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外食業界の動向と特徴	

酒房リノベーションプロジェクト 

　2009年外食産業市場規模推計でもっとも大きな話題といえるのは、外食産業市場
規模が24兆円をわりこんだことだ。外食産業市場規模が23兆円台になったのは1989
年以来20年ぶりの出来事。1989年は外食産業市場規模が右肩上がりに推移してい
たときであり、2009年とは状況が異なる。外食産業市場規模は、2003年から6年連続し
て24兆円だいで推移していた。 
　2009年外食産業市場規模は景況悪化で外食支出が減少したことに加え、法人交
際費現象が影響している。家計調査で2009年の1人当たりの外食支出を見ると、前年
比1.5％減の5万1869円となった。勤労者(サラリーマン)世帯の実収入や可処分所得
の減少によって外食意欲が減退したことが響いたと見られる。同時に確定値は発表
されていないものの、法人交際費の減少が影響した模様だ。企業業績が好転しない
状況で､企業の経費削減を進むため法人交際費の減少分も織り込んでいると見ら
れる。 
 
　料飲主体部門を見ると、喫茶店・居酒屋等、料亭・バー等のいずれも前年割れ。外
食支出のなかの喫茶代、飲食代が減少していることに加え、法人交際費も減少する
予測をしたもようだ。喫茶店・居酒屋等は、同2兆238億円。2009年にセルフ喫茶チェ
ーン、居酒屋チェーンともに既存店が振るわず、出店意欲が減退傾向にだったこと
が市場縮小に響いたと見られる。喫茶店・居酒屋等、に含まれる喫茶店、居酒屋・ビ
ヤホール等はいずれもかろうじて1兆円を保っている状態。料亭・バー等は同3.9％減
の2兆7774億円で、法人交際費の減少が影響したもようだ。　	

■景気悪化で20年ぶりの23兆円台	

■低価格化続くも価格要求よりシビアに	

　2010年の居酒屋業界は混迷を極めた。外食デフレが吹き荒れる中、繁盛店と不
振店の格差が大きく広がった。それは大手、中小を問わずにおき、明確な淘汰進行
と見られる現象だった。おおての動向で注目されるのは、やはり低価格均一居酒屋
の活況だろう。 
　モンテローザも「笑笑」ブランドに「270円笑笑」を導入し、都市部を中心に展開して
いる。また新業態として「スパニッシュ＆ワインバーモンテローザカフェ」の出店を開
始しており、ピザ6インチ480円〜10インチ780円〜、パスタも280円、380円、480円の
3ラインで展開するなど、カジュアルバールやカフェの展開を狙っている。レインズイ
ンターナショナルは低価格業態「ぶっちぎり酒場」の直営店の売り上げが好調なこと
から、FC出店を加速しており、大手の低価格均一業態のパワーゲームが激しさを
増している。	

　所得階級の2極化がより鮮明に進む中で、低価格業態も、100円回転寿司同様に
価格競争や顧客ニーズをとらえたマーチャンダイジング力が問われる時代に突入
する。アッパー所得層は、デフレ下で「よりリーズナブルな中高級業態」を求める傾
向が強まり、ここでも鍵となるのは価格競争だ。つまり、居酒屋はもちろんのこと、
外食業界全体として低価格化が進みながら、よりシビアな価格競争を強いられると
いうことだ。低価格衣料品の「しまむら」や「ユニクロ」にメルセデスベンツで買い物
に来るのは珍しくない現在、アッパー所得層もTPOに応じて「上手に高級業態以外
も使い分ける」といった傾向がより強まるだろう。 
　2010年10月に東京・日本橋の「コレド室町」にオープンしたAPカンパニーの「日本橋
　紀の重」が客単価5500円を想定する居酒屋としてはアッパー業態にもかかわらず、
2極化する所得層の上下双方に受けているという現実は、今後の一つの可能性を
示している。また、同店の成功により、「旨い魚と日本酒」といった提案が魚業態で
改めて見直されている。	



居酒屋の特徴
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■踊り場にきた居酒屋業界 
居酒屋とは、大辞林によると「簡単な料理とともに安く酒を飲ま
せる大衆的な酒場」である。この「大衆的な酒場」は1980年
以降、若者や女性客をうまく取り込むことに成功した大手チェ
ーンによって急速に成長した。しかし、居酒屋の市場規模は9
2年の1兆5000億円で頭打ちとなり、特に96年以降は毎年
減少し続け、2004年には約1兆1000億円に落ち込んだ（外
食産業総合調査研究センターの推計値）。 
　市場縮小の背景には、居酒屋に対する消費者ニーズの変化
や飲酒量の変化がある。リンク総研が06年1月に行なった「居
酒屋利用実態調査」によると、最近、飲酒量が減った人の割
合が各世代とも3割前後となっており、「酒を飲ませるところ＝
居酒屋」のあり方にも影響を与えている。	

■団塊世代も熱烈支持「キャラ立ち戦略！」 
　では、団塊世代が求める居酒屋とはどのような店だろうか。それは、ちょっとした細部の差別化ではなく、
店主の店に対するこだわりを感じ、そこでしか食べられないもの、そこでしか会えない人がいるといったキャ
ラクター（個性）が際立つ店だ。 
そんな”キャラの立った”店の代表例として、団塊世代を中心に幅広い層から熱烈に支持されている「日本
再生酒場」（東京都新宿区の新宿三丁目店など25店を展開）を紹介したい。日本再生酒場は、群馬県高崎
市から毎日直送される豚の内臓肉がウリの立ち飲み屋で、9.5坪で月商1500万円と驚異的な売上をあげて
いる。この店は昭和30年代の雰囲気を再現した、団塊世代にとってはまさに懐かしい「レトロな店」だが、い
ま流行の「レトロ風の店」とはこだわりがちょっと違う。 
 
日本再生酒場の本部である有限会社エムファクトリー（本社・東京都調布市）の長谷川勉常務取締役は、
店のコンセプトをこう語る。「『日本再生酒場』という店名には、元気をなくしてしまった日本に、元気があった
時代を思い出して元気になってもらいたいという思いと、今から55年前に『もつ焼の店・い志井』をはじめた
先代への感謝の気持ちを込めている」 
先代の息子で現社長の石井宏治氏は、「先代が店を始めてくれたから今の会社があり、店舗スタッフを合
わせて5000人の従業員が生活していける。しかし、先代に直接お礼を言うのは照れくさい。なんとか感謝の
気持ちを伝えたい」と言う。 
日本再生酒場は、先代の当時の雰囲気で当時と同じメニューを出している。だから日本再生酒場でしか食
べられないメニューがあり、そんな社長の思いがスタッフにも浸透しているため、懐かしく落ち着き、なぜか
元気になる雰囲気に満ちあふれている。その思いから創られるお店のキャラに引き寄せられ、日本再生酒
場は今日も元気をもらいたい人でいっぱいだ。 
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消費者買物動向	

市場動向と狙うべき顧客像	

　 

クォリティー＜Quality＞	 ホスピタリティ＜Hospitality＞	 アトモスフィア＜Atmosphere＞	
・商品の品質 
・安全性 
・おいしさ 
・オリジナリティ	

・心地よいサービス 
・おもてなしの心	

・こころ高ぶる空間感 
・クレンリネス	
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消費者ニーズの変化 
　居酒屋の利用目的が「飲むこと」から「食べること」へとシフトしている。また、近くて安い居酒屋を利用する人が多い。さらに、お酒より料理の種類にこだわって店
を選ぶ人が増えている。ここ数年、「創作メニュー」など斬新な料理を次々に導入する新興居酒屋チェーンが若い男女を中心に人気を集めており、こうしたことも料
理重視への流れを強める要因の一つといえそうだ。 
　居酒屋の利用目的で食事を重要視する人が増える中、繁盛店となるには食事メニューの充実を図ることがより重要となっている。食に対する消費者ニーズ多様
化が著しく、個性の強い店舗を出店して新しいもの好きの客を取り込もうとする動きが目立つ。しかし、開業直後は物珍しさも手伝って集客力は高いが、ブームの
終焉とともにそうした効果も徐々に薄れていく。消費者の好みの移り変わりが早い中、常に新たな仕掛けを用意しておかなければ、淘汰の波に飲み込まれるだろう 
平成18年夏以降の飲酒運転取り締まり強化の影響で郊外店の売り上げの落ち込みは深刻となっている。若者の飲酒離れなど、居酒屋を取り巻く環境は今後さら
に悪化する見通しだ。 
　居酒屋はある意味で隙間産業だ。ホスピタリティに満ちた個人店(ちえ蔵のような店）が確実に固定客を囲んでいる。それが本来の姿であろう。原点に立ち返り、
商品開発に精を出すべきである。 
	

�マーケットサイズは縮小し続けても、日本の消費者は世界一豊かな位置にあるのは間違いない。また1200兆円の個人資産があり、�
可処分所得は増加している。このような、有り余る個人預金を引き出させる需要創造力のある店だけが成長を続けられよう。�
�今後、顧客が求めるものは、健康・快適性（アメニティ）・娯楽性（エンターテインメント）と言われている。この3条件の、一つを満たすだ�
けでは、もはや存続は困難かもしれない。今後の顧客像は生活全般にボーダーレス化が進み、ノンエイジ・ユニセックス・オフタイム中心�
のライフスタイルが主流となるでしょう。�
�飲食業界では、QSCが大事だと言われている。Qは｢クォリティ（商品の品質）」、Sは「サービス（好感度)」、Cは「クレンリネス（清潔・食の�
安全）」のことである。しかし、この大転換の時代に上手に対応するためには、まず旧来の価値観を抜け出すことから始めることです。�
現代にマッチした新しい基準、ワンランク上の基準を目指すべきです。それがQHA、お客様の満足を超えて感動できるクオリティ（Q)、�
おもてなしの心ホスピタリティ（H)、空間全体を含めたアトモスフィア（A)である。�
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個人店の経営戦略 

大手の「できないこと」をさかてにとれ	

　個人店は勝ち残れる。自信を持っていい。ただし、価格など相手の得意なところで戦ってはダメ。大手チェーンだってできないところはある。個人店はその大
手の「できないこと」をトコトンやればよい。例えば、大手はメニュー変更を１年に多くて数回しかできない。だから「こんないい食材が手に入ったから、今日は
この料理を作ろう」ということはできない。いわば旬を捨てている。その点、個人店ならば、市場にある旬の食材をすぐに取り入れられる。「今日はこの旬の食
材がある。今だったら、この調理法で食べるのが一番おいしいから、お客様にはそれで提供しよう」などと臨機応変にメニューを変更できる。お客様は、同程
度の価格・雰囲気なら、来店のたび変化があり、旬の食材を味わえる店の方に足が向くはずだ。 
　大手ではどこの店も同じ味、同じ量が求められるが、個人店はお客様の要望にすぐに応えられる。従ってお客様に「ちょっと薄めにして欲しい」「量は少なめ
がいい」と言われて、好みに合わせられることも強みである。安全性についてもしかり、大手は食材の安全をもちろん確保している。でも、国が定めた基準をク
リアしているからと言って､安全・安心なのか？おいしいと言えるのか？もし基準だけ守ればいいのなら､「有機」や「無農薬」を歌う飲食店はないはずだ。「必
要最低限やればいい」と考えるのか､「消費者はもっと違うものを求めているはず」とおいしさや安全にこだわるのか。ここも大手と大いに差を付けられるポイン
トだ。大手は食材を利用している。個人店なら食材を利用するのではなく、最大限に「生かす」ことを考えるべきだ	

これだけやれば大手チェーンに負けない！	

大手にありがちなこと	 個人店がやれること	

メニューの変更は年に数回	 旬の素材を採り入れ、メニューはどんどん変更	
素材にあまりこだわらない	 素材にとことんこだわる 
料理の味・量は統一	 料理の味・量はお客の好みに合わせる 
マニュアル通りのサービス	 臨機応変なサービス 
手間のかかることはしない	 手間を惜しまない 
店舗ブランドを増やす	 一つの店・ブランドに集中して磨きをかける 

酒房リノベーションプロジェクト 



T蔵の経営戦略	

経営理念	

外部環境	

機会	

内部環境	

 
強み 

	

弱み	

事業ドメインの決定	

誰に	 何を	 どのように	

ストアコンセプト	

脅威	
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キーワード 
 
３つのFで勝負	

■ 

 
■景気の低迷 
■大型店の進出	

■ヒット商品がある 
■地域の顧客を獲得している 
■スタッフに恵まれている	

■低価格訴求は困難 
	

地域(布施）のお客様へ、旬な素材を生かした料理で、感動を！（3つのFで勝負）	

地域(布施） 
FUSE 

新鮮 
FRESH 

感動 
FANTASTIC 

強みをより強く伸ばし、他店との差別化をより強く打ち出すことにより、存在意義も
増して、知名度・ブランドロイヤリティーを高めることができる 

酒房リノベーションプロジェクト 



　マーチャンダイジング戦略	

商品計画 
PRODUCT	

価格政策 
PRICE	

プロモーション 
PROMOTION	

店舗施設 
PLACE	

◆低価格競争は極力避ける 
◆価格はいつも競合店、顧客を意識する	

◆ダイレクトメールや電話による細やかなフォロー（顧客名簿の整理） 
◆新メニューのプロモーションの研究 
◆インターネット	

◆店舗ファサード（ハイセンスなグレード感の演出） 
◆店舗レイアウト（落ち着いた雰囲気、料理を楽しむ工夫） 
◆店舗の清潔感（クレンリネス）の演出（５Sの徹底） 
◆照明計画の見直し（落ち着いた照明、料理をおいしく見せる照明）	

 
地域(布施）のお客様へ、旬な素材を生かした料理で、感動を！（3つのFで勝負） 

	

ストアコンセプト	

◆季節性の追及（旬な素材） 
◆手作りのこだわり（料理人のパフォーマンス） 
◆健康安全志向 
◆地域性の演出（長栄寺の推古天皇・長瀬のキネマ） 
◆消費者の変化（女性客の誘引） 
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◆新メニュー開発の習慣
◆自社の強みの発揮	

酒房リノベーションプロジェクト 



店舗施設	

店舗ファサードの見直し 
料理が楽しめる空間 
料理が美味しそうに見える照明 
 

料理が楽しめる空間	店舗ファサード	 料理が美味しそうに見える照明	

訴求力あるファサード	 落ち着ける空間	 照明計画	

 

	
 
 

地域のお客様へ、旬な素材を生かした料理で、感動を！（ 3つのFで勝負） 
 
	

ストアコンセプト	

楽しい街の店舗には、＜中間領域＞と�
言われるゾーンがあることである。それは店でもな�
く通路でもない中間の機能を有する空間である。そ�
のお店のそこに立つと、その店舗のムードを感じる�
ことが出来、なにか＜わくわく＞＜どきどき＞した�
感覚を覚える。何か楽しいことが有りそうな…・�
�
カフェであれば、店頭にオープン
カフェを設け、店内のムードを街
路に演出する。�
レストランであれば、今日の特別
メニューを黒板に書いて店頭で
誘因…。お店を前にしたとき、こ
の店はどんな料理が出てくるの
だろうと思わせるファサードデザイ
ン及びアプローチ�
�
�

�カウンター席とボックス席があるが、カウンター席では、
料理人の調理法や包丁さばきなどのパフォーマンスを見
るのも楽しみの一つのである。そこでカウンター席から調
理台が見やすい高さに設定する。すなわち、カウンターの
高さレベルとまな板の高さレベルをあわせる。新地の割
烹では、いまこれをどこの店も採り入れている。�
��

�またボック
ス席では、
他人の目線
や話し声を
を気にせず、
料理を楽し
みたい。落ち
ついた空間
デザインを
心がけたい。�

	

�高級店では少し暗めの照明がよいとされている。ダウン
ライトはグレアレスを使用して器具の存在感をなくして、

上質なイメージを演出する。（カウンター面が強く明るい）
料理人の顔に陰が出ないように照明器具の配置を考え

る。 �
��
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地域(布施）のお客様へ、旬な素材を生かした料理で、感動を！（ 3つのFで勝負） 
 
	

ストアコンセプト	

店舗アプローチ気分の盛り上がりを図りたい	

ボックス席には落ち
着き間が欲しい	

整理、整頓、清掃、（５
S)のしやすいカウン
ターバック	

ボックス席には落ち
着き間が欲しい	

トイレの扉は客目
線の入らない位置に、 
和便器を洋便器に	

スペースの有効活用	

サービス動線と客
動線がクロスしている	

店舗レイアウトの分析	

酒房リノベーションプロジェクト 
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地域(布施）のお客様へ、旬な素材を生かした料理で、感動を！（ 3つのFで勝負） 
 
	

ストアコンセプト	

間接照明を使った光壁による 
店舗アプローチ気分の盛り
上がり	

ボックス席には落ち
着き間が欲しい	

整理、整頓、清掃、（５
S)のしやすいカウン
ターバック	

トイレの扉は客目
線の入らない位置に、 
和便器を洋便器に	

サービス動線と客
動線がクロスしない	

店舗レイアウトの提案	

料理人の調理法や包丁さばきなどのパフォー
マンスを見るのも楽しみの一つのである。そ
こでカウンター席から調理台が見やすい高さ
に設定する。�

間接照明を使って店内の 
雰囲気を盛り上げる	

酒房リノベーションプロジェクト 
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ダウンライトはグレアレスを使用して器具の存在感をなくして、 
上質なイメージを演出する。（カウンター面が強く明るい） 
料理人の顔に陰が出ないように照明器具の配置を考える。 
 
	

 シャープな光があるこ
とでインパクト性が高

まる。 
また床に光りだまりが

できるので､目にも光

が飛び込んでくる。 
	

アッパーライトの光壁で 
非日常的な光でお出迎

えする。 
	

奥の壁に光の広がりを
持たすことで安心感を

演出する。	

彫り込み天井に 
シャープな光の 
ダウンライトを配置して 
縦のラインにメリハリを

付ける	

照明計画の提案�
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接客計画	

• ５Sの徹底 
• 言葉遣いの基本 
• 雰囲気り	

 
言葉使いの基本 

	
５Ｓの徹底	

 
雰囲気作り 
	

５Ｓ活動　実践の必要性	
整理�Seiri�
���必要なものと不必要なものを区別し不要な�
����ものを捨てる�
整頓�Seiton ��
���必要な時に、必要なものが必要な分だけ取�
����れる正しい物の配置（戻しやすいこと）�
清掃�Seiso ��
���ゴミ、汚れを無くし綺麗にする�
清潔�Seiketsu ��
���整理、整頓、清掃の繰り返しを重ね環境の改善�
躾��Shitsuke ��
���決めた事を常に守る習慣づけ�
�
頭文字を取ったのが5S（整理、整頓、清掃、清潔、躾）�
です。家庭や学校、職場等でよく使用されている言葉だ�
と思います。いろんな事を5Sに当てはめてみると、不�
要品を大事にとって置きスペースを取ったり、探し物が�
すぐに見つけ出せず困ったり、環境に悪影響を及ぼして�
いたのだと思う事が多くあります。常に5Sを意識して�
行動をする事を心がけています。�
�
	

■命令形は避ける 
　「明日までお待ちください」ではなくて。 
「明日までお待ちいただけないでしょうか」 
 
■否定後は避ける 
　「赤いのはないの」と聞かれたら。「あり 
ません」ではなくて。「合いすいません、只 
今、白と青だけになっております」 
 
■警告は避け、助言を 
　「生ものですから今日中に食べてください」 
といった警告をすると脅迫されているように 
感じる。「念のために保冷財を入れておきま 
した。早い目に劣りください」といえばソフ 
トに聞こえる。 
 
■対面の位置ははずす　 
　店側の人間は、お客様の視線を斜め前に、 
しかも一歩下がってたつと良い。 
	

　良い音楽は人をリラックスさせ、良い匂い	
は互換を刺激する。店では品揃えした商品と	
印手兄マッチした音楽をＢＧＭで流すと効果	
的です。音量が大きすぎるのは．駄目ですが、	
店の店員とお客様の会話に支障がない程度の	
音量で雰囲気を出す。	
　	

またお店の店員の	
服装も、雰囲気作	
りに重要なポイン	
トの一つである。	
店舗イメージカラ	
ーの演出や、頭巾	
など清潔感も訴求	
する。	
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プロモーション�

• ダイレクトメールや電話による細やかなフォロー（顧客名簿の整理）
• フリークエント・ショッパーズ・プログラムの導入（サービスポイントカード）
• 来店を動議づけるイベント戦略�

マスマーケティングとリレーションシップ
マーケティング�

リレーションシップマーケティング� フリークェントショッパーズ
プログラム�

�リレーションシップマーケティングとは長期
的な顧客との「関係づくり」を重視し、顧客維
持の戦略である。
①製品中心から顧客中心
②短期取引中心から長期の関係づくり
③顧客獲得から顧客維持
④プロモーションから顧客サービス
リレーションシップマーケティングでは、マス
でなく、個の顧客に焦点をあて、カスタマイズ
した製品を囲い込んだ顧客に対して繰り返し購
入を追求する。長期的な顧客維持の努力を通じ
て、顧客がさらに「得意客」へ、そして「支持
者」から「代弁者」を経て、最終的に「パート
ナー」へと質的な進化を促す。

�
ポイントカード�自筆のダイレクトメール�

フリークエント・ショッパーズ・プログラム�

�顧客の過去の購買履歴に注目し、リピート率
の高いデータを経験的に整理･統合した指標に、
R・F・M分析がある。
①リーセンシー（実績顧客の最新購入日）
②フリークエンシー（実績顧客の購入頻度）
③マネタリー（実績顧客の購入金額）
を尺度として取り上げる。

■クラブカードの発行
■クラブ情報誌
�

�地域性やオリジナル成を盛り込んだイベント
戦略。＜箕面物語＞の産物とのコラボレーショ
ンヲ考える。例えば、オリジナルギフトを＜箕
面焼＞にお願いして、安価で作成してもらう。

■ポスターの掲示
■POP

ポスター�

イベント戦略�
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プロモーション�

• ダイレクトメールや電話による細やかなフォロー（顧客名簿の整理）
• フリークエント・ショッパーズ・プログラムの導入（サービスポイントカード）
• 来店を動議づけるイベント戦略�

ポスティングで新規顧客開拓� お客様の心をつかむ真心はがき� イベント戦略�

�小売店において新規顧客獲得は、すべての始まりだ
といっても過言ではありません。店構えや看板など
ハード面でのアピールだけでは不十分です。そこで有
効なのがチラシの配布ですが、新聞折込チラシはコ
ストがかかりますまた、毎日大量のチラシ広告が入っ
ている朝刊などでは目立ちませんし、なかなか手に
とって見ていただけません。おそらく束になって捨て
られるのが関の山です。そこで多少手間ではありま
すがポスティングが効果的です。

�商圏1キロ以内を、自社のスタッフで地道に続けて
いくことが重要です。字際の顧客がどんなところに住
んでいて、地形などが把握できていれば、顧客とのコ
ミュニケーションも取りやすくなります。

�

�人は誰しも、自分に関心を示す人に好意を抱くもの
です。それはお店とお客の関係も同じです。お客様に
マメにハガキを出すことで＜あなたは大切なお客様
です＞と言う気持ちを伝え、お客様にもお店に関心を
持ってもらうことが必要です。

■ハガキの内容

①お客様の話題を60%以上（お店や自分のことは3
0％以下に）

②締めくくりはハッピーな言葉で

■ハガキを出すタイミング

①商品をお買い求めいただいたとき

②商品の購入ではないが、お客様がお店に立ち�寄ら
れたとき

③お客様の希望する商品が無くやむなく変えられた
とき�

�イベントは催事であり、祭事であり、済事であります。
単なる催事ではなく祭事ですから、仕掛ける売り手
がまずはエキサイティングしていなければなりせん。

�また、催事だから色、つまりは日本の四季に象徴さ
れる＜旬＞がなくてはなりません。わが国の風土に
四季があるから、モノやコトが売れることを忘れてし
まった人があまりにも多いようです。�
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■洒落たDM・チラシも、自分で簡単に作れます
� • 自分に届いた洒落たDMを、ストックしておく

• 雑誌のレイアウトデザインをそのまま頂く
• キャッチコピーもそのまま頂く
• パソコンをマスターする
�
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