
電話受付は平日14：30～15：30。 お問い合わせ、ご注文はお客さまサービスデスクへ

FAX 045-225-9211

携帯・PHSからは 045-479-2243　運営：株式会社トランプス  〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘5-2-14 たまセンター第2ビル202号

電 話 受 付 は 平 日 1 4：3 0 ～ 15：3 00120-39-4441デザインのぼりショップ

info2@design-nobori.com

お 電 話 で のご 注 文・お 問 い 合 わ せ の 増 加 により、デ ザ イン 制 作 の 時 間 が 確 保 できな い た め 2 0 1 4 年 4 月 1 日より電 話 受 付 の 時 間を 短 縮させ て い た だ い て おります 。

電話受付は平日14：30～15：30。 お問い合わせ、ご注文はお客さまサービスデスクへ

FAX 045-225-9211

携帯・PHSからは 045-479-2243　運営：株式会社トランプス  〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘5-2-14 たまセンター第2ビル202号

電話受付は平日14：30 ～15：300120-39-4441デザインのぼりショップ

info2@design-nobori.com

お電 話で のご 注 文・お問 い 合わせの 増 加により、デ ザイン制 作 の 時 間 が 確 保できないため2 014 年 4 月1 日より電 話 受 付 の 時 間を短 縮させていただいております。

電話受付は平日14：00～17：00。 お問い合わせ、ご発注はお客さまサービスデスクへ

FAX 045-225-9211

携帯電話からは 045-479-2243　運営：株式会社トランプス  〒225-0013 神奈川県横浜市青葉区荏田町2361-3 林ビル1-C号

電 話 受 付 は 平日14：00 ～17：000120-39-4441デザインのぼりショップ

info2@design-nobori.com

お電 話で のご 発 注・お問 い 合わせの 増 加により、デ ザイン制 作 の 時 間 が 確 保できないため2 014 年 4 月1 日より電 話 受 付 の 時 間を短 縮させていただいております。

お客さまの声

190415_VOI

ナイツの
HIT商品会議室に
当店が4週にわたり
放映されました。
（2017.5.19〜）

一足先に当店をご利用いただいた
お客さまからの声を
ご紹介いたします。

イラスト／安ケ平正哉



ザインされたのぼりは外観も変わります。�より印象的でわかりやすくなったと思いま
すので大事にしたい商品です。

【初めてのぼりを設置】

上アップはもちろん、面した道路か
ら、店内への目隠しにもなり良かっ

た。季節で違うデザインをしたのぼりも試し
たい。
【初めてのぼりを設置】

串と刺身 さんびょうし 様

炭火焼肉酒房 雷音 たまプラーザ店 様

客数

128.9％
UP　 

売上

163.9％
UP　 

客数

106.0％
UP　 

客数

143.0％
UP　 デ

売 風にも強く、色落ちもほとんど無い
ので良かったです。売上が伸びた

おかげで、今では地元で一番お酒が出る
BARになりました。
【初めてのぼりを設置】

BAR ONE-CHANce 様

強
お肴ダイニング 粋場 様

年の同月は地元のお祭りがあった
のに対し、今年は無かったので心配

していました。しかし、客数・売上ともにアッ
プして良かったです。
【初めてのぼりを設置】

昨

モニター店舗さま 客数・売上増加率
	 客数増加率　	 売上増加率　
炭火焼肉酒房
雷音 たまプラーザ店 様 	 143.0%⬆	 148.0%⬆
串と刺身
さんびょうし 様 	 128.9%⬆	 137.4%⬆
BAR
ONE‐CHANce 様 	 125.0%⬆	 163.9%⬆
お好み焼き もんじゃ焼き
やむやむ 様 	 117.5%⬆	 108.2%⬆
お食事処
もののふ 様 	 108.9%⬆	 105.1%⬆
お肴ダイニング
粋場 様 	 106.0%⬆	 102.0%⬆
和食小料理
㐂翔 様 	 105.3%⬆	 107.2%⬆
焼肉ハウス
マンボウ 様 	 101.0%⬆	 90.7%⬇
ランチダイニングバー
COVOLBA 長津田店 様 				96.9%⬇	 96.7%⬇
炭火焼肉酒房
雷音 溝の口店 様 	 			90.6%⬇	 96.2%⬇
10社平均	 112.0%⬆	115.5%⬆
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＊モニター調査は当店オリジナルのぼり旗を立てる前1ヶ月と掲出後1ヶ月の
比較。前年のデータがある店舗は前年同月比。2017年7〜 8月調査。



のぼり
表記商品

140.2％
UP　 

のぼり
表記商品

181.0％
UP　 

客数

101.0％
　

売上

107.2％
UP　 

お食事処 もののふ 様

和食小料理 㐂翔 様

炭火焼肉酒房 雷音 溝の口店 様

焼肉ハウス マンボウ 様

お好み焼き やむやむ 様

ランチダイニングバー COVOLBA 様

数は微増したが顧客単価が下がってしま
い売上はダウンしてしまいました。次は

別の内容でのぼりをつくってみたいです。
【以前は他店のぼりを使用】

店の雰囲気にも合っていて沢山の方の目に止まっ
たと思います。今後に期待したいです。

【初めてのぼりを設置】

ののふうどん」を食べに初来店のお客さまが確実に増え
ています。車道からも目を引くようで休日昼に車で来てい

たお客さまが増えました。「もののふうどんってどんなの？」と聞
かれる事が増え、気になる方が多いんだなと実感しました。
【初めてのぼりを設置】

のぼりを置いてから確実に客数が増えました。
常連のお客さまからも何のお店かわかりやす

くなったと言われました。【初めてのぼりを設置】

今回の設置によりTAKE OUTも増えて、「の
ぼり」効果で新規の顧客が増えました。今回の

設置で全てがプラスになりました。引き続きデータを
とってみたいと思います。【初めてのぼりを設置】客数、売上ともに落ちてしまった。別のデザインに

したらどうなるか試してみたい。
【以前は他店のぼりを使用】

売上

96.2％
DOWN　 

売上

96.7％
DOWN　 

ちょっと惜しかった店舗さま

も

の

の
今

客

客
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ず、今までは「何屋だかわからない」との声が多くありましたが今回のぼり旗を出
した事により明確になりダンゼン分かりやすくなりました。デザインもシンプルに

作っていただいたのでお客様に伝わりやすいです。あとお客様から“インパクト”のあるの
ぼり旗だね！！ との声もいただきましたーー【初めてのぼりを設置】

に入るなり、のぼり旗に書いてあ
る「支那そば！」と注文されるお客

様がとても増えました。「支那そば」がバー
ン！！ と目に入ってとても満足しています。
デザインがすごくいい!
【以前は他店のぼりを使用】

らーめんおがわ 様

umenoya 様

のぼり
表記商品

120.0％
UP　 

客数

150.1％
UP　 

客数

146.7％
UP　 

客数

134.6％
UP　 

ま

店 ぼり旗を見て、ご来店のお客様が
いらっしゃいました。「コーヒーはど

こでいただけますか？」「有田焼が置いて
あると見たので来てみた」等の声がありま
した。来店数が多くなったと実感してます。
【初めてのぼりを設置】

有田陶芸倶楽部 様

の
うつわの弥土 様

軽に入ってくれるお客様が増えまし
た。雰囲気の良いのぼり旗とお客様

に言われ良かったです。のぼり旗の作家名
で入られた方もいらっしゃいましたので、そ
の効果が確かと感じました。
【以前は他店のぼりを使用】

気

モニター店舗さま 客数・売上増加率
	 客数増加率　	 売上増加率　
洋食堂
umenoya 様 	 134.6%⬆	 124.5%⬆
カフェ・物販
コノハト茶葉店 様 	 104.9%⬆	 110.0%⬆
ラーメン店
らーめんおがわ 様 	 99.8%➡	 120.0%⬆
高級陶器販売
うつわの弥土 様 	 146.7%⬆	 98.6%⬇
やきとり店
焼き鳥専門店ふらっと 様 	 103.0%⬆	 非公開　
ラーメン店
博多っ子 様 	 107.0%⬆	 156.6%⬆
理容室
Lea 様 	 187.0%⬆	 非公開　
回転寿司店
廻鮮寿司処タフ 様 	 92.3%⬇	 非公開　
生花店
華花屋 様 	 データなし　	 104.9%⬆
陶器販売店
有田陶芸倶楽部 様 	 150.1%⬆	 139.8%⬆

10社平均	 125.0%⬆	122.1%⬆
※のぼり旗表記商品の売上

※

※

※
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＊モニター調査は当店オリジナルのぼり旗を立てる前1ヶ月と掲出後1ヶ月の
比較。前年のデータがある店舗は前年同月比。2012年４〜7月末調査。



のぼり
表記商品

110.0％
UP　 

売上

104.9％
UP　 

のぼり
表記商品

156.6％
UP　 

コノハト茶葉店 様

博多っ子 様 華花屋 様
店長は「もっと早く立てれば良かった」と
のこと。しかも前年より月あたり営業日
が5日ほど少なくてもこの結果。

「気候が暑くなるタイミングで特定商品が（他に店内
の施策などなく）10％アップは異例。のぼり旗効果
ありだと思います。」とオーナー談。

交通量の多い幹線道路沿いのお店です。シンプルでわか
りやすく、勢いのあるのぼり旗のデザインを心がけました。
つけ麺が156%と売上アップの理由は、無論のぼり旗だ
けでは無いでしょう。しかし複数本、同じメッセージを打ち
出すことの大切さを感じました。

ちょっと惜しかった
店舗さま

売上

103.0％
UP　 

売上

92.3％
DOWN　 

同商圏に「くら寿司」「スシロー」
の出店が相次いだため、売上は
減った。しかし、次月は前年比
97.6%と復調傾向に。

お店の都合により1本
しか立てられなかった。
やはり同じものを複数
立てないと効果が薄い。
ただ計算上はたった2
週間ほどで元は取れそ
の後利益を出している。

2014年、ネットショップ

店舗中全国 60,000
優秀賞

NEWS

ナイツの
HIT商品会議室に
当店が4週にわたり
放映されました。
（2017.5.19〜）

神奈川県

ラジオ局FM Salusに出演。神奈川新聞に掲載。カラーミーショップ大賞授賞式。

神奈川県
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◎毎日新聞に掲載（2012年2月）
◎カラーミーショップ大賞優秀賞（2014年4月）
◎神奈川新聞に掲載（2014年7月）
◎ラジオ局FM Salusに出演（2014年8月）
◎神奈川県経営革新計画承認企業（2014年12月）
◎横浜型地域貢献企業最上位認定（2016年3月）
◎インタビューサイト「ニッポンの社長」に掲載（2016年10月）
◎チバテレビ「ナイツのHIT商品会議室」放映（2017年5月）



教育・行政機関・観光協会などを含む
3,000社超の取引件数

元、横浜市のたまプラ
ーザ中央商店街から

市の助成金を利用してご注文
いただきました。町おこし、活
気づくりのお手伝いもさせて
いただいております。

地

福

◀神奈川新聞 横浜版
（2014.7.26付）

＊のぼり旗以外の制作物につ
いては50枚以上からの受注
となります（別途お見積り）

▲「とにかく目立つね〜！」と
　たまプラーザ中央商店街 佐藤会長

▲のぼり旗デザイン事例

▲イベント当日用のぼり旗

島大学、東北学院大学、復興大学事務局、いわき明星大学、清泉女学院短期大学、県立和歌山商業高校、東京スイー
ツ＆カフェ専門学校、社団法人新潟県建築組合連合会、社団法人石巻観光協会雄勝事務所、日光市シルバー人材セ

ンター、たまプラーザ中央商店会、公益社団法人やどかりの里喫茶ルボーズ、財団法人岩木振興公社、一般社団法人東北振
興プロジェクト、飛鳥京観光協会、一般財団法人京都YWCA、特定非営利活動法人パルシック、マリンパル女川事業協同組合、
神戸市漁業協同組合、相双ふるさとネットワーク、松本市社会福祉協議会、会下山プレーパークの会、姶良・伊佐地区茶業振
興会、岩手県山田町商工会女子部、岩手県山田町社会福祉協議会、茨城県観光組合、日立市観光振興推進グループ、日立市
観光協会、気仙沼大島観光協会、釜石市産業振興部観光交流課、釜石観光物産協会、気仙沼大島観光協会、久慈広域観光協
議会、釜石観光物産協会、那珂市観光協会、奥松島体験ネットワーク 、大洗町漁業研究会 、亘理山元商工会青年部、亘理山
元商工会女性部、亘理商工協同組合、亘理町商店街活性化協議会、亘理山元商工会、鵜！はまなす商店街、道の駅やまだ、マ
リンパル女川事業協同組合、多賀城ロータリークラブ、気仙沼ライフセービングクラブ、ボーイスカウト石巻第6団事務局、山
田町商業事業協同組合、高白浜草履組合、岩手アカモク生産協同組合、東松島アメイジング・グレイス支援センター、東日本
大震災圏域創生NPOセンター、岩手県山田町なかよし商店街、長瀞浜町内会 、山田町社会福祉協議会、石巻かほく商工会、
福島県いわき市川前町商工会、雄勝町伊達の黒船太鼓保存会、社会福祉法人県央福祉会スカイキング、社会福祉法人しあわ
せ、社会福祉法人千葉市手をつなぐ育成会でい・さくさべ、社会福祉法人ゆうとおん、社会福祉法人友幸会かがやき、社会
福祉法人未来、NPO法人まぐのりあ、NPO法人ヘレンケラー岐阜、NPO法人かまいしリンク ほか（敬称略）
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1.のぼり旗の効果はありましたか？
A.大いにあった(59.1%)　B.あった(39.4%)　C.なかった(1.5%)

2.のぼり旗の発注で困った点はありましたか？
A.発注が面倒(0％)　B.電話応対が悪い(0％)　C.時間がかかりすぎる(0％)

D.いつ届くのか不安(0％)　E.その他(0％)

3.のぼり旗の仕上がりにご不満はありませんでしたか？
A.サイズ違い(0％)　B.色がおかしかった(0％)　C.梱包が雑(0％)　D.デザインが良くない(0％)

E.誤字、脱字(0％)　F.版ズレ（印刷がズレていること）(0％)

4.ご意見・ご要望
おひとりのみ海沿いの強風でのぼり旗が裂けてしまったとのご指摘あり。（当時標準仕様がL字縫製）

その2日後、当店ののぼり旗の標準仕様を四方三巻縫製に変更。（2012.5）

＊アンケート回収期間2012.4.1〜8.31 有効回答数66

1.当店を評価してください。
A.とてもよい(57.0%)　B.よい(38.3%)　C.まあまあ(4.5%)　D.ひどい(0.2%)

2.商品の購入を決めた理由を教えてください。

3.ご購入前にあなたが感じていた不安は何ですか？
大きな不安を3つ教えてください。

4.提供させていただいた商品について、何が一番気に入りましたか？

5.あなたのためにサービスを改善できることはありますか？

6.購入しようか迷っている人がいるとしたら何と言いますか？

＊アンケート回収期間2014.7.1〜2019.4.15 有効回答数563

のぼり旗の効果はありましたか？ 当店を評価してください。

よい（216件）あった（26件）

なかった（1件） ひどい（1件）

まあまあ（25件）

57.0％
38.3％

0.2％
4.5％

大いにあった（39件） とてもよい（321件）
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1.5％

39.4％
59.1％
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あなたの声をお聞かせください。
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ご感想、ありがとう

ございます。

店長・デザイナー

井口茂樹
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お客さまの声も参考に

デザインしています。

デザイナー 山崎大作

11

デザイン面で自分の店の雰囲気に合っていた。
なかなか同じようなのぼりが多い中で洗練された感じを受けました。

今回購入した深赤にコーヒー豆の雰囲気がとてもよくて、とても目をひくのに下品に見えない
ところですね。ちょっと店の方向性を強化しつつ、のぼり旗でイメージづくりと思い購入しました。
まだ10日ぐらいですが、旗を立ててから少しずつ自分たちが望む方向性に近いお客様の来
店が出てきつつある感じがします。

デザインの可愛さ、他に見ない希少性

とにかく素敵なのぼりを見ているだけでスタッフのテンションが上がります。
薦めていただいた白色ののぼりはとても目立ちます！！！

本当に売上がのぼりで変わるのか

のぼり業界に革命を起こそうとしているお店があるよ
既存のデザインでもこれだけセンスの良いものが充実しているお店はあまりないので、
周りの店より多少価格が高くても費用対効果を考えたら、真っ先におススメします。

小さな自家焙煎コーヒー屋
COFFEE　plus+　　　林　竜哉 株式会社エイト　阪田紫帆里

（１）写真や画像の色目と現物が同じ感じかどうか。（２）室外に出した時に太陽の下でどんな発色をするか。 →商品ご
とに外で撮影された写真があると嬉しいです。光の透過具合とか、見られると助かります。（３）旗そのものの強度

＊メールでご回答をいただきました。 ＊メールでご回答をいただきました。
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デザイン

女子学生をターゲットとする賃貸マンションなので、前をを歩く女子学生の目にとまり、 
何らかの集客になるのではと思われた可愛いデザイン。
仲介業者に気づいてもらえそうな珍しいデザイン。

一度、購入してみたら良かったと思います！

株式会社萬代ビル　　　萬代壽香

１．大きさが想像できないので、立てた時に邪魔にならないか。
２．のぼりを立てる場所をどこにするか。　３．多少の効果があるのか。

のぼりを立てた時のイメージを写真で感じられるように（特に幅）
建物や物の対比でイメージできるようにしてほしい。

＊メールでご回答をいただきました。



ぜひ、あなたの声を

お聞かせください。

代表 井口正文

13

※オプションでチチテープの位置変更が可能です

※
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ぜひ、あなたの声を

お聞かせください。

代表 井口正文

15



16



17

※スリムショートサイズもお選びいただけます。

※

お客さまの声を元に

サービスの向上を！

店長・デザイナー

井口茂樹
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※防炎加工もお選びいただけます。 ※2017年9月現在、同じ品番11枚以上の購入で単価が下がります。

※ ※

ご感想、本当に

ありがとうございます。

店長・デザイナー

井口茂樹
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オーナー、店主に聞く“のぼり旗導入の効果”

実はうちはちょっと敷居が高いというか「入
っていいのかしら」みたいな雰囲気があ

ったようです。例えば“入りづらい”もステータス
の一種かなと思うけど、そこにもし、のぼり旗が
パッとキレイに並んでいたら「入っていいんだ」
と感じると思うんですよね。でも、カフェのイメ
ージもあるしデザインも大事だと思っていました。
インターネットで“のぼり屋さん”を探したんです

オープン当初から1年間ぐらいは朝仕事に
向かう皆さんに挨拶をしていました。こち

らを見てくれない方もいるのですが、挨拶を続
けていくうちにお店の存在を知ってもらうこと
ができましたね。朝は外に出て1〜2時間ぐらい
は、通る人全員におはようございますと挨拶して
います。挨拶を返してくれる人もいるので、それ
がきっかけで来てくれるお客さんもいます。

が、どこも同じような感じでどうしようかなぁと
思ってた時に「あっ異質なサイトがある！」と、御
社のホームページを見つけたんです。のぼり旗と
いうのは店舗をいじらないで済むから非常にリ
ーズナブルにウェルカムな印象が演出できると
思います。のぼり旗に表記した「人参烏龍茶」の
売上も10%もアップしました。他に店内の施策
をしていなかったので、これには驚きましたね。

—のぼり旗を立ててみて変わったことは？

開業当初は一本だけだったんです。前回の
カフェ喫茶ショー2014（東京ビッグサイ

トにて）でお会いした時に、3本セットで買わせ
ていただきました。そのほうがよいと冊子（デザ
インのぼりショップのカフェ喫茶カタログ）にも
書いてあったのでやってみたら、初めて来店さ
れるお客さんが確実に増えましたね。

青森県・青森市
コノハト茶葉店　三宅 貴男 様

神奈川県・藤沢市
もるげん珈琲　鵜野 靖史 様

1966年生まれ。レコードメーカー
ならびにCD販売店で音楽一色の
仕事から一転、30代後半にコノハ
ト茶葉店／コノハトカフェ＆レコー
ズをオープンさせてからおよそ6
年（取材時）。お茶の講師としても、
全国を飛び回る日々を送っている。
さらに青森朝日放送、RABラジオ
でもレギュラー番組を抱える。

JBA（日本バリスタ協会）認定バリ
スタ。鵜野さんは誰もが知ってい
る大手通信会社の役員だった。菅
泉章良さん（右上）とともに独立開
業。焙煎後に豆をひとつひとつ丁寧
に選別する細やかな手作業がWBS
（テレビ東京：ワールドビジネスサ
テライト）で取り上げられた。現在、
２店舗目の出店を準備中（2015
年6月現在）。

リーズナブルにウェルカムな印象が演出できる。 3本セットで初めて来店されるお客さんが確実に増えましたね。
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やっぱり最初はのぼり旗にすごく抵抗があ
りました。ダサいというか…。

以前、車道側に設置していた置き看板が危ない
と警察から注意され引っ込めたところ、いつも来
てくれるお客さまには休業中かと思われ、仕方
がなくのぼり旗の業者を調べ始めました。
インターネットでデザインのぼりショップが目に
止まったので、これならお店の前に立ててもいい

かなと思い買ってみたら、お客さんからものぼり
旗がかわいいねと言ってくれて、それでのぼり旗
に対する抵抗が無くなりました。2回目の購入は
商工会に教えてもらった補助金※で、ウェブサイト
と一緒にのぼり旗をフルオーダープランで作ろ
うと思い注文しました」
（補助金制度を利用して約2／３の補助金を受
け取られました）

千葉県・安房郡
Cafe&ガラス工房 海遊魚　東 愛乃 様

岡山県の芸術大学でガラス制作を
学ぶ。「半農半Xという生き方/ソニ
ーマガジンズ塩見直紀著2003」と
いう本に出会い、東京から安房へ移
住。2009年、Cafe&ガラス工房 
海遊魚をオープン。

※2015年の日本商工
会議所「小規模事業者持
続化補助金」。補助金制
度は施策ごとに対象や
対象者などが異なります。
また、事業者によって別
途書類が必要な場合も
あります。詳細は商工会
議所にお問い合わせい
ただくか、HPから公募
要領をご覧ください。

湧き水を使ったコーヒーやガラス工芸体験（要予約）、キッズルームなど特色がある。

最初はのぼり旗にすごく抵抗がありました。ダサいというか…。

当店でも、のぼりを立てて一週間ほどで効
果が現れてきた気がします。家の中を改

装して紅茶専門店を開業しましたが、外観が民
家のままでしたので、わかりづらい・入りにく
いとお客様から言われることが多々ありました。
しかし、のぼり旗というものが「マイナスイメー
ジにつながるのではないか」という懸念もあっ
たので、やむなく隠れ家的な方向となっていま

した。今回、お洒落なのぼり旗を見つけたときに
「これだ！」とピンときましたので、すぐに頼み、
大変満足しています。今週に入ってから、「最近
お店ができたと知った」と言われたり、「入って
もいいのかしら」ということが無くなってきた
気がしてますので、とても効果があったのだと
思います。センスのよい、そのうえで宣伝効果
のあるのぼり旗をありがとうございました。

福岡県・中間市
紅茶専門店フランチェスカ 様

白を貴重とした高級感あふれる内
装。紅茶教室を開催したり、カップ
やソーサー類、手作りのジャム、パン、
ケーキ、茶葉も厳選している。主に
クチコミでお客さまを増やしていた
が、イメージを損なわないのぼり旗
を立てた事で新規のお客さまを増
やすことに成功した。

「最近お店ができたと知った」と言われた。
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父が、売れないとしょうがないから「のぼり
を出しなよ」とずっと言ってました。でも

のぼりのイメージって、白地に赤い文字みたいな。
　お菓子一個にもその名前やパッケージ、お店
の雰囲気など全部を含めてその商品の価値だと
思うので、やっぱりそこに“売り出し”みたいのが
来てしまうと価値を下げてしまうと思ったんです。
集客がないといけないっていうのもよくわかる

—カフェ・喫茶ショー2014でデザインのぼり
ショップのブースに立ち寄ってくださいました。

自分のイメージに合うデザインが並んでいて
「すごいじゃん」と思い、一緒に来ていた

友達（ケーキ屋さん）は洋菓子が描かれている
のぼりを、私は焼き菓子というのを購入しました。
　以前、お客さまから「何屋？」と聞かれたこと
があったので、これだけはっきり書いてあれば間

んですけど、これで勘弁してくれって感じで簡単
な看板だけを出してました。
　それでもいろんな展示会に行っては販促商品
を探してみたんですけど、自分のイメージに合う
ものだと地味で集客に見合わない感じがしたん
ですよね。何となく人の目に留まって、入りたい
なって思ってくれれば、それが一番良かったんで
すけど、なかなかそういうのがなくて。

違いないだろうと。実際のぼりを立ててみて、そ
の日から違いました。元々、足を止めてくれる人
が少なかったんですけど、歩いてくるお客さま
は皆足を止めて、「ここにお店があったの知らな
かった」って。父からは、だからもっと早くのぼ
りを立てておけば良かったのにと言われました。
（笑）自分でデザインしようとすると大変なので、
希望通りのものが見つかり、嬉しかったです。

埼玉県・入間市
Home made sweets akiko's field　石川 晃子 様

以前、洋菓子メーカーの商品開発に
携わっていた店主の石川さん。父の
自動車工場の事務所に来るお客さ
まにお菓子を差し上げていたところ
「販売してはどうか」との声を受け、
10年前に事務所の一角でお店を始
めた。2015年3月に基礎から改装
し、リニューアルオープン。

実際のぼりを立ててみて、その日から違いました。

金澤屋珈琲店本店です。ここは、金沢市丸の
内、石川県で一番の観光スポット兼六園

と金沢城公園のある場所。（中略）オープンして
からなんとか覚えてもらう事が出来てきました
♪お城の公園の傍という風情ある町並みを守る
ために、目立つ看板等は、極力控えなければいけ
ません。ですが昨年末に、「デザインのぼりショッ
プ」のかわいいシンプルな旗を手に入れ…お店

メリカ圏の外国人の方が入ってくる確率が増え
ました。

さらに、もっともっとすごい旗。この旗は先
週の週末から飾り始めました。白くてシン

プルで、ダイレクトな内容「珈琲豆 販売中」!!
白黒は、明度差がはっきりし、意図した内容を瞬
時に伝えやすいんですね。
この旗の効果は本当にすごいんです。週末の珈

に赤い旗をつけました。
「Café Open」と書かれた赤い旗。さりげなく
文字だけでなく、珈琲店とわかる器具のデザイン
がシンプルにかわいく入り、通りを行く人の目を
引いています！
この旗の良い所は、この地に多い外国人の方に
も珈琲ショップ、喫茶店とわかるようになった英
語表記であるという事。確実にヨーロッパや、ア

琲豆のみを購入しに入ってくる、時間のない観
光客のお客様が3倍アップ。１日２人ずつ増えて
も１０日で２０人、１ヶ月で60人、
年間ではもっと！…これは、喫茶店としては、間
口が広がり効果大(’-’*)♪平日も2倍以上。反
応上々♪これは、もっと早く気がつけばよかった
(^_^;)と思います。
（店長松崎さまの許可を得てブログより転載）

石川県・金沢市
金澤屋珈琲店本店　松崎 香苗 様

カフェ喫茶ショー2015に店長の松
崎さまにお越しいただき話を伺っ
た。その後使用した「テイクアウト」
のぼり旗でお持ち帰りの人数がな
んと8〜9倍にアップしたとのこと。
兼六園、金沢城公園の近くという立
地に加え、味、サービス、店舗の雰
囲気に対してのぼり旗でイメージを
損なわずに集客に貢献できた。

週末、珈琲豆のみを購入する観光客が3倍にアップ。
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「新規っぽいランチのお客さんが急に増えたんです」

新 規のお客さんを呼び込むにはどうすればい
いのかと試行錯誤の日々。「せっかくバス

が行き来する交通量も多い道路に面しているのに
もったいないよ」と常連さんにも言われてしまって
……。そんな時、急に閃いたんですよ。そうだ、のぼ
り旗を出そう！そうすれば、何の料理を出しているの
か一目でわかるじゃないか。早速、インターネットで
検索して、たまたま「デザインのぼりショップ」のホ
ームページに辿り着いたんです。そしたら、他と比
べて、ポップで可愛いデザインのものがたくさんあ

そ うやって“旗”を増やしていく中で、同じデザ
インの旗を3本固めて立てるとかなり反応

がいいぞ！�と自分なりのルールもできたり（笑）。闇
雲に立てるだけじゃなく、お客さんの脳内にどうした
ら“ハンバーグ”や“パスタ”というものがナチュラル
に刷り込まれていくかと考えていますね。その旗を
見て来店したお客さんが、スキレットで出されるジ

るじゃないですか！ウチの重厚感ある外観を少し和
らげてくれそうだしと、まずは“ランチ営業中”�のの
ぼり旗を立てたんです。そしたら、新規っぽいランチ
のお客さんが急に増えたんです。それから“専門店
のパスタ”�や“ハンバーグ”�などののぼり旗を徐々
に増やしていって、今度は「ハンバーグ食べに来ま
した」とか「ランチまだやってますか？」というお客さ
んがさらに増えたんです。のぼり旗ってこんなにも
反響があるのかと驚きましたね。オープン当時から
立てていればと少し悔やんだり（笑）。

ューシーなハンバーグを見て、さらに驚いてくれると
いう好循環も生まれました。最近はランチだけじゃ
なくて、お弁当の販売もするようになったのですが、
“のぼり旗”効果なのか、そっちの注文も入るように
なりまして、本当に嬉しい限りです。そろそろ店の
看板メニューであるカリフォルニアロールののぼり
旗を作らないといけませんよね（笑）。

埼玉県・草加市
cafe avenue　柴山 光一郎 様

18歳で渡米。アメリカ式日本料理を学ぶ。30歳の時に帰国。アメリカンリゾートスタイル、cafe avenueをオープン。
2019年1月現在、お弁当TAKEOUT専門店としてリニューアル。

いいのぼり旗に出あえたことで
　　　“お客さん”も“やりがい”も増えました。

www.design-nobori.com
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