伝える 
４）限定性をつける 

(C)2018 MMC  54



５）お客さんが知りたい情報をのせる 

では１つずつ解説していきます。 

まずは気づいてもらう。 

気づいてもらうには 
手書きで書くのも良いですし 
キャッチコピーを大きくするのも大事ですね。 

気づいてもらったとしても 
読んでくれるとは限りません。 

だから読んでもらう工夫が必要です。 

読んでもらうためには小見出しが必要です。 

「気になる店内は？」 
「ここだけは絶対に読んでください」 
「9割の人が頼むメニュー一覧」 
などなど 

そして魅力を伝える。 

どういうこだわりを持ってるのか？ 
どんな苦労があったのか？ 
他のお客様からはどんな高評価があったのか？ 
受賞歴はないか？ 

などなど商品やお店に関する魅力を 
徹底的に語るのです。 

次に限定性ですが、いわゆる 
「このチラシを持って来たら」とか 
「クーポンを切り取って」 
というようなことです。 
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きちんと商品説明をすることで 
「今だけすごい商品が○○」 
という状態を作り出します。 

この時に大事なのが、 
説明した商品に関するクーポンをつけることです。 

例えば、大人のハンバーグのチラシで言えば 
どのようにすごいハンバーグなのかを 
徹底的に説明します。 

そして「そのハンバーグが今だけ100円引き」 
あるいは「大人のハンバーグに合うワイン（780円相当）が無料」 
だと効果があります。 

でももし「ソフトドリンク無料」なら 
関連性がないので効果は落ちてしまいます。 

「今だけすごい商品が○○」 
というのを忘れないでください。 

最後にお客様が知りたいことを書く。 

新規のお客様はあなたのお店のことを 
全く知らないです。 

何が知りたいでしょうか？ 

もしあなたがお客になったら 
何を知りたいでしょうか？ 

・店舗情報（店名・住所・電話番号・営業時間・定休日） 
・地図 
・店内 
・外観 
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・どんな人が働いてるのか？（笑顔の写真、想い） 
・他の商品（価格帯） 
・本当に美味しいのか？（お客様の声、受賞歴等あれば） 

以上７つを網羅しておけば大丈夫です。 

実際に事例を見てみましょう。 

大人のハンバーグチラシ　表面 
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大人のハンバーグチラシ　裏面 

表面でどのように苦労して作ったのか、 
どのようなこだわりがあるのか、 
どういう風に美味しいのか、 
など商品にまつわる話をしています。 

裏面ではお客様が知りたいことを書いてます。 

そして最後に特別クーポンがあります。 

反応が取れるチラシができたら 
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今度はいろんなものに使えます。 

手渡し、ポスティング、折り込みはもちろん、 
フェイスブック広告でも使えます。 

もちろん、チラシをそのまま載せるのではなく 
チラシに書いてある言葉が使えるのです。 

要は、 
チラシで商品説明をされるのか、 
フェイスブックで商品説明をされるのか、 
の違いです。 

読ませて商品説明ができれば 
チラシだろうとフェイスブック広告だろうと 
メルマガだろうと売れます。 

人は、言葉によって思考し、欲しくなるので。 
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千里の道も一歩から 
以上で本書は終了となります。 

如何だったでしょうか？ 

「ボリュームが多い」と感じたかも知れません。 

でも焦らず一歩一歩進んでいけば大丈夫です。 

月並みの言葉ですが、 
千里の道も一歩から、です。 

料理も新人さんがいきなり全ての料理を 
覚えようとすると大変です。 

まずは皿洗いから。 

慣れたら仕込み。 

そういう風に１歩ずつ着実に 
ステップアップしていけば 
誰でも繁盛店は作れます。 

焦って皿洗いを飛ばして 
鍋を振ったりしないようにしてください。 

料理長に叩かれますよね（笑） 

まずは客単価の施策５つを実践してみてください。 

ポップを作ったり 
外税にしたり 
量が多ければ少なくしたり 
お代わりされやすい聞き方をしたり 

(C)2018 MMC  60



価格をテストしてみてください。 

もちろんこれ以外にもたくさんの 
客単価を上げる方法がありますが 
まずはこの方法がお金をかけずに 
今すぐ客単価が上がります。 

特にポップと価格のテストは 
非常に重要なのでぜひ、実践してみてください。 

売れるポップが書けるようになれば 
商品の魅力を伝えることができているわけなので 
再来店DMもチラシも作れるようになります。 

美味しい料理をたくさんの人に広めて 
そしてたくさん儲かってください。 

あなたが儲かれば家族が幸せになります。 
スタッフに休みを増やしたり給与をあげたりできます。 

もう「飲食＝ブラック企業」なんて 
誰にも言わせなくなります。 

取引先も儲かって喜ばれます。 

もっと良い食材も調達できますよね。 

あなたが儲かるということは 
たくさんの意味があるのです。 

あなたが儲かればたくさんの人が 
笑顔になり幸せになります。 

だからたくさん儲かってください。 

本書がそのお役に立てれば 

(C)2018 MMC  61



これ以上の喜びはありません。 

最後まで読んでいただき、 
本当にありがとうございます。 

ではまたどこかでお会いしましょう！ 

ありがとうございました！ 

橋本武賢 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【ボーナス特典その１】 
所要時間30分！ 

飲食店（３０席以下）が１円も 
かけずに売上を上げる唯一の方法 

たった30分で1円もかけずに 
売上を上げる方法があります。 

すごくカンタンです。 

しかしすごくシンプルです。 

しかも、この販促は１度作ってしまえば、 
ずっと売れ続けるのです。 

すごくシンプルで 
すごくカンタンなのですが 
意外にも98%の飲食店が導入してません。 

それは何かというと・・・ 

人気ランキング 

なのです。 

人はランキングが大好きです。 

人気ランキングを作るだけで 
面白いように注文が入ります。 
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「１位から５位までください」 
という人もいます。 

とはいえ人気ランキングは 
ただ作れば良いわけではないです。 
儲かる作り方というのがあります。 

今回の特典では、 
儲かる人気ランキングの作り方を 
説明していきます。 

儲かる人気ランキングの作り方 
作る目的： 

まず人気ランキングの目的ですが、 
２つあります。 

１）お客様に美味しい商品を選んでいただく 
２）お店が儲かる 

この２つを兼ね備えるために作ります。 

人気ランキングを作ると 
面白いくらい１位から３位の商品が売れます。 

しかし売れるからといって 
高くてまずいものを売ったら 
リピートしてくれないですよね。 

だからしっかりと美味しいもの、 
味に自信があるものをすすめましょう。 

とはいえ、 
安い商品をアピールしたら 
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今度はお店側が儲からなくなります。 

なので、 
「美味しくて儲かる」 
これを意識してください。 

お客様がwinになり 
お店側もwinになる。 

win-winを心がけましょう。 

必ずしも本当に売れてる商品に 
しないといけないということはないです。 

私たちは賢人や聖人になるために 
商売をしているのではないです。 

お客様に喜んでいただくのが第一です。 

なのでもっと美味しい商品があれば 
そちらをランクインさせた方が 
お客様のためになります。 

相手のためになるなら時には良い嘘を 
ついても良いと考えます。 

例えば戦時中に味方が大ダメージを受けて 
「お前は深手を負ったからもう死ぬよ」というのか 
「傷は浅いぞ！頑張れ！」というのかです。 

正直にいうことが必ずしも 
相手のためになるとは限らないのです。 

昔私が１泊２日のグランドキャニオンツアーに 
参加したときの事です。 
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グランドキャニオンに到着したものの、 
小雨が降ってて視界が悪かったんですね。 

でもツアーガイドさんは 
「お客さんはラッキーです。 
　この幻想的なグランドキャニオンを 
　見られるのはそうそうないですよ」 
と言ってくれたんですね。 

私を含め参加者は 
「おお、ラッキーなんだ！」と 
喜びました。 

翌日再びグランドキャニオンに行ったら 
今度は快晴でした。 

そうしたらツアーガイドさんは 
「昨日言ったことは実は嘘です。 
　グランドキャニオンはやっぱり快晴で見るのが一番です」と。 

参加者みんな爆笑でした。 

私たちは小さい頃から 
「嘘はいけない」と 
「嘘＝悪」だと認識されてきました。 

でも本当にそうでしょうか？ 

本当に相手のことを想い 
相手のためになる嘘なら 
ありだと想います。 

例え奥さんが太っていても 
「あれ、痩せたんじゃない？」と 
言ってあげたら喜びますよね。 
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嘘がいけないのではなく 
真実を告げて相手を傷つけることの方が 
よっぽどいけないと思うのです。 

真実のランキングを告げて 
もっと美味しい料理があるのに食べられないお客様と 
儲かることができないお店では 
とても悲しいですよね。 

ジャンル選定： 

次にジャンル選定です。 

この前行ったイタリアンでは 
人気ランキングの中にピザが２つ 
入ってたんですね。 

でもよーく考えてください。 

４人以上で来るお客様が多いお店なら 
ピザを２枚頼みますが、２名客が多いお店なら 
ピザは１枚頼めば十分です。 

同じジャンルのものがランクインしてると 
それだけ機会損失になってしまいます。 

なのでランクインさせるジャンルはそれぞれ１つずつが良いです。 

例えば 
・肉料理 
・炭水化物 
・サラダ 
・おつまみ系 

などのジャンルから 
１品ずつチョイスするのです。 
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すると「１位から５位まで全部ください」と 
なりやすいです。 

商品選定： 

人気ランキングは強力ですが 
それでも売れないものは売れないです。 

例えば、 
人気ランキング第１位に 
「アザラシのステーキ」 
があったらどうでしょう？ 

流石に１位とはいっても 
あまり出ないです。 

好き嫌いが分かれる商品を入れるのではなく、 
唐揚げやピザ、パスタなどわかりやすい商品を 
ランクインさせたほうがいいです。 

２～３種類作る： 

人気ランキングは本当に強力なので 
１種類だけではもったいないです！ 

・当店人気ランキング 
・日本酒人気ランキング 
・スイーツ人気ランキング 

と２～３種類作っても全然大丈夫です。 

愛知の「焼き鳥むさし」は 

・男の人気ランキング 
・女の人気ランキング 
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・常連客の人気ランキング 

と３種類あります。 

面白いですよね。 

いろんな人気ランキングが作れると思うので 
ぜひ作って見てください。 

トイレにも貼ろう： 

トイレは食事の途中に 
行くことが多いです。 

なのでトイレに 
「女子に人気のスイーツランキング！」 
というのがあると食後のスイーツを 
アプローチできますよね。 

ぜひやってみてください。 

作り方： 

作り方はとっても簡単です。 

１）ヘッドコピー 
２）料理写真（なくても可） 
３）強力な商品名 
４）美味しそうな説明文 

（詳しくは客単価アップの章を 
　参考にしてください） 

たったこの４つだけです。 

卓上POPの場合は、 
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はみ出しポップもつけるとなお良しです。 

イルキャンティの卓上ポップ型人気ランキング 

この写真はイルキャンティさんの卓上POPですがとても良いですよね。 

さらにいうと、 
商品名に魅力を入れてもっと強力にすれば 
説明文にもう１こと入れられます。 

例えば「洋風ネギトロ」の項目を 

キャンティ名物！前菜No1洋風ネギトロ 
注文率90%超えの大人気商品です。　　820円 

という風に商品名にも魅力を足すと 
より強力になりますよね。  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「居酒屋ざこや」の人気ランキング 

こちらは東京の下北沢にある「ざこや」さんの 
人気ランキングです。 

商品名も強力でいいですよね。 

「人気ランキング」 
というだけでみてしまいますよね。 

非常に強力なのでぜひやってみて下さい。 
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【ボーナス特典その２】 
所用時間１５分！ 

A4用紙の片面１枚と、写真不要で
完成するカンタン集客チラシ 

集客のところで紹介したチラシは 
ちょっと作るのが難しいかもしれません。 

そこで写真も不要、片面のみで作れる超簡単チラシを紹介します。 

もちろん、きちんと集客できます。 

そんな魔法のようなチラシが 
この世に存在します。 

では早速次のページで 
超簡単に作れる魔法のチラシをご覧ください。 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焼き鳥むさし 
 
このチラシでなんと反応率1%超えです。 

0.3%反応があれば良いと言われてる中で 
1%超えは驚異的です。 

しかもシンプルですごくカンタン。 

私もこのチラシを見たときはびっくりしました。 
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でも必要なことがしっかりと入っている 
素晴らしいチラシです。 

まずヘッドコピーで 
「鶏100羽からわずか数羽の割合でしか 
　取れない幻のレバーをご存知ですか？」 
と興味をそそります。 

次に本文で幻のレバーのすごさを語ってます。 

最後に７月末までの平日限定で 
「極上白レバーと飲み物1000円がワンコイン500円」 
のオファーがあります。 

さらにLINEで友達になると無料です。 

2200枚配布して 
28組71人が来店 
取れたリストは51名分 

自分たちで配ったので 
作成費用は印刷代の数千円のみ。 

それで売りあがった金額は約26万円。 

素晴らしいチラシです。 

ぜひ真似をしてみてください。 

新しいことにチャレンジするときの大事なポイント： 

ここでちょっと、新しいことに 
チャレンジするときの大事なポイントについて 
お伝えします。 

それは何かというと、小さくテストしてみて欲しいんですね。 
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例えばチラシを真似して作るにしても 
いきなり１０万部とかすらないことです。 

まずは小さくテストして 
仮に失敗しても痛手にならない金額を 
かけて欲しいんですね。 

そして小さくテストを繰り返して 
反応率が高いチラシができたら 
一気にお金を投入するのです。 

商売に失敗はつきものです。 

失敗は成功の通過点です。 

やはり頭でわかる（知ってる）と 
体でわかる（できる）は違います。 

なんども失敗するからできるようになります。 

失敗を恐れずにチャレンジしてみてください。 

たくさん失敗するから 
たくさん成功します。 

小さく失敗すれば大丈夫です。 

私もたくさん小さく失敗してきました。 

大人のハンバーグのメニューブックだけでも 
20回くらい変えてます。 

１日で変えたこともありました。 

19回失敗して20回目に成功したのです。 
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私の教え子たちもたくさん失敗してます。 

失敗するたびに 
「あ、ここをもっと強力にできるな」 
「ここがおかしいな」と 
世に出してみて気づくんですね。 

頭の中でどんなに考えてもうまくいきません。 

最初から最高のものは作れないです。 
必ず失敗が必要になります。 

小さく失敗してもお店が潰れるわけではないですよね。 

ポップであればせいぜい紙代が損するくらいです。 

わずか数円程度です。 

たったわずか数円の失敗を恐れて 
行動しないのはもったいないです。 

わずか数円の失敗を恐れて行動せず 
お店が潰れたらもっと大損こきます。 

「すぐにうまくいきたい」 
という焦りがあなたの成功を遠ざけます。 

お料理でも同じですよね。 

すぐに美味しい料理が作れる人はいないです。 

最初はみんな、何度も失敗して 
美味しい料理が作れるようになりますよね。 

それと同じです。 
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売れる販促が作れるようになると 
商売はどんどん楽しくなります。 

お客様が笑顔になって 
自分も儲かって 
家族が幸せになって 
スタッフも充実した毎日を送れる。 

それができるのは経営者の特権です。 

あなたのお店に集まる人を幸せにできるのは 
あなたにしかできないのです。 

ぜひ、お客様を大切にして 
美味しい料理を多くの人に販売して 
大いに儲かってください。 

最後まで読んでいただき 
ありがとうございました！ 
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