
も可能である。そのため、ロゴや文字などを再現し、オ

リジナルの販促グッズやノベルティを作ることができる

というのが強み。この技術で有名ブランドや多くの企業

から依頼を受け、オリジナル飴を制作している。

2007年のスタート時からのこれまでの実績は、法人が

5570社・7813点、学校関係が923社・1598点、個人が170

名・233点（2016年3月）である。リピート率は42％、そ

して、年商は1.1億円（2018年）へと成長している。

■まいあめの誕生

中村貴男社長は、この事業を立ち上げる以前、少子化

によるお菓子市場の縮小を懸念していた。さらに菓子の

小売店舗は、コンビニやスーパーなど大規模小売業へと

シフトし、小さな問屋では大手資本には勝てない状況に

なりつつあった。そのような中、中村社長はネット上で

はオリジナルの飴のオーダーに関する用語の検索が多い

経営者・起業家のためのニュースペーパー レイマッククラブ会報誌

レイマックプレス 2019年10月号 Ｖol.134

今号は、お菓子問屋である株式会社ナカムラが、代表の中村貴男さんのアイデアから「まいあめ工房（現まいあめ）」を立ち上
げ、戦略的思考とWEBの活用でメディアから注目を浴び、業績的にも成長し続けた軌跡を分析し、特別版として編集しました。
先月号に続いての登場ですが、今回は中村さんの全面協力により、客観的かつ戦略的な視点からまいあめの成功を分析して
いきます。

今月の内容

●特集
「まいあめ」の成功を読み解く

●経営コラム お客様はいつ、何を考えているか？
●書籍解説 『「面白い」のつくり方』

●メルマガバックナンバー ●レイマック豊田のひとりごと

１

Raymac press

「まいあめ工房（2019年より「まいあめ」に変

更）」は、伝統の組み飴の技術でオリジナルデザインのア

メを製作する。名古屋市西区にある菓子問屋、株式会社ナ

カムラの2代目社長の中村貴男社長が、2007年に新規事業と

して立ち上げた。その販路はウエブショップのみである。

組み飴とは、一般的には金太郎飴として知られているが、

金太郎飴という用語は他社の登録商標であるため、ここで

は使うことができない。そのため「切っても切っても同じ

絵柄が出て来る“組み飴”」と説明している。

まいあめの技術レベルは非常に高く、かなり細かい細工

協力：中村貴男
株式会社ナカムラ代表取締役

「まいあめ」の成功を読み解く

特集
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ことに気づいたという。「金太郎飴」で月間1万件以上の履

歴があり、2次検索ワードには、「金額」「オーダー」

とあった。試算すると7000万～1億円弱の市場が見込めた。

たとえば、大阪のおばちゃんにとって「飴をあげる」と

いう行動は挨拶代わりであり、コミュニケーション・ツー

ルでもある。「そう考えると、お菓子は単なる食べ物では

なく『コミュニケーションのためのメディア』と捉えるこ

とができる」と中村社長。そこで組み飴技術を使った「世

界で１つだけの伝統職人による手作りオリジナルキャン

ディ」を製作する事業を立ち上げることを決断した。これ

がまいあめ工房である。

戦う場は、大手菓子メーカーがひしめくBtoCの食品市場

ではなく、企業の販促ツールという広告市場に設定。つま

りBtoBで勝負する。世界でひとつだけのオリジナル飴は、

喜ばれる広告物であり、手にした瞬間から会話が生まれる

トリガーである。ターゲットは、企業で販促ツールを発注

する担当者の女性たちである。

価格は、最低ロット3,500個の飴で56,000円（税別・送料

別）。納期は最短で1ヶ月程度で、宅配便で企業に直接届け

る。

販売ルートはウエブ店舗のみである。このウエブ店舗を

非常にわかりやすい店舗として作りあげたことが、まいあ

めの一つの成功ポイントである。飴の細かいサイズ表示、

ロット数ごとの価格、これまでに作った事例、デザイン画

の再現性の比較画像、パッケージについての細かい説明な

ど、企業の発注担当者が発注を検討する際にリスクに感じ

る部分について、丁寧に説明した。さらに、希望者にはサ

ンプル提供や、電話やメールによる相談も行った。ウエブ

店舗だが、生身の人間がきめ細かく介在することで顧客の

不安を取り除くことに成功した。

■コンテンツの充実

プロモーションはこのウエブ店舗のSEOとパブリシティ提

供である。

まず、ウエブのコンテンツを充実させた。書きたいこと

を書くのではなく、利用者が情報に満足することを目指し

た。たとえば、「まいあめ工房見学」では、手作りで飴が

できていく様子を説明し、日本伝統の技術の素晴らしさや

手作りの価値も伝えていた。さらに、「お客様インタ

ビュー」では、「株式会社ニューズピックス」や「中日新

聞社」などへ、直接取材に行き、ユーザーがどのように活

用しているかをレポートし、読み物として提供した。

企業事例では各業種１つの製作実績を掲載するように心

がけ、お客様インタビューの際には、ライターさんととも

に取材に行く。通常のウエブショップでは、顧客と直接

会って話をすることはないが、まいあめの場合は取材に出

向くことで顧客とのインタラクション（双方向性）が生ま

れていた。実際に会ってみると彼らが使っている用語や、

何を重視しているのかといった顧客のニーズがわかってく

る。発注担当者が必要とする情報を、彼らの言葉で提供す

るという試みを丁寧に行っていた。

また、ブログの記事が非常に丁寧であることもまいあめ

の特長である。読み物としての楽しさにあふれた文体で、

製作途中の様子などが書かれている。そして顧客がどのよ

うに飴をコミュニケーションに使っているのかについての

記事も豊富である。

■メディアを活用する

メディア・リレーションも卓越しており、広告媒体を買

うことなく多くの記事や番組への露出を成功させている。

YouTubeの「まいあめチャンネル」には、自分たちで撮影し

た動画を投稿している。自分たちで撮影することで、飴を

制作する工程のどこが絵になるかなど、いろいろな発見が

あった。

動画「ハロウィーンキャンディができるまで」
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また、この動画の掲載は、様々な効用があり、例えば動画

を見たテレビクルーが「この絵をとりたい」というイメー

ジをもってやってくることもよくあるそうだ。

まいあめでは、オリジナル商品とは別に「合格飴」、

「ありがとう飴」などの既製品も用意している。受験シー

ズンになると、この合格飴がテレビでとりあげられる。こ

れも、ただ漫然と取材依頼を待つのではなく、アクセスロ

グを観察し、テレビ局がいつ取材ネタを探すのかについて

仮説を立てる。そして、その仮説のタイミングに合わせて

情報をウェブで発信すると、予想どおりに取材依頼が来る、

というからすごい。

また、猛暑の時期には、『熱中症対策飴』として「水分

とって」というメッセージ入りの飴を発売し、これもメ

ディアに取り上げられた。

さらに改元のときには「令和飴」も発売し、テレビの

ニュースで取り上げられた。このように季節の風物詩や時

事ネタなど、メディアがニュース素材を必要とする面に、

ニュースを提供していく作戦を徹底するのである。

他にも、飴を使ってニュースを作り出し様々な露出機会

を獲得している。中村社長が夢中になっていたIngressの

ロゴを飴にして無料で配布していたらロイヤリティフリー

で販売を認めてもらえ、イベントにも呼んでもらえた。イ

ベントでは無料で飴を配布し、ナイアンテック社CEOと記

念撮影している。そして、「ポケモンGO飴」「フェイス

ブック飴」「インスタグラム飴」など、話題になるものの

飴を次々とつくり、本人たちに届けていく（プレゼントす

る）。まいあめのメンバーは話題になるものへの感度が高

く、そこに対してラブレター代わりに飴を作って発信する

と、何かが起こるというわけである。

2015年頃には中村貴男社長の息子である中村慎吾さんと、

その妻である広報担当の藤井佐枝子さんがメンバーに加わ

った。その後、彼らの新たな感性で、様々なところと繋

がる企画を次から次へとに打ち出していくことになる。

■あの超有名人の息子から･･･

SNS発信についても、様々な試行錯誤をしている。広報の

藤井さんはある日、飴を製作する工程を動画で発信したイ

ンスタグラムの投稿が、急速にアクセスを稼いでいること

に気づいた。30分で3000回再生され、さらに1万、5万と再

生数が伸びていき、最終的には250万再生までいった。なぜ

ここまで拡散したのかを調べていると、「まじかよ，俺こ

れスライムだと思ってたわ」というコメントを発見した。

「スライム？」と不思議に思って検索してみたところ

「海外で人気のスライマーたち」という記事を見つけた。

そこで言及されていたのは、ASMR（Autonomous Sensory 

Meridian Response）という言葉であった。「視覚や聴覚に

訴えるもので見ていると気持ちが良くなるもの」のことだ

そうで、スライムの動画や焚き火、ピコ太郎の動画もそれ

にあたるという。まいあめの工程途中の熱く柔らかくドロ

ドロした飴がスライムのようで、その様が「見ていて気持

ちいい」ということらしい。そこで、今度は同じような動

画を長く撮影し、ハッシュタグに #slime #slimevideo

#ASMR など関連するものをつけて2週間後に投稿したところ、

いいねの数が1.5万になったという。仮説の正しさが実証さ

れたのである。

この動画をきっかけに、次の事件がおこる。ある日イン

スタグラムに「キャンディを個人向けに作ったりするの

か？」という一言だけのメッセージが入った。フォロワー

が900万人もいる人からのメッセージだったが「最小ロット

は3500からです」と返事をすると「え！多い！僕のために

「水分とって」飴

リニューアルした「まいあめ」のウェブサイト
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少量でつくってほしいんだけど。中にはBBって入れて欲し

い、云々･･･」と次々に要望が送られてきて何度もやりとり

をした。

調べてみると、あのサッカーのベッカムの息子が送り主

だということが判明した。向こうが興味を持ってくれてい

るならばと、BBキャンディの製作が決定した。その旨を伝

えると「OK, awesome（ヤバいね）」と返事があった。さら

に「届いたら写真とともにインスタに“cheers（ありがと

う）”って載せるね」とも言ってもらえた。デザインもOK

をもらい、プレゼントのために500個作り、送った。しかし、

その後、紹介もされないまま音信不通なってしまったとい

う。なぜ？？

残りの35,000をどうすればよいかわからなくなってし

まった。モヤモヤしながらそれをネタにして発信していた

ら、ロケットニュースに取り上げられる。そこの反響も大

きかったが、それをきっかけにテレビ局からの取材が相次

ぐことになる。

2017.4.25：フジテレビ「みんなのニュース」

2017.4.26：ホウドウキョク

2017.4.27：TBS「Nスタ」

2017.5.6  ：TBS「新・情報7days ニュースキャスター」

2017.5.12：メーテレ「ドデスカ！」

2017.5.22：フジテレビ「ノンストップ！」

さらに、2018年1月には、テレビ朝日「激レアさんを連れてき

た」にも登場することになった。

このスライムやベッカム息子君の顛末についてまとめる

とこうだ。①まず、SNSで起こった出来事をもとに、ストー

リー化しブログに投稿する。②その拡散がうまくいった場

合には、ネット記事で取り上げられ話題になり、③さらに

SNSのエンゲージメントやブログへのアクセスが増える。④

さらに「ネットで話題の」という切り口でテレビ報道へつ

ながる。このような流れをたどった。

まいあめでは、日常的にブログで様々なコンテンツを開

示している。たとえば、季節ネタ、あるいは保存がきく

ニュース、裏話、製作プロセスの美しさ、ASMRなどである。

その際、どのようなものが話題になるのかについて、仮説

を立て検証するということを、熱心に行っている。この日

常的な積み重ねがある日、大きな成果を生み出す。

2019年には、サービス名を「まいあめ工房」から「まい

あめ」と変え現在では、中村慎吾氏と藤井佐枝子氏がその

経営を担っている。

■まとめ

まいあめの成功には、市場の推移を見極めて経営戦略を

立てることの重要性、顧客を知り、インタラクション（双

方向性）を築くこと、またウエブコンテンツの充実の他、

仮説―検証を繰り返しながら、ＳＮＳとメディアを積極活

用することなど、中小の企業が学び、実践すべき内容がた

くさん含まれている。これらは大きな資金を使わずとも、

アイデアと工夫、そして行動力があれば成せることばかり。

ぜひ読者の皆様にも参考にして頂きたい。以下に中村社長

から戦略についての設問を頂いたので、各々、考えてみて

ください。

【設問】

１．まいあめの情報は、どのような情報源を通じて、顧客

に届いているのでしょうか。それらに共通する特徴を考え

てください。

２．まいあめの情報がなぜ、これほどまでに話題になるの

でしょうか。どのような情報が話題になるのか、その特徴

をあげてください。

３．まいあめ工房の事業ドメインの定義をしてください。

（顧客集団、顧客ニーズ、独自能力・技術の３次元で規定

してみてください）

【キーワード】

ポーターの３つの企業戦略、商品コンセプト、事業の定義、

ニュースバリュー、コンテンツ・マーケティング、SEO、

パブリシティ、メディア・リレーションズ

【まいあめ】
〒451-0054 愛知県名古屋市西区南堀越2丁目2-4
TEL ： ０５２－５３２－１２１１
ウェブサイトhttp://myame.jp/

中村貴男社長
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豊田礼人の経営コラム「愛される会社への道」

お客様はいつ、何を考えているのか？

ＭＡの順にお客様は考え行動する、という例です。

■お客様の気持ちの動きに合わせて、やるべ

きことを決める

さて、このようにお客様の心理が動くのだとすると、各

プロセスで、それぞれ我々事業者は何をすべきか、という

ことが明確にする必要があります。

まず店舗であれば、看板や店そのものが、通りを歩く人

や車から見えるようになっているか、ということが大切に

なります。存在に気づかないと、買えるものも買えません。

そのほか、ＷＥＢや紙のツールを使って発信していくこと

も、気づいてもらうためには重要なことです。このプロセ

スでは気づいてもらうことが目的なので、インパクトが重

要になってきます。つまり看板で言えば、「他より目立つ

看板」が必要だし、一方で、周りの店が大きく原色の看板

を立てているのであれば、あえて「モノトーンで控え目な

看板」の方が目立つ場合もあります。ここでのキーワード

は「他とズラす」ということです。また気づいてもらうた

めにはある程度の量の発信を、ある程度の期間続ける必要

があります。ネット社会なので、検索した時に上位に表示

されることも、気づいてもらうためには重要です。

次に関心を持ってもらうためには、「ターゲット顧客に

刺さる情報を届ける」ことが大切です。先のジムの事例で

は、店の外から中が見えるようになっていたことは、ひと

つの大きなポイントです。その店で、（あるいは会社で）、

どんな人が、どんなことを、どんな雰囲気でやっているの

かが分かると、関心を持ってもらいやすくなります。そし

てその次の「欲求」のプロセスで、より強く「欲しい」と

思ってもらうと、購入につながります。

強い欲求をもってもらうためには、ターゲット顧客特有

のピンポイントかつ切実な思いを刺激することが大切です。

ジムの例で言えば、「ダイエットに成功するとモテるかも

しれない」とか「自己管理ができる男として、会社での評

価が上がるかもしれない」という欲求が湧くように、宣伝

広告の内容を磨いていくことが考えられます。

昨今のＷＥＢ化した世の中では、気づいて関心を持った

豊田礼人（とよたあやと）
レイマック・コンサルティング代表

「クライアントの成功が私の成功
である」がモットー。

■お客様はどのように購買を決定するのか？

お客様がどのように行動し、買おうと決断し、実際に買

うのか。このことは、商売という形態が生まれてから、

ずっと研究されてきたことです。

古くは顧客の「意思決定モデル」として「ＡＩＤＭＡ

（アイドマ）の法則」が提唱されました。ＡＩＤＭＡの法

則では、消費者がある商品を知って購入に至るまでに次の

ような段階があるとしています。 1.Attention（注意）

→2.Interest（関心）→3.Desire（欲求）→4.Memory

（記憶）→5.Action（行動）の５ステップです。

例えば、健康診断でメタボ判定されてしまった男性が、

会社帰りにふと24時間ジムの看板に気づく（Ａ注意）、と

いうケースで見てみましょう。

立ち止まって中を覗き込むと、自分と同じぐらいの年齢

の男性がマシンを使って走っている。さわやかな女性イン

ストラクターがアドバイスしている。ああ、何となく良さ

そうなジムだなと男性は感じる（Ｉ関心）。

店頭に貼ってあったチラシを読むと、本人の体形・体調

に沿ったきめ細かいサポート体制と、他のジムとの比較表

が掲載されている。価格もそれほど高くはない。家からも

近くて便利だ。チラシに掲載されているスリムな体形でほ

ほ笑むイケメンモデルと自分を重ね合わせ、「これはいい

かもしれない」とがぜんやる気が湧いてくる（Ｄ欲求）。

再度ジムの看板を見ると社長らしき人物の個性的な笑顔

が目に飛び込む。その個性的な笑顔に何となく好感を持ち、

ジムの名前とともに脳みそに刻み込まれた（Ｍ記憶）。

帰宅した男性はさっそく奥さんと相談し、毎月の支出額

を計算し、自分のメタボを改善する意気込みを伝え、承諾

を得る。ジム費の一部は自分のお小遣いを一部削って支出

するつもりだ。翌日、男性はジムで申し込み手続きを済ま

せ、その日からさっそくジムで走り始めたのでした（Ａ行

動）。

･･･という感じで、存在に気づいてから購入まで、ＡＩＤ
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あなたの読書時間を大幅短縮 気になった本を１分解説

レイマック豊田が最近気になった本を読み、その要点をズバッとお伝えします

豊田の
結 論

★★★★★読まないと損をする

★★★★ 読み応えたっぷり、お薦め

★★★ 読み応えあり

★★ 価格の価値はあり

★ 人気作だがピンとこなかった

ポイント１ 「面白い」とは差異と共感の両輪である

アイデアは地道に調査し、よく学ぶことから生まれる

ポイント３ クオリティは受け取る情報量で決まる

人々の関心を集めるには共感が必要だが、共感だけでは「面白い」にはならない。
そこには「差異」が必要。つまり今までとの違い、あるいは他との違いである。日本
ラグビーがW杯であれだけ盛り上がったのは、彼らの一生懸命さに国民が共感した
ことと、勝てないと思っていた強豪国から劇的勝利をあげたという差異があったから。

ポイント２

どうしたら良いアイデアが浮かぶのか？それは、たくさん調べ、たくさん学んだ後
にしか生まれない。「創造とは記憶である」。たくさんインプットした人の記憶の底
から創造性は生まれる。学ばない人にアイデアは生まれない。また、会社内の同
質的な人が集まる企画会議から、創造的なアイデアは生まれない。

著者はTV業界でドキュメンタリー分野を中心にディレクターをしている人。
普段我々は、映画やテレビ番組などのコンテンツを見て、「面白かった」
「面白くなかった」という感想を言い合うが、この「面白い」というのは何な
のか？どこから来るのか？を探った本。この答えは上記でも示したが「差
異」と「共感」。共感は当たり前として、やはり、「他とは違う」とか、「今まで
とは違う」とか、「期待以上に良かった」という「差異」がなければ面白いと
はならないのだ、と。これを再認識させてくれただけでもこの本を読む価
値はある。ドキュメンタリー番組のディレクターなので、良いドキュメンタ
リーを作るための専門的な話がやや冗長的なのが気になるが、「面白い
コンテンツを作る」という部分は昨今の企業すべてにおいて必要なこと。
面白いコンテンツを作れる企業になるためのヒントがもらえる一冊。

そもそもクオリティとは何か？意外と、これが具体的に何を指しているか分からな
い。映画で言えば、ジブリ映画のクオリティは高いと認められている。ジブリ映画
のクオリティの高さを裏付けているのは、情報量の多さ。技術的に言えば線の多
さ。しかしそれを「多すぎる」と感じさせないように見せる工夫もまた、クオリティの
高さなのである。

『「面白い」のつくりかた』 佐々木健一 著

■オススメ度 ★★★

後に、「検索する（Serch）」という行動が入ることが一

般的になりました。検索したときに上位表示されることは

最重要だし、出てきたＨＰの内容により欲求が高められる

ようにしておくことはもはや必須です。

そして、高まった欲求が冷めないうちに、強い印象に

よって記憶してもらう。その時、人間の顔は印象に残りや

すくなります。また強いキャッチフレーズや、飲食店など

では「香り」も印象に強く残ります。

最後に購入というアクション（行動）に結び付けます。

この時のポイントは、欲求を持って記憶した後、なるべく

早く行動してもらうことです。人間の気持ちは放っておく

とどんどん冷めていきますので、気持ちが熱いうちにク

ロージング（成約）まで持っていきたいのです。例えば〇

日まで入会金0円などの「期限付きプロモーション」や

「限定50名様」など数を限定するキャンペーンにより、早

めの決断を促すことができます。（但しこれをやりすぎる

とお客様から反発を受ける場合がありますので注意が必要

です。）

最近では購入した後に、ＷＥＢ上でお客様に「シェア

（Ｓhare）」してもらうことの重要性が高まっています。

なので、売って終わりではなく、お客様に自社を宣伝して

もらうように促していくことも、新規客を獲得していくた

めには重要となります。自分の友人がその商品を良いと宣

伝していると、その商品の存在に気づき、興味を持ちやす

くなります。ＷＥＢ化した現代ではＡＩＤＭＡの進化系で

「ＡＩＳＡＳ（アイサス）」というのが一般的に使われて

います。最初のＡＩはアイドマと同じですが、その後は、

Ｓサーチ（検索）、Ａアクション（購入）、Ｓシェアです。

自分がターゲットとするお客様がどのような心理でどの

ように意思決定しているか。ＡＩＤＭＡやＡＩＳＡＳを念

頭に想像し、実務で検証・是正していくことが、業績を伸

ばしていくためには重要となります。
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楽しみながら続けられる人になりたい (第653号）

■楽しむ人にはかなわない

韓国のことわざで、

「天才は努力する人にかなわない。努力する人は楽しむ人

にかなわない。」

というものがあるそうです。

「天才に生まれたかった」、と思ったことがない人はいな

いと思いますが（僕も含めて）、その天才も、努力する人

にはかなわないんだぞ、と。

そして、仕事を、あるいは人生を楽しんでいる人は、天

才よりも努力する人よりも、もっと素晴らしいんだぞ、と。

■どうすれば楽しめるか？

確かにそうかもしれません。周りの人がどう評価しよう

と、その人自身が「楽しい」と思っていることが一番強い

ですよね。他の人が立ち入れない領域ですから。では、ど

うすれば楽しむことができるのでしょうか？

まずは、当たり前ですが、自分の好きなことをやること

は大事ですね。好きじゃないことを楽しむのはなかなか難

しいと思います。でも好きじゃなくても、自分なりの楽し

むスタイルを見つけて、楽しくやっている人もいます。

2つ目は、自分を知ることだと思います。つまり自分の

現在の実力や現在地を知ること。自分の実力を正しく把握

せず、背伸びをし過ぎたり、他人をうらやんで多くを求め

すぎたりすると、いたずらに焦りや苛立ちを引き起こし、

楽しむどころではなくなります。

そうやって、かってにネガティブになって暗くなってい

る人、いませんか？

■道徳と経済のバランス

お金を稼ぐのが楽しいという人もいます。これもアリだ

と思います。確かにお金を稼ぐのは楽しいです。しかしお

金以外のことに目がいかなくなると不具合が起きます。お

金はトラブルのもとなので、他とのバランスは、やっぱり

必要です。

二宮尊徳さんはこう言っています。

「道徳を忘れた経済は罪悪であり、経済を忘れた道徳は寝

言である」

金儲けだけ考えている人は悪だし、お金を稼ぐ視点がない

「良い行い」は、寝言だ、と。両方とも必要だよ、と。

■自分レベルの視点で

自分レベルではいかがでしょうか？あなたは、今の仕事

を楽しんでいますか？そしてしっかりお金を稼いでいます

か？

僕たちは楽しいことは続けられます。お金がきちんと稼

げることは続けられます。ひとつの事を続けると、信用も

能力も両方とも、少しずつ積み重なっていき、より大きく

高い目標へと僕たちを連れて行ってくれます。

楽しみながら努力を続けられる人になりたい。そうした

ら、天才にだって負けない。

本当にそういう人に憧れます。

ぜひ、なりましょう。

応援しています。

連続750週間以上、毎週金曜日に発行しているメールマガジン「愛される会社の法則」の
バックナンバーから、特に好評だったものをピックアップしてお届けします。

メルマガ
バックナンバー

無料メルマガ「愛される会社の法則」は毎週金曜日の朝８時
に配信しています。配信希望の方はレイマックのホームペー
ジから配信の申し込みをしてください。



８

定期購読をご希望の
方は、レイマッククラブ
にご入会ください。詳細
は当方のＨＰ（レイマッ
クで検索）にアクセスし
て頂き、ご確認ください。

■正会員 ２,２００円
（月額）

■入会金 ５,５００円

定期購読をご希望の
方は、レイマッククラブ
にご入会ください。詳細
は当方のＨＰ（レイマッ
クで検索）にアクセスし
て頂き、ご確認ください。

■正会員 ２,２００円
（月額）

■入会金 ５,５００円

発行元／レイマッククラブ 発行人／豊田礼人 〒466-0051 名古屋市昭和区御器所2-9-27-305 http://www.raymac.jp

【レイマッククラブ主催セミナーのお知らせ】
54回目となるセミナーは、価格戦略がテーマ。もっと高く売れないか？値上げ

できないか？について考えます。

「もっと高く売れないか？価格戦略基礎講座」セミナー

日時：2019年11月26日（火） 19:00～20:45
場所：ウインクあいち904会議室 定員：30名
料金：5000円（税込） レイマッククラブ会員は2000円 講師：レイマック 代表 豊田礼人

【友割】お友達をお誘い頂きますと、本人様・お友達様とも1000円割引いたします。但し初参加の方のみ。
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今月の
トピック

レイマック豊田の
ひとりごと・・

レイマック・コンサルティングの豊田礼人が（たぶん）役に立つと思われる
ことを勝手に取り上げ、勝手にぶつぶつ、つぶやきます。

すべてが『ビシーッ』な、ラーメン屋さん
家の近くに美味しいラーメン屋さんがありまして、

時々行くんです。いわゆる「好来系」と呼ばれるラ

ーメンで、ナミナミ熱々の薬膳スープに太めの縮れ

麺がよく合います。

これにチャーシューとメンマが乗る「チャーシュー

麺」が定番で900円（写真）。あとは大盛やチャーシュ

ー多め、メンマ多めなどのバリエーションがあるだけ

で、餃子などのサイドは一切なし。スープの味も1種類。

メニューもシンプルなんですけど、店内もシンプル。

席はカウンター席のみで、余分なものが一切置かれて

ない。厨房の中もビシーッと整理整頓されていて、

まったく無駄がありません。しかも鍋とかオタマなど

の調理器具、調理台、壁、床、これらすべてがピッカピカに磨かれています。ピカピカでは

なくて「ピッカピカ」なんです。新しいからではなく、手入れしているからのピッカピカ。

カウンター前に置かれているレンゲもビシーッ、コショウや酢などの調味料もビシーッ。

で、切り盛りする店主と奥さんは明るく、丁寧で、気持ちいい。暖かく受け入れてくれて、

店を出るときは夫婦で声を揃えて「またどうぞ♪」と心地よく送り出してくれます。

こういうお店では、お客の背筋も伸びますね。ビシーッと。リスペクトする一流のお店、

そして一流の仕事人です。見習いたいです。


