


■「活気」のあるお店の4つのポイント（2Ｐ～11Ｐ）

・お店の「活気」ってなぁに？ 4P

・ポイント①：接客 5P

・ポイント②：店内音声 6P-7P

・ポイント③：視覚情報 8P-9P

・ポイント④：お客様参加型のイベント 10P

・新しい生活様式の接客 11P

【調 査】
「活気」のあるお店の4つのポイント

■主婦の目レポート（12P）

スーパーでのお買い物に関するアンケート
対象者：マイ・グリーンスタンプアンケートモニター 41,742名 調査時期：202１年10月8日～10月12日
調査方法：WEB回答 回答者数：3,259名（女性：2,564名男性：695名）

調査概要

5172

男女年代別構成比 職業別構成比

年代 女性 男性 合計 ％
～ 代
代
代
代
代
代～
合計

職業 女性 ％ 男性 ％ 合計
専業主婦（主夫）
有職者
その他

合計

◆調査の目的

「活気のあるお店には人が集まる」と言いますが、活気とは実態のないものです。
大きな声が飛び交う賑やかな印象がありますが、新型コロナウイルスの流行により、
そうした活気づくりは難しいのが現状です。
新たな生活様式の中で、店内の雰囲気を盛り上げ、
お客様にお買い物を楽しんでいただくために、お店はどのような方法をとればいいのでしょうか。
それを考えるために、「活気」とは何かというテーマで調査を実施いたしました。
新たな生活様式に適応した接客体制を考えるためのヒントとなれば幸いです。
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◆今号の総括

517 3

■お店の雰囲気・お店の活気

お店の「活気」や「雰囲気」は形のないものですが、ポジティブなことは ％、ネガティブなことは ％、
買い物の最中に感じたことがあると回答しています。今回のアンケートの結果から、笑顔や挨拶などの「接客」、
マイク放送などの「店内音声」、 や店内装飾などの「視覚情報」、「お客様参加型のイベント」の開催といった
つの要素が、お客様がお店の活気を感じるポイントとして浮かび上がってきました。

■ つのポイントとお客様の購買・お店への評価の変化
ポイント①：接客 接客については、約半数のお客様が、従業員の「やる気」や「活気」を感じた経験があり、
お買い物中やレジでの接客など、従業員の振る舞いに注目しているお客様は多いようです。
明るい挨拶や笑顔で接客などの基本行動が実践できている従業員を見かけると、
お店全体に「活気がある」というご意見が目立ちました。
ポイント②：店内音声 従業員による挨拶や声掛けは、「気持ちよく買い物ができる」や
「お店に入りやすい」といった意味があると感じているお客様が多くいらっしゃいました。
接客の基本である挨拶の徹底は、買い物しやすいお店作りの重要な要素になっていそうです。
また、店内音声に関しては、 の方が店内放送を耳にして商品を購入した経験があると回答しています。
セール情報やお惣菜の出来立て情報などをマイクを通してリアルタイムで呼びかけることで、
お店に活気がでるだけでなく、商品の購買にも繋がるようです。
ポイント③：視覚情報 商品 を見たことがきっかけで、商品を購入した経験がある方は いらっしゃいました。
特に目に留まりやすいのは、「色や文字の大きさが目立つデザイン」で、続いてが「従業員の手書きのもの」でした。
「従業員のおすすめポイント」が記載されていると購入の参考になるという意見が多く、
販売する側の「想い」を感じる商品 は、お客様に内容が伝わりやすく、購買のきっかけにもなるようです。
ポイント④：お客様参加型のイベント スーパー主催のイベントは、イベントに参加したことで
「お店を身近に感じるようになった」や「お店で買い物をするのが楽しくなった」というように、
お店に対していい印象の変化があった方が 割以上いらっしゃいました。
こうしたお客様参加型イベントの開催は、お店の を増やすことに繋がっています。

■新しい生活様式と接客体制
新型コロナウイルスの流行により、これまで実践していた大きな声での挨拶や声掛けが感染防止の観点から
自粛・縮小化せざるを得ない状況になりました。マスク越しでの接客が当たり前になり、新しい生活様式の中での
接客体制やお店の活気づくりに頭を悩ませているという企業様も少なくないのではないでしょうか。
マスク越しの笑顔や最低限の挨拶・接客でも、お客様はお店からの歓迎の気持ちを感じ取っているようです。
直接のお声がけが難しい場合は、視覚情報やマイク放送の間接的な音声で補ったりするなど、
これまでの接客体制や販促方法を見直し、新たな生活様式を意識した接客チェック項目を
作成してみてはいかがでしょうか。

よくある・
時々ある

どちらとも
言えない よくある・

時々ある

あまりない・
ほとんどない

＜活気がある・雰囲気の良さ＞ ＜活気がない・雰囲気の悪さ＞

お買い物しているスーパーで「活気」や「雰囲気の良さ 悪さ」を感じたことがありますか？
あんまりない・
ほとんどない

％

どちらとも
言えない

％
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従業員の笑顔が豊富

従業員の挨拶がさかん

店内が人でにぎわっている

セール情報やおすすめ商品などのマイク放送がある

が掲示されている

店内装飾に力が入っている

お客様参加型のイベントや企画が実施されている

店内がざわざわしている

①

②

③

④

あってほしい 多少あってほしい どちらとも
言えない

ほとんどなくていい

あまりなくていい

「活気のあるスーパー」とは特にどんな特徴のあるスーパーだと思いますか？

5174

人

お店の「活気」ってなぁに？

83％のお客様が、お買い物するスーパーに活気があってほしいと思っています。

お客様が思うスーパーの「活気」には、「①接客」「②店内音声」「③視覚情報」

「④イベント」の４つのポイントがありそうです。今号では、この4つのポイントについ

て深堀していきます。

ご自身がお買い物をするスーパーに「活気」があってほしいと思いますか？

％の人が買い物するスーパーに活気があってほしいと思っている

人
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とても重視している やや重視している どちらとも
言えない

あまり重視していない

ほとんど重視していない

517 5

スーパーでお買い物をする際、そのお店の「従業員の接客態度」をどの程度重視していますか？

人

「接客」は78％のお客様が重視していると回答しています。親切・丁寧な

接客や、売り場での声出しなどの行動が、お客様がやる気や活気を感じる

ポイントのようです。

％の人が従業員の接客態度を重視している

①「接客」に関すること

スーパーでお買い物をしたときに、働く従業員の「やる気」や「活気」を感じたことはありますか？

人

たびたび
ある 時々ある どちらとも言えない あまり

ない

％の人が従業員の「やる気」や「活気」を感じている

お客様が「活気や雰囲気の良さを感じた接客」に関するコメント

・探している商品類の売り場棚に案内してくれ、その中でお薦め商品を提案してくれた。 代 長野県
・笑顔で商品を丁寧に整えている姿が好ましいと思いました。
商品に対する愛情が感じられて、うれしくなります。 代 秋田県
・顔を見て元気に挨拶されると活気があるお店だと感じます。 代 群馬県
・従業員さんのキビキビとした動き、気さくな声かけは好感度が高いです。 代 岡山県
・子どもが「はい」と商品を渡した時に、子ども目線に屈んで「ありがとう」って言ってくれる 代 山梨県
・商品の陳列作業が忙しい時でも、きちんと声を出して挨拶するスタッフを目の当たりにすると、
やる気と活気があって俺は理想的な店だと思います。 代 群馬県

ほとんどない
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スーパーでお買い物中に店内の音声 や従業員の声、店内放送など に
耳を傾けることはありますか？

5176

②「店内音声」に関すること

スーパーでお買い物をしていて、特にどのような音声に注意が向きますか？

％の人が店内の音声に耳を傾けている

注意が向く音声がある 人

従業員の店内放送 マイク放送

店内

従業員の挨拶・声掛け

録音の店内放送

スピーカーロボットから流れる音声

マイク放送 店内 挨拶・声掛け 録音の店内放送 スピーカーロボット

人

■特に注意が向く音声 年代別

代
以
下 代 代

代
以
上 代

代
以
下

代
以
下

代
以
下代

よくある 時々ある どちらとも
言えない あまりない

ほとんどない
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517 7

従業員の挨拶や声掛けが盛んなスーパーについてどのように感じますか？
ご自身のお考えに近いものをお選びください。

挨拶や声掛けがあると気持ちよく買い物ができる

お店に入りやすい雰囲気を感じる

スーパーに歓迎されているようで嬉しい

挨拶や声掛けは当たりまえなので特に何も感じない

挨拶や声掛けはやらなくてもいいと思う

挨拶や声をかけられると落ち着かない

おすすめ商品の紹介や特売商品に関する店内放送や従業員の声掛けなどを耳にして、
その商品を購入したことはありますか？

店内放送を耳にして56%の方が商品を購入した経験がありました。

特に「マイク放送」はお客様が注意を向けやすいようです。

従業員からの挨拶や声掛けには、「気持ちよく買い物ができる」や

「お店に入りやすい」といった意味を感じる方が多いようです。

おすすめや特売の商品を購入したことがある

購入はしなかったが、売り場まで足を運んだことがある

放送や声掛けは耳にしたが、商品は購入しなかった

耳にした覚えはない

人

人

お客様が「活気や雰囲気の良さを感じた店内音声」に関するコメント

・店員の熱の入ったマイク放送で推奨商品の売場にお客が集まっているのを見たとき。 代 新潟県
・生の声でセール情報を放送している。 代 兵庫県
・出来立てのお惣菜が出来上がったら店内放送で呼び掛けてアピールしていたので。 代 大阪府
・お買い得品の案内放送を、部門ごとマイクで紹介していく。
「次は鮮魚コーナーです」といった具合に回していく。聞いていて面白い。 代 静岡県
・陳列している店員さんが、「○○がお買い得ですよ～」と積極的にお客さんに声掛けしているのを
見かけると活気を感じます。 代 神奈川県
・笑顔であいさつや声掛けをし、目玉商品のそばで、おすすめポイントをアナウンスしていた。 代 和歌山県
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5178

スーパーの店内で、 の内容を読みますか？

③「視覚情報」に関すること

デザイン 色や文字の大きさ が目立つもの

お店の従業員の手書き・手作りのもの

商品の写真が掲載されているもの

イラスト入りのもの

生産者の顔写真が掲載されているもの

お店の従業員の顔写真が掲載されているもの

どのような見た目の だと、目に留まったり書かれている内容を読んだりしようと思いますか？

の内容を読む 人

デザインが
目立つ

従業員の
手書き 商品の写真 イラスト 生産者の

顔写真
従業員の
顔写真

代以下

代
代

代以上

■内容を読む 年代別

人

内容を読む
ことが多い 欲しい商品に関するものだけ パッと目を引いた

ものだけ

％の人が店内 の内容を読んでいる

の中身はあまり読まない

があることを
意識していない
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517 9

商品POPは9割以上の人が内容を読むことが多いようです。従業員の手書きPOP

は年代に関わらず5割程度の人に、目立つデザインやイラスト入りのPOPは特に

若い世代の目に留まりやすい傾向にあります。74%の人はPOPがきっかけで商品

を購入した経験があり、POPは活気や雰囲気作りだけでなく購買の後押しにもな

る大切な要素であると言えそうですね。

スーパーで を見たことがきっかけで、実際に商品を購入したことはありますか？

よくある 時々ある あまりない

％の人が をみたことがきっかけで実際に商品を購入したことがある

従業員からの商品のおすすめポイント

商品を使ったレシピや料理法

商品の成分や効能に関する情報

お客様からの商品レビュー

商品を購入する参考やきっかけになるのは に書かれているどのような情報ですか？

の内容を読む 人

お客様が「活気や雰囲気の良さを感じた ・装飾」に関するコメント

・手作りの丁寧な があるとき 代 神奈川県
・手描きの が多く、一つ一つの仕入れ商品にこだわりを感じる。 代 群馬県
・年間を通して同じディスプレイではなく、季節に合った装飾 ハロウィン、クリスマスなど を施していると、
季節感を意識していて雰囲気の良い店だと思ったことがある。 代 福島県
・手書きの商品紹介やお店のイチオシの紹介、あまり他で扱っていない物があると、
力が入っているお店だと感じます。 代 新潟県
・手書きのポップで季節の旬の魚や野菜に紹介がされていたり、レシピなどがそえてある。 代 東京都

の内容を読む 人

ほとんどない
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高

51710

④「イベント」に関すること

ガラポン・福引・抽選会
夏祭り・縁日
バスツアー

商品の人気投票企画 お惣菜総選挙など
絵画コンクール・似顔絵コンクール

じゃんけん大会・ゲーム大会
料理教室

野菜・米の収穫体験
食育セミナー

スーパーが主催しているどのようなお客様参加型の企画に参加されましたか？

変化が
あった

変化は
なかった

参加されたイベントを主催していたスーパーに対して、印象や行動の変化がありましたか？

どのような変化がありましたか？

★お店が身近に感じるようになった
★お店で買い物をするのが楽しくなった
★お店で買い物をする回数が増えた
★お店を好きになった

「スーパー主催の参加型イベントに参加したお客様」のコメント

・料理教室は、いつもマンネリしがちな献立に新しいメニューが加わるので、
とても刺激にも参考にもなるし、何より楽しい。 代 新潟県
・福引きがあるといつもの買い物が歓迎されているように感じて、一段と楽しく買い物ができます。 代 神奈川県
・例え粗品でも当たれば嬉しい。抽選券を貰う為に余分な買い物をしてしまっているのは承知している。
戦略に乗ってしまっている自覚はあるが、楽しむ為に参加している。 代 埼玉県
・普段行かないスーパーでしたが、保育園を通じてお絵かきイベントに参加したことで、
掲示される絵を見に行くついでに、スーパーも利用しました。 代 山梨県
・懸賞応募で、いろいろなメーカーさんの試食会が催されて、お土産もいただいて楽しかった。
今はコロナで、実体験型のイベントがなくて残念です。 代 北海道
・子供と一緒に福引のガラガラを回したりポイントシール 券 を集めたりするのが楽しかったです。 代 長野県

スーパー主催のお客様参加型企画にご自身やご家族が参加したことがある 人

スーパー主催のお客様参加型企画に
ご自身やご家族が参加したことがある 人
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517 11

新しい生活様式の接客

「コロナ禍での接客」に関するコメント

・今はマスクをしているので表情がわかりづらいですが、目だけで優しさを感じることがある。
特売日などで混んでいる時でも優しい目で気持ちよく買い物ができる。 代 京都府
・店員さんの行動や態度、声掛けもあったほうが嬉しいがコロナ感染のリスクがある今は、
笑顔とまではいかないが 無愛想な態度ではなく優しさがあふれるような雰囲気でテキパキと対応してくれると、
遠くても買い物に行きたくなる。 代 東京都
・コロナなのに大きな声で店内での声出しはやめてほしいけれど、
内部から放送での声掛けはしてほしい。 代 群馬県
・マスクを着用していても笑顔で挨拶してくれているかどうかは伝わるので、
そこで雰囲気の良し悪しは感じます。 代 長野県

新型コロナウイルス流行以降、スーパーでお買い物をする際に、
レジや店内の接客に関することで不便だと感じたことはありますか？

レジや店内の接客に関して不便を感じたことがある 人

新型コロナウイルス流行以降、マスクを着けて接客をすることが当たり前になっ

たことで、「従業員の声の聞こえにくさ」を感じた人が特に多かったようです。

6割のお客様はマスクをつけた接客を今後も継続してほしいと考えていること

もあり、マスク越しでの接客を前提とした「新たな生活様式に合わせた接客」を、

考えていく必要があるのかもしれません。

新型コロナウイルス流行に伴うスーパーの取り組みで、今後も継続してほしいことはありますか？
※今後とは、国内の新型コロナウイルス感染者数が減少し流行が収束に向かった場合を想定してお答えください

★従業員の声が聞こえにくい ％
トレイでの金銭の受け渡しが面倒

従業員に話しかけにくい
従業員の表情がわかりにくい

レジカゴや買い物カートの消毒
消毒用アルコールの設置

従業員のマスク着用
レジのセルフ化・セミセルフ化

レジのアクリル板やビニールカーテンの設置
トレイでの金銭授受

挨拶や声掛けの自粛・縮小化

今後も継続してほしい取り組みがある 人
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