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メニュー例 自家製 ソー セー ジ盛 り合 わせ 5種

グ リル春野菜 (バ ーニ ャカ ウダ ソー ス )
ポ イ ント
一

メニュー例 旬のお刺 し身盛 り合わせ

メニュー例 コラーゲンジ ュレを載 せた 2種 類の トマ トのサラダ
ポ イ ント

「今だけ」 という切 り出しでお客を引き付け、コラーゲン、 トマ ト、
レモンリ
コ絣ミ さっぱりなどのヘルシーなキーワー ドで特に若い女性客
にヒッ ト。お客の反応をうかがうのがセオリーだ。「よろしければご
注文 くださいね」では出数は伸びない。「ぜひご注文くださいね」と
積極的にプッシュすることが大切だ。

居酒屋などでの旬の魚のアピールはよくあるが、出数を上げる環境に
も気 を配 りたい。季節 メニューは差 し込 みPOPな どで結果が違 って
くるし、期間限定 メニューなら店内で出数 を競 うコンテス トも検討 し
たい。班で競 う、個人で競 うの 2つ があるが、店全体で臨 む方が出数
も上がる。全員参加で楽 しみながらセールス トークカを強化 しよう。
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メニュー例 新玉ネギのク リーミーボタージュ
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ポ イ ント

ポ イ ント

スース サラダ、前菜全般に言えるが、セールス トークはお客が着席
した直後が勝負。イ
可も勧めないとメニューを選ぶ作業に入ってしまう
のでタイミングに気を付けたい。オーソドックスな素材の商品は老若
男女を狙えるので、常時お勧めしよう。アピールは「新玉ネギ」「じ
っくり炒めた」「クリーミー」など。「とても人気なので」 といった
お客を後押 しするコメン トは興味を引き、オーダーにつながりやすい。

メニュー例 浜繭 でズ ワイガ ニ
高額商品 は大人数 (5人 以上)で の来店時に積極的にお勧め したい。
人数が多い場合 はイベ ン ト性が高 く、高額商品も比較的出やすい傾向
にある。キッチンからのプ ッシュがォーダーにつながることも多い。
料理長がデシャップ越 しにホールのメンバーに声を掛け、お勧めを促
すとホールメンバーもセールス トークに熱 が入 る。店舗一丸 となった
取 り組みが非常に高 い効果 を生むことが多 く、ぜひ行ってみたい。
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メニュー例 15品 目を使 つた塩 こうじ ドレッシングのサラダ

1 畢疑
i琴
:露璽

￨

メニュー例 地鶏と温泉卵の シーザーサラダ

サイ ドメニュー販売 を狙 った トーク。FF(フ ァス トフー ド)な どで
はお客 との接点が短いため、長 く話すことはできない。そこでセール
ス トーク活動の重点 を、全員が必ずお勧めをするように持ってい くこ
とに置こう。お客との接点 は短 いが、逆に多 くのお客と対面できるの
で、全員がきちんと勧 めているかをチェックし、徹底 してい くことが
最優先事項 となる。

111111■ 1率 ￨￨￨￨￨■￨
￨‐

メニュー例 アサ リのみそ汁

ポ イ ント

ポ イ ント

食材のアピールには「パ リッと」「シャキシャキ」「グツグツ」「モ
チモチ」などおいしさをイメージさせる言葉がとても使いやすい。コ
メン トは流暢 (り ゅうちょう)に 話せるように練習を。途中でつっか
えたらまず注文されない。ロールプレーイングでしっかり練習 しよう。
ドリンクが出る店なら「ワインにもすごく合う」 と本
日性を伝えるとド
リンクのセールスにもつながる。

ポ イ ント

ポ イ ント

「15品 目の野菜」「塩 こうじ」など、話題のキーワー ドが入ったメニ
ューはアピールしやすい。出数アップを狙うために試食は必ず実施 し
たい。「塩こうじ」は珍 しさからお客の興味を引けるがt質 問をされ
て答えられなければ注文率は下がってしまう。新メニュー導入時はパ
ー ト・アルバイ ト (P/A)含 め必ず試食会を実施 しよう。味を知っ
ていればより気持ちがこもった説明ができるので結果も出やすい。

■ ￨メ ニュー例 カスター ドバイ

持ち帰り弁当店などでのサイ ドメニュー販売を狙った トーク例。⑨と
同様にお客との接点が短いので、アピールコメン トを最小限に抑えて
お勧めを行おう。期間限定で100円 という例だが、長々と説明するよ
りは「100円 」 というキーワー ドが販売につながりやすく、お勧めも
しやすい。対面販売はコメントを短 く、そして必ず毎回お勧めを徹底
させることが出数アップのポイン トとなる。
飲食店経営
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