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ケアマネにも『快』の営業

私が営業を行う上で最も大切にしているのは理念と

コンセプトです。当社「株式会社いきいき介護」の企業

理念は、『快』の１文字です。

理念は、だらだらと長文にするよりも、職員やお客

様に理解していただける、理念が身近なものだと感じ

ていただける、という想いから１文字で表しています。

『快』という相手の反応があってこそ成り立つ理念を

持つことで、相手のことを考える習慣がつき、サービ

ス業や介護に必要なホスピタリティーも自然と浸透

し、言葉で発信されないお客様の想いを『察する』とい

うアンテナも広がっていくと考えています。

数ある小規模デイの中からケアマネに自分のデイを選んでもらうにはどういう営業方法が効果的なのか？ 利用者数の多い
小規模デイの経営者にそのポイントと有効なツールを紹介していただきます。

生き残る
小規模デイとして

ための運営戦略
第３回

人気の小規模デイに聞く！
営業のポイントと有効なツール

株式会社 いきいき介護　大将　村上 岳史
グループホーム職員として介護人生をスタートし、24歳から管理業務に携わる。平成23年、株式会社いきいき介護を設立し、デイ
サービス民家「いろは」（定員15名）を開設。翌年10月にデイサービス民家「あすなろ」を開設。平成27年4月に株式会社 亀楽 と
業務提携し、同年7月に既存のデイサービス「かめ」をデイサービス皆家「かめ」としてリニューアルオープン、8月には居宅介護支
援事業所「いきいき介護」を開設。2011年・2012年「介護ユニフォーム・コンテスト」で最優秀賞受賞。

営業はコンセプトを統一し、ケアマネだけでなく多方面に実施

■施設概要／デイサービス民家　あすなろ

　住所：愛媛県松山市北井門２丁目２６番２１号

　定員：１８名

　月間利用者数：４０人（１日の平均利用者数１２.２人）

　平均介護度：要介護２.１

　営業時間：８：３０～１７：３０

　提供時間：９：３０～１６：３０（７－９）

人員配置
常勤（人） 非常勤（人）

専従 兼務 専従 兼務

管理者 - １ - -

生活相談員 - １ - １

介護職 １ - ３ １

機能訓練指導員 - １ - １

看護職 - １ - １

『快』に込めた想い

・介護者側の自己満足や、押し付けではなく、お客様
に感じていただく快適感、心地よさを最優先とする
こと

・理念に忠実に日々サービスを提供していれば、サー
ビスの中で『快』を実感されたお客様から喜びの声
や表情として返ってくる。その喜びの声を聞けたと
きに初めて、自分たちのサービスが成立すること

・お客様の『快』を大切にするのと同じように、会社も
職員の『快』を大切にすること
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ケアマネを訪問する場合も快く感じてもらえるよう

に次の点に気をつけています。（表１）

・タイミング 

忙しそうな時期を避け、月初なら実績を持って訪問

するタイミング。月初以外は、月の中旬に訪問する。

・説明時間 

できるだけ手短かに、簡潔に、そしてもっと詳しく

聞きたいと思ってもらえるようインパクトを残す

・おまけをつける 

事業所の情報をただ売り込むだけでなく、おまけつ

きで話をする（おまけ：地域の状況や介護保険の情

報、新規施設の情報など）

ケアマネに紹介する側になる

実は弊社では、基本的にできる限りチラシを持って

あいさつ回りという営業は行いません。理由は、多く

の事業所が実施していることを行うと、当社もケアマ

ネの中の位置づけで、その他大勢に含まれてしまう可

能性が高いからです。

そのかわり、介護保険申請段階の方やケアマネの

変更を希望するお客様を逆に紹介する旨を伝え、担

当者の名刺を数枚余分にいただきます。こうすること

で、事業所がただの訪問者から『仕事をくれるかもし

れない訪問者』に変身するわけです。この関係ができ

れば、居宅介護支援事業所（以下、居宅）を持たない

事業所でも、自社で居宅を持つ以上のバリエーション

で必要とするお客様にケアマネをご紹介できます。

ただ、紹介についてケアマネへ切り出すときはタイ

ミングが大切です。間違えると逆効果となります。私

は事業所紹介の終盤または、いったん説明を終えた

後に、『今日は、お話を聞いていただいてありがとう

ございました。よろしければ、お名刺を余分にいただ

けますか？』と切り出し、介護保険申請予定者を紹介

できるかもしれない、と伝えます。

営業・PR 活動における 3 本の柱

当社では営業・PR活動をする際に、次の3つが大

切だと考えています。

１．コンセプトを設定する

会社の理念と同様に、事業所ごとのコンセプトを

明確にし、いいものであってもコンセプトから外れる

場合は、採用しないように注意します。

例えば、『短時間利用ＯＫ。入浴だけＯＫ。特殊浴

槽あり。リハビリ強化中。マッサージが受けられます。

外出行事が充実。食事に自信があります。趣味活動

が豊富です。タクティールケア実施中。公文式実施中。

施設通貨あります。スタッフが多いです』、このように

一貫性のない売りをたくさん並べてしまうと一つひと

つが安っぽく映ってしまいます。これらの売りはそれ

ぞれ魅力的ではありますが、事業所の特色としては、

互いのワードが打ち消しあってしまいます。数ではな

く、1つずつ考え込まれた想いのあるコンセプトが必

要です。コンセプトや理念から関連づけて、説得力の

あるワード以外は使わないことをお勧めします。

そして、コンセプトにはキャッチフレーズをつけて、

繰り返し繰り返し、使い続けることが大切です。当社

では、「なつかしのいろは」「やすらぎのあすなろ」「く

つろぎのかめ」と３事業所がそれぞれキャッチフレー

ズを持っています。（表２）

事業所名 いろは あすなろ かめ 大将

カラー 紺色 緑 黄緑

キャッチフレーズ なつかしのいろは やすらぎのあすなろ くつろぎのかめ

ユニフォーム 居酒屋風 カフェ風 アロハ

画像

のれんの画像 家紋の画像 かめのイラスト 大将イラスト

表２　事業所ごとのコンセプト
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２．イメージカラーやイメージ画像を設定する

コンセプトと同様に、イメージカラーやイメージ画

像を設定します。キャッチコピーが音の共通イメージ

だとすれば、これらは「画像」の共通イメージを受け

手に与える狙いがあります。そのため、各事業所の広

報に使用するものは、この設定されたイメージを必ず

繰り返し使用するようにしています。その結果、事業

所の近隣の地域の方々には、前ページの表２のような

共通のイメージを持っていただいています。

３．安心感を与える

安心感を与えることで、信頼につながりケアマネも

自分の責任あるお客様を紹介しやすくなります。私は

安心感を次のようにとらえています。

そのため、『知っている、聞いたことがある』を増や

すということは、安心感を与え、お客様を増やすこと

につながると考えています。併せて、多様化する事業

所の検索方法に対応するためにも、事業所の露出は、

多方面に広く行うことを心がけています。

知ってもらえる機会を増やす

昔と比べてスマートフォン（以下、スマホ）によるネッ

ト検索が一般的になってきているため、場合によって

は、ケアマネより当事者のご家族の方が、事業所の

情報を知っているケースも多くなってきました。

また、スマホの使用方法も多岐にわたり、フェイス

ブックをよく使われる方はフェイスブックの情報に信

頼を感じ、ブログをよく使われる方はブログの情報に

信頼を感じると考えています。

そのほかにも、家族に介護が必要になったときに、

まず手にして検索するものは何か？誰が検索するか？

それらを想定すると、最近では次のような流れも多く

なってきていると考えられます。

最近は、「ブログを見た」という方からの問い合わせ

も増えてきており、「ブログを見たら、デイサービス

で畑作業をしていた。父は、畑作業がしたいのでそ

こを使いたい」といった具体的なニーズが含まれた相

談もいただいています。

また、情報発信の際には、できる限り職員の顔写

真や実名も出しています。顔や名前を出している人が

おかしなことはしないだろう？という潜在意識へのア

プローチという狙いもあります。

最近、事業所の内覧が手軽にできるようにスマホ

アプリで観られるＡＲ※１も導入してみました（図１）。

今後はツイッターやインスタグラム※２も取り入れ、さ

らに多方面からのアプローチを想定しています。情報

発信に使っている主な媒体は表２の通りです。

・安心感１＝知っているか？知らないか？
・安心感２＝人の顔が見えるか？見えないか？

＜想定される検索の流れ＞

お孫さんがスマホで検索
↓

両親に伝える
↓

専門職に相談
↓

専門職、ケアマネからの問い合わせ
↓

事業所

※１　ディスプレイに映し出した画像に、バーチャル情報を重ねて表示

することで、より便利な情報を提供する技術

※２　写真を撮ってTwitterやFacebookなどのSNSに手軽に掲載で

きるサービス

内容

Ｗ
Ｅ
Ｂ
媒
体

自社ホームページ 理念や基本情報、空き状況、ブログへのリンクなど、すべての情報を掲載

ブログ（アメーバ） 各事業所ごとにブログ担当（ブログ大臣）を任命し、運営

フェイスブック ブログの内容をシェアしたり、関心のあるページや記事を「いいね」で共有

ＡＲ スマホで指定のイラストなどを撮影すると、案内動画などが見られる

ポータルサイト 「メディカサイト」愛媛県松山市の介護施設が、掲載されている情報サイト

紙
媒
体

デイ新聞 2ヶ月に1度、町内会の回覧板に入れて配布。町内会の公認

ＦＡＸ 集客イベント、研修会を実施する際に使用。3～4ヶ月に1度発信。対象は臨機応変

ＤＭ 毎月、各事業所の行事予定や力を入れている内容を発信。対象は松山市内の居宅 ＋ α
アルファ

表２　情報発信に使用している媒体（デイの経営と運営ホームページ「おすすめ記事」にリンクを掲載）

図１　ＡＲアプリでブ
ログを撮影すると、ス
マホの画面に事業所案
内の動画が流れ始める

安心感とは
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対面の関係より、並びの関係を重視

チラシを持ってケアマネを訪問する営業では、対面

の関係となってしまいます。では、並びの関係になる

にはどうすればいいか？ そう考えた結果、研修など

のイベントを主催・参加することに力を入れてきまし

た。するとケアマネとの距離が近づき、ケアマネがデ

イに連絡しようか判断に迷うようなケースでも、気軽

に相談していただけるようになりました。

もちろん、イベントについても無作為に行うのでは

なく、コンセプトに沿ったものだけを実施し、より一

貫性をＰＲできるようにしています。

主催または積極的にかかわっている研修は下記の

とおりです。こうした活動がもたらす効果などは次号

に掲載の予定です。

多角的なＰＲ活動が相乗効果を生む

ここまでのそれぞれの取り組みは、一つでは売り上

げアップにさほどの力はありません。しかし、その小

さな波の一つひとつが重なり合うことで大きなうねり

となり、結果的には売り上げアップの大きな力となり

ます。

＜相乗効果＞

1. WEBでのPR活動ではブログ･フェイスブック･

インスタグラムなどのSNS※３をはじめ、さまざ

まな媒体を使うことにより、発信するだけでな

く、その媒体に精通した人とかかわることがで

き、異なる業界の目線から見た介護業界を知る

ことができます。そして、それは営業時のお土

産話にもなります。

2. 研修会の開催は並びの関係をつくるだけでな

く、研修に招く外部の専門講師を見つけ、自分

たちで講師との関係を構築していくことから、

人脈も広がります。

3. 地域向けの研修会を通して、地域の高齢者の

ニーズを的確につかむことができます。

4. そして、上記の１～３にかかわる方から、口コミ

やうわさとして当社とのかかわりが信頼性の高い

情報として広がります。もちろん、その方々にも

ご家族があり、ご利用者の紹介につながる場合も

あります。

さらに、最もこの仕事でアピールしたいものは、ケ

アの質、つまり現場の職員がどれだけがんばっている

か、そして、どれだけお客様に喜ばれているか、ど

れだけ真剣に介護をしているか、ということです。

しかし、それは良いケアをしているだけでは、まっ

たく広がりません。そのことを直球で伝えても、信頼

性は伴いません。一見つながりのないように思えるさ

まざまな取り組みは、一番アピールしたいその本質

を効果的に売り込むための小さな仕掛けになってい

ます。

そしてＷＥＢ、研修会などの多角的なＰＲ活動は、

職員からの信頼にもつながります。今の職員に対して

「透明性のある事業所、会社だよ」というアピールでも

ありますが、こうした活動を目にした未来の職員への

大きなアピールにもなります。

活動→広報→口コミ・信頼→志のある職員が入社

→サービスの質アップ→ケアマネに選ばれる→お客様

が増える→活動→広報…という好循環のスパイラルを

生むことが経営していく上で大切だと考えています。

ケアマネを交えての「いきいき介護大学」（研修会）

研修会 参加人数

畑寺町地域勉強会 10名

いきいき介護大学 25名

認知症サポーター養成講座 20～50名

えひめ医療福祉従事者連絡会つどい 50～100名

愛・民家連（愛媛県内の民家型デイの連合会） 7法人（10事業所）


