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パン屋さんのための売上ＵＰの極意満載！一緒に実践しよう！

2020．3＆4

第 62 号

繁盛のたね（藤岡パンネット）
＜本日のテーマと実践＞

① 今だ！『五感刺激型一番商品』をつくろう！！
② あなたの店に行きたい！！とお客さまの感情を揺さぶる
五感刺激型の情報を発信しよう！！

見た目も楽しいスフレオムレツハンバーグ

￥1,390

＜名古屋ハローキッドさんより＞

心から感謝申し上げます。
激変の令和２年。皆さま、その変化に、自らどんな変化をされていますか。
お客様に分かる、見える変化が絶対、必要だな！と私自身も考える時間をとり、形にしようと精進中
です。
今だ！五感刺激型一番商品を登場させる時と本号にアップさせていただきます。
３、４月お客様が“パン求めて動く時”
。お客様の心を動かす、商品・売場・サービスをメール配信
＝情報発信していきましょう
《コロナ対策を》
個人、ご家族さまの健康、スタッフさん、お客様の安全対策、しっかりと実践ください。
心から応援しています。

株式会社

五感コンサルティンググループ
シズル 代表取締役 藤岡 千穂子
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お客さまの心を動かそう
今だ！『五感刺激型一番商品』を登場させよう。
五感刺激型商品のポイント７
１．まずは食感：もちもち・ふんわり・ふわとろ・ザクザク・コリコリ・とろ～り
①生地 ②具材 ③クリームチーズ
２．素材感：
①具材ゴロゴロ、丸ごと、１個まるごと
②具材 50％以上＞生地 50％未満の比率
③パン一面に具材
④断面に具のかたまりが見える
３．彩りシズル：3 種・5 種・7 種
４．ボリューム・ボリューム感：大きく見せる、鉄板一枚焼き、カット、ずっしり重い、
ふんわり軽い
５．味が見える
①濃さ＝味×味、味＋味⇒味の重なり
②甘さ＝砂糖ふりかけ、クリームたっぷり、チョコレートがけ
③黒さ・焦げ＝焦がし、コゲ
６．食べた食感が伝わる商品名
食感・素材・味＋感情移入
Ι
Ι
オノマトペ ⇒ もっちり、ふんわり、とろ～り、ザクザク
７．バリエーション＝かたまり、５～７品の品揃え
①もっちり塩パンシリーズ
②ラップサンド
たとえばです。
③パン屋さんのおそうざい

アマムダコタンさんの
パネ・ポルチーニさんの 札幌どんぐりさんの期 コネルヤさんのマスカ キャベツとじゃがいも
人気 No.1、2 商品。食 間限定チーズメロン。見 ルポーネあんぱん 180 アンチョビベーコン
具材 100g＋生地 60g、
べたことないくらいの た目ボリューム、甘塩っ 円。
お野菜たっぷり食べら
もっちり食感
ぱいは無限ループ、やみ
れて嬉しい。
つきな味。
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繁盛レポート：おいしさの価値を独自提案する
人気イタリアン「ヒラコンシェ」と
【アマムダコタン】
「パンストック」コラボのオシャレな店。
驚きました！心がドキドキしました。わくわくなり、また行きたい！と思いました。
①福岡の六本松駅から５分ほど。所得の高い地域。ビルの１F、前に駐車場 2 台。
②こんなところにパン屋さんが・・・店頭のぐるぐるした木のモニュメントが印象的。
③一撃の法則。一度見たら脳に刻まれる。店内も天井から下がるドライフラワーでまるで“不
思議の国のアリスの世界”だ。（コテ・ジャルダン系列店）
④工房が丸見え。スタッフ 10 人がキビキビと動き、お客さんも重なり身動きできない繁盛ぶ
り。マダムのような女性のお客様が主。
⑤商品は“ここまでするか！”と五感刺激型商品の連続に興奮が続いた。
⑥以下、一部の商品だが、取り組みたい商品だ。
⑦独自のコンセプトが形になる＝パンになるとこんなにも心わくわく、楽しいパン屋さんがあ
ること。スタッフさんも優しい、笑顔が素敵だ。
⑧２軒となりのカフェも行列する。心がほっこりする、行きたくなる店づくりだ。

①フレンチトースト￥290 厚さ 2.5ｃｍ、大きさ 9×7ｃｍ
真っ黒＋白いお砂糖。うまさが見える。

③クリームパン。直径 6ｃｍ、高さ 7ｃｍ。
139ｇ

※クリーム 61ｇ

②キャベツとじゃがいもアンチ
ョビベーコン ￥390 179ｇ
※具材 103ｇ パン 76ｇ

⑤めんたいペペロンチーノフラ
ンス ￥360 223ｇ
長さ 28ｃｍ 高さ 5ｃｍ

濃い！うまい！！
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①めんたいペペロンチーノフラ
②あんぱん￥190 143ｇ
ンス
高さ 5ｃｍ ※あん 73ｇ

③あんぱん 1/2 カット
粒々あん、ゴロゴロおいしい！

④あんこきなこあげパン ￥240
ザクっともちもち食感。あんこほくほく。124ｇ ※あん 49ｇ

⑦味の見える色の濃い食パン。
⑤店頭のインパクトがあります。 ⑥棚一面にパン陳列。その奥の工 ・チョコブレッドはチョコ色
場でスタッフさんの動きが活気。 ・ほうじ茶色に大納言と和菓子の
よう

⑧(1)味の見える生地＋甘さ＋食 (2) 上 段 は ハム カ ツ ？で し ょ う ⑨カフェ。
感は五感型だな！と学びました。 か。ピンク色の断面とメインの存
【抹茶ボール、ホワイトチョコ】 在感。
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今だ！お客様とつながろう。おいしさ、楽しさを伝えよう。
“お店に行きたくなる感情”に。シンプルに伝えよう。
わくわくするメール配信を続ける・郊外型パン店：パナシェ志免本店さん。定例配信とその企画
や商品提案は素晴らしいです。オーナーさん、店長さん、全スタッフさんの一体感も伝わってき
ます。あなたのお店はいかがですか？
(1)忙しい曜日定例配信
①平日・・・水とか木
②土日・・・土曜日

2020年
1月

1

2

3
4
5
6
7
8

9

10
11
12
13
14
15

16

17
18
19
20
21
22

23

24
25
26
27
28
29

30

31

＋

メール配信内容

(2)当日会員特典＋おすすめ商品
①紹介
②定価→会員価格
③商品・売場写真

＋

(3)次の予告
①当月、最大イベント情報
②お楽しみイベント情報
◎事前 1 か月間は必要

定例販促

1/2

水
✉2・3日休み+4・5日予告
2020年バージョンアップ特典告知
木
①紅白卵先着50名様プレゼント
②福袋￥1000 30個限定
③ねずみパン
金
土
日
月
火
水
✉11・12予告
①ポイント３倍
②チュータロウ80円期間限定
③1/19ポイント10倍告知
木
④2/8・9 10周年祭予告
⑤ハムチーズフレンチ150円→120円
塩っぺ2個200円→130円
クルミパン150円→100円
金
土
日
月
火
水
✉1/18パナシェdeマルシェ
①ポイント３倍
②ラスク詰め放題100円
③新商品2品
木
④18日ポイント10倍
⑤19日とろっと明太チーズ160円
⑥19日八百屋オーナーホキさん。
⑦ひらぎさんおいも。
金
土
日
月
火
水
✉1/25復活レーズン塩バターロール100円
①ポイント３倍
②26日コーンマヨトースト160円→100円
木
③今日のおすすめ たまごサンド190円
④25日26日八百屋ホキさん。
25日ひらぎさんおいも。
金
土
日
月
火
水
✉
①ポイント３倍
②揚げパン2個160円→100円
木
③31日フランキボーイ100円→80円
④2/1吉原あんぱん135円→100円
⑤2/2メロンパン135円→100円
⑥10周年まであと9日・・・予告
金

あけまして
おめでとうございます㊗️
2020 年もパナシェを
よろしくお願い申し上げます
スタッフ一同、お客様のご来店を
心よりお待ちしております(o^^o)
☆初売り、その 1☆
4 日土曜日
紅白たまご！プレゼント
先着 50 名様限定♪

ポイント３倍デー

☆初売り、その 2☆
5 日、日曜日
パナシェ福袋 30 個限定♪
1500 円相当の商品が
1000 円(税別)
早目のご来店を
お待ちしております(o^^o)
＊メール会員様限定の
お買い得商品もご用意して
おりますので楽しみに……
こんにちは
店長の吉田です！
雪がふりましたね〜
急に激寒状態になりましたが
皆様体調は大丈夫ですか？
気をつけて下さいねー(^^)

ポイント３倍デー

ポイント10倍デー

♪お得情報です♪
20 日(木)ポイント 3 倍‼️
フレンチシュガー
130 円→100 円‼️
22 日(土)ポテハム
180 円→130 円‼️
23 日(日)プティミルキー、ナッツ
130 円→100 円
24 日(月)★ポイント 10 倍★

ポイント３倍デー

数には限りがあります。
早目のご来店を
おまちしております(^^)
※価格は全て税抜き表示です♪
新商品の
愛犬チョコ
チョコクリームが入って
子供さんに大人気の
商品です‼️すぐに売り切れ
るのでご予約をお勧めします(^^)

ポイント３倍デー

人気商品です♪
自家製アンコにシナモンが
たっぷり‼️シナモン好きには
たまらない一品^_^
是非一度お試しくださいね(^^)

1/9
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お客様とつながろう。おいしさ、楽しさを伝えよう。
“お店に行きたくなる感情”に。シンプルに伝えよう。
2020年
2月

1
2
3
4
5

6

7
8
9
10
11
12

13

14
15
16
17
18

メール配信内容

定例販促

土
日
月
火
水
✉週末特別商品お知らせ
①本日のオススメ 潤い食パン250円
②8日くるみとホワイトチョコ180円→100円
木
③Nanのオーブレッド200円
ポイント３倍デー
④9日塩チョコバナナ160円→100円
⑤6日ポイント3倍
⑥8・9日10周年開催
金
土
日
月
火
水
✉今日のテーマはチーズ
①パナシェdeマルシェ！本店10周年ありがとう
②15日マルシェ開催 ラスク詰め放題100円
③15日とろっと明太チーズ160円→100円
木
④16日とろとろチーズフォンデュ200円→150円 ポイント３倍デー
⑤新商品紹介～和風ポテトごぼう
⑥14日濃厚チョコ黒メロン160円→130円
⑦店長からのバレンタインプレゼント
⑧八百屋のホキさん。久山珈琲さん。
金
土
日
月
火

早いものですね〜
１月もあっという間に
残すところあと 2 日ですねー
会員の皆様‼️
風邪などひいてないですか？
雨が多いなか気温も低かったり
するので気をつけて下さいね
★今週のお得商品★
30 日(木)ポイント 3 倍‼️
揚げパンきなこ 2 個で
160 円→100 円‼️
31 日(金)フランキーボーイ
100 円→80 円
2 月 1 日(土)吉原あんぱん
135 円→100 円
2 日(日)メロンパン
135 円→100 円

1/30

こんにちは
ここの所メッキリ冷え込んで、
寒いですね〜
が挨拶になっておりますが、
風邪など大丈夫ですか？
気をつけて下さいね‼️
☆今週のお得情報です☆
16 日(木)ポイント 3 倍‼️
フレンチシュガー
130 円→100 円‼️
17 日(金)パリパリ塩豚まん
160 円→100 円
18 日(土)焼き調理パン
180 円→130 円
★19 日(日)★
ポイント 10 倍‼️‼️‼️
※価格は全て税抜き表示です。
※数には限りがありますので
早目のご来店を
お待ちしております^_^
新商品が続々とでてます
あまおういちごのレアチーズ
この時期はやっぱり苺の商品
甘酸っぱい大人の味で仕上げて
おります
ハムチーズフレンチ
ほんのり甘いフレンチトースト
チーズの風味とフレンチの
相性は抜群です‼️
是非ご賞味下さいね

こんにちは
天気予報では、ずっと雨 マーク
異常気象ですよね？
この時期に雨が降り続くなんて
気持ちも下がり気味ですが…
パナシェでは元気いっぱい
スタッフ一同頑張っております！
お買い得商品で、気持ちも
⤴️アップ間違いなし かな？
２３日(木)ポイント 3 倍‼️
塩っぺ 2 個 200 円→130 円
２５日(土)焼き調理パン
180 円→130 円
２６日(日)フレンチ系のパン
130 円→100 円

数には限りがありますので
早目のご来店を
お待ちしております^_^

数には限りがありますので
早目のご来店を
お待ちしております(^^)

※価格は全て税抜き表示です。

※価格は全て税抜き表示です。

10 周年の誕生祭まで
あと…9 日となりました
次のメール配信で詳しく
お伝えしますので
楽しみにしておいて下さいね(^^)
☆最近よくお客様から…☆
と、スタッフさんから耳に
することが多くなりました。
数が限定されてる食パン
の品切れが続出して問い合わせが
多くなったみたいで、
朝一にご予約いただければ
取り置きできますので、
ご予約のほうよろしく
お願いします

1/16

★お待たせしました★
10 周年の誕生祭のチラシが
出来上がりました
店内にも貼り出して
おりますので確認のほう
よろしくお願いしますね
半額金券に関する注意ですが
オードブル等一部の商品は
対象外になってますので
了承願います
新商品ができました
チョコ 好きにはたまらない！
棒チョコがガッツリ 1 本‼️
ほんのりラズベリーとの
相性はバツグンです(o^^o)
是非ご賞味下さいね‼️

1/23
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お客様とつながろう。
『パンダントツ』をフル活用ください！

これと同じ内容を Instagram、
LINE、専用アプリでも配信ください。
複数の繋がる仕組みを持ってください！

㊟メール配信したり、しなかったり、不定期では効果がないです。
■3 月フェアー

✉：配信日
※定休日を火曜日とした場合

〇さくら・ストロベリー香る
春らんらんパンフェアー

フェアー告知
いちごパンフェア 会員価格５日間

〇甘～い香り、ほんのり甘酸っぱい♡
いちご、いちご、いちごパン
〇３月限定、オレンジ、ホワイトチョコレート

食パンの日
ポイント3 倍

週末ごちパン 2 品
会員価格で

甘い香り♡ふんわりパン
食パンの日
ポイント3 倍

週末ごちパン 2 品
会員価格で

＜季節の食材＞
食パンの日
ポイント3 倍 週末ごちパン 2 品
会員価格で

苺、桜、菜の花、キャベツ、筍、
水菜、ごぼう、ホウレンソウ、い

食パンの日
ポイント3 倍

いだこ、蛤、花見団子、ホワイト

メール会員限定 10％オフ
＋食パン回数券会員価格

チョコレート

■４月フェアー
〇もっちりふんわり

✉：配信日
※定休日を火曜日とした場合

祝・笑顔いっぱいになーる
〇フワっとさくらの香り春満喫しましょ♡
〇春の香りする～♪
春キャベツ・菜の花。ごぼう

春パンフェアー告知
オススメ２品会員価格で
食パンの日

週末ごちパン２品
会員価格で

食パンの日
ポイント3 倍

週末ごちパン２品
会員価格で

食パンの日
ポイント3 倍

週末ごちパン２品
会員価格で

食パンの日
ポイント3 倍

メール会員限定 10％オフ
＋食パン回数券会員価格

食べましょう♪

＜季節の食材＞
さやえんどう、ふきのとう、わ
らび、さより＋３月食材（苺、
桜、菜の花、キャベツ、筍、水
菜、ごぼう、ホウレンソウ、い
いだこ、蛤、花見団子、ホワイ
トチョコレート）

年金支給日

食パンの日
ポイント3 倍
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『パン店専用ダントツ』
例文をコピーして、一部修正して配信ください！

㊟例文をご利用になるには
シズル無料会員登録が
必要になります。

2020/2/15
件名：●●●●●の日が変わります！

2020/2/15
件名：今日からスーパーウィークエンド！

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●●●●●▲▲▲店のメール会員の皆様に
《●●●●●の日》についてお知らせです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

おはようございます(^-^)
●●●●●○○です。
昨日の男性陣のバレンタインデーの勝率はいかがだったでしょうか？
私は妻から優しさ（義理でしょうか？）のチョコをもらって美味しくいただ
きました！
感謝ですねー！
バレンタインデーから１日過ぎておりますが、
チョコレートとクルミのリュスティックが
週末限定 182 円（税別）で並んでおります。
なくなり次第終了とさせていただきます。
実は先週も作ったのですが、すぐに完売してしまいました。スティック状で
とても食べやすいです。今日はたくさん焼いてますので、
まだ食べていないお客様はぜひ！
おすすめです！

2020 年 3 月より
《●●●●●の日》を【毎月 15 日(※15 日が定休日の場合は翌営業
日)】とさせていただきます。
また、現行のポイント 2 倍 day を、3 月 15 日より月替りで●●●●
●のオススメ商品をお得にお買い求めいただける、よりお得な内容に
変更させていただきます。

第 1 回目は、なんと！
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
●●●●●の超人気商品！
◎◎◎◎ 丸太シリーズ全種類 ◎◎◎◎
◎◎ 税抜き価格より 100 円引き ◎◎
◎◎ (ハーフサイズは 50 円引き) ◎◎
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡

“毎月 15 日は●●●●●のオススメ商品を食べる日♪”とお楽しみ
にしていただけたら幸いです。
皆様のご来店お待ちしております。
★*゜*☆*゜*★*゜*☆*゜*★
●●●●●▲▲▲店
TEL:○○○○-□□-△△△△
★*゜*☆*゜*★*゜*☆*゜*★

さてさて今日１５日、１６日のスーパーウィークエンドは
※※※※※※※※
２月１５日、１６日有効。
パン、サンドウィッチ
1000 円以上お買い上げで
お会計金額より 20%OFF
※※※※※※※※
しちゃいます！ご家族の分や友人の分まで
たくさん買ってくださいね！

★●●●●●▲▲店 Instagram
⇒http://instagram.com/●●●●●▲▲/
※お客様の大切な誕生日を●●●●●でお祝いさせてください^_^
今月が誕生月のお客様は、免許証など誕生日を確認出来る物をご提示頂けれ
ば 20%割引きさせて頂きますので、お会計の際にスタッフにご提示下さい。
★*゜*☆*゜*★*゜*☆*゜*★
●●●●●▲▲店
TEL:○○○○-□□-△△△△

すぐ実践しよう！

印刷・ラミネート加工などしてお使いください。

本日オススメ、今だけ、曜日限定、土日だけ 変化が見えるようにプライスカードへつけてください。
3 月・４月は１年間で、最高月商が見込めます。
チラシ販促実施の際、ぜひ本ツールを既存商品の３～５品に付けて、
“商品の変化”が
お客様に伝わるように売場づくりしてくださいネ。
チラシ内容をそのままメール配信ください。

