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～OPEN Information～

※新型コロナウイルス感染症の影響により、営業時間・定休日等が記載と異なる場合がございます。ご来店時は、事前にお店までご確認をお願いします。
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輸入服と雑貨！福岡では中々お目にかかれ
ないブランドも！： VIVIANA

草や木が新緑で覆われ、爽やかな風が吹き、清々しい気持ちになれる季節です。
同じ景色を同時に見ていても、遠くの山の稜線を見る人もいれば、目前に咲く花を見る人もいます。
だから同じ事柄でも、皆が全員同じ感覚ではなく、不安なこと、心配になることがたくさんあります。
でも、心穏やかに、落ち着いて、基本をしっかり守っていれば、大丈夫です。
心に余裕と明るい希望を持って過ごしたいですね。感染症対策もしっかりやりましょう！
リード・クリエーションは５月も精一杯「繁盛店づくり」に努めます！

今後はアナログ + デジタルの時代に
コロナウィルスもなかなか終息しないまま、新たな変異ウィルスによって私たちの生活がさらに脅かされています。
しかし負けるわけにはいきませんね。

特に飲食店は福岡も時短要請が発令され辛い状況が続いていると思います。

なかなか直接人に会いづらい時代にどうやってピンチをチャンスに替え自店舗の商品やサービスを知って頂いて来店
して頂くのか！ ? というところを少し考えてみました。
する事は今後は「アナログ + デジタル」です。

経済アナリストや各経営者などから聞こえ漏れてくる共通

既にアナログ + デジタルを実践しているお店が殆どですが、もしま

だ採用されていない方がいらっしゃいましたらこの機会にご検討をされて見てはいかがでしょうか。お客様はお店に

行こうとするとその時の行動として例えば最初にチラシや口コミ（アナログ）から始まった時に、すぐさまスマート
フォンで検索してそのお店のホームページなどの情報（デジタル）を得てから良さそうであれば来店するといった行
動パターンかと思います。

つまりお客様はアナログとデジタルを行ったりきたりしています。ですのでどちらか一

つよりも圧倒的にどちらも（アナログ + デジタル）があった方がお客様に親切で良いという事が言えると思います。

現在、アナログ + デジタルで当たり前に使っているものとして、実店舗とホームページの組合せが上げられると思い
ます。または実店舗とスマホアプリ、飲食店では実店舗のイートイン（アナログ）とウーバーイーツ（デジタル）な
どの WEB を使用したデリバリーなどですね。

コロナ禍、対面接触を避ける世の中の風潮になり、売上も減少傾向の

お店も多いかと思いますが、だからと言って「このままでいい」と思っている方はいないと思います。
在よく使われているアナログとデジタルの組合せを簡単にまとめてみました。

左下図は現

自店舗に該当するもの、そうでない

ものやもっといい方法を考えている（実践している！）など様々あるかと思います。この機会に今一度自店舗のアナ

中央区大名１丁目に輸入
服と雑貨のお店
「VIVIANA」さんがオープ
ンしました。
福岡ではなかなかお目に
かかれないブランドもあり
ます。ですが～、意外とリー

ズナブルなのが嬉しい～。
オーナーの吉崎さんは、お客様お一人お一人の個性に合
わせ、寄り添ってスタイリングしてくださる方です。自分
自身の魅力発見になりすよ！（M）
〒810-0041 福岡市中央区大名 1 丁目 10-33 203 号
営業時間 11:00〜20:00 定休日：火曜日と他（要：問合せ）
TEL 090-1501-5151

西鉄下大利駅から徒歩 4分！お子様連れ OK!

NATURE（ネイチャー）hair salon

デジタル

アナログ +VR SHOP・デジタル）を採用 実践してお
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・NET 予約
・EC サイト
・SNS 発信など

・EC サイト
・SNS 発信 など
・新サービス採用？

マモル＞

店舗のデジタル化
VR SHOP360
＜エステ＞

＜物販店＞

「たこ焼き愛」は誰にも負けない！

かな吉たこやき

〒816-0952 大野城市下大利 1 丁目 10-21-2F
営業時間 10:00〜20:00 店休日 毎週月曜日 / その他不定休
TEL 092-586-7899

〒810-0062 福岡市中央区荒戸 2 丁目 5-21
営業時間 10:00〜15:00、16:00〜22:00（時短中は 21:00 迄）
TEL 050-7107-5608 店休日 水曜日

【見せてやれ、底力！】

いつも読んでいただき有難うございます。
ここで他愛もない話しと、お茶でも一服 ...

コロナ禍がおさまらない日々が続いてます。皆様、お変わりないでし
ょうか？２年目となっては、コロナ情報に慣れてしまって少し気が抜け
ているようで反省です。
そんな折、YouTube で観たのが、カロリーメイトの「受験生応援 CM」。
2020 年 11 月放映の CM で、
「見えないものと闘った一年は、見えない
ものに支えられた一年だと思う」というコンセプト。曲は、森山直太朗
さんの「さくら」。もぉ〜〜心が震えて、何度も観ながら泣いてしまっ
た。こんな時代だからこそ、優しくありたいし強くもありたい。
この CM の中の言葉で、

【上手くいかない時に、それでも続ける努力を底力というんだよ】
心の中で、唱えましょう。底力ってモノを出していくぞーー！by みちか
STUDIO R 様

髪やクローバー様
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+
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・新サービス採用？

＜美容室＞

＜荒井

・新サービス採用？

＜物販店のアナデジ組合せ一例＞
・来店による接客
・TEL,FAX 注文など

てみてください。面白いですよ。

LEAD produce

＜美容室のアナデジ組合せ一例＞
・TEL 予約
・店販品販売

られます。お時間のある時に VR SHOP360 へ来店し

〒810-0041 福岡市中央区大名 1-15-11 Daimyo11511 2F
営業時間 10:00〜19:00 店休日 毎週火曜・月２回月曜
TEL 092-722-6353

西公園の目の前に「かな
吉たこやき」が５月２日オ
ープンします！造作家具や
建具は白木調で統一し、品
のある柔らかい雰囲気に仕
上がりました。テイクアウ
トはもちろん、カウンター
席もあるので店内でアツアツの状態でいただけます！
「たこ焼き愛」は誰にも負けない！
明るい女性オーナー様が作るたこ焼き、お近くにお越しの際
は是非お立ち寄りください。
（N）

タル化した VR SHOP360 の一例店舗です。（実店舗・

＜飲食店のアナデジ組合せ一例＞

７年前、天神から大名に
移転されてから初めての改
装です。今回の改装では、
若いスタッフさん達が心地
良く、良いお仕事が出来る
ように考えられました。
窓のギャラリーはスタッ
フさん達の作品です！（凄い！）
イメージカラーの黄色とシンボルと言っても良い圧巻の
蛍光灯シャンデリアはそのままです。緑と光が溢れる新し
い s witchで、素敵に変身してください！（M）

木のぬくもりを感じるナ
チュラルな美容室、
「NATURE（ネイチャー）
hair salon」さ ん が、5 月
4 日大野城市下大利にオー
プンです！
木とホワイトを基調に、
床のモルタル調や家具のアイアン素材で空間をしめてバ
ランスを取っています。西鉄下大利駅から徒歩４分でア
クセスもばっちりです。プロジェクターが設置してある
ので、お子様連れでもお気軽にご利用いただけます！（N）

ログ + デジタルを見直してみてはいかがでしょうか。また、右下の QR コードは実店舗を 360°カメラで撮影してデジ

アナログ

スタッフが心地良く、良い仕事が出来るよう
店舗改装： Switch hair＆make

を選択

から

《Photo:Reiji》

Rosie 様

VR SHOP360 操作方法
QR を開いたら右下の

ときどき噛まれてます ...

を押して

などボタンを押してみてください

お問合せ・ご相談は、
お気軽に！

有限会社リード・クリエーション

福岡市南区高宮3丁目11-8 白ふじビル1F
Tel.092-522-3330 E-Mail.lead@misezukuri.com
〒815-0083

弊社ホームページ
お問合せフォームへ

