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の感情﹂を得ます︒女性の場
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％の確率で借金

る宝くじ

①必ず借金が
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免除されるが︑残り

万円が

％の
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宝くじ
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先ほどの質問と同様に︑得ら
れる期待値は同額であるにも

男はリスクを求め
女はリスクを避ける
では︑この﹁損失﹂に関す
る捉え方は男女でどう異なる

動経済学の世界でよく知られ
唱されたプロスペクト理論を

とトヴェルスキーによって提

カーネマン

た理論で︑人間がこのような
もとに︑様々な研究者が実験

のでしょうか？

行動を選択する大きな要因と
した結果︑男性より女性の方

た︒特に︑ストレスを感じて

してあげられるのが﹁損失回

っている︑損失を恐れ︑損失
いる状況下であればあるほど︑

が損失︵リスク︶を避ける傾

を避けたいという考えのこと
男性はより損失︵リスク︶を

向があることが見えてきまし

です︒何かを得ることと︑何
求める意思決定をするのに対

﹁損失回避性﹂とは︑人が持

か失うことの価値は同様では

さらに︑﹁損失回避性﹂以外

して︑女性は損失︵リスク︶

は投資の２倍のリターンが見
に︑男性と女性のストレス解

なく︑損失の方が大きいとい

込めないと︑なかなかギャン
消法が異なることから︑より

を避ける傾向があります︒

ブルできないとも言われてい
一層︑女性は男性と比較する

ドー

ただし︑当然﹁遊技で損を

て︑女性の行動は促進されや

具体的に明記することによっ

較して﹁損失︵リスク︶を最

ているお店は︑より一層明確

を目指して︑総付景品を配っ
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パ

コの遊技を避ける傾
向があります︒
ストレスを感じる
と︑﹁怒りのホルモン﹂
とも呼ばれる興奮を
司るノルアドレナリ
ンという脳内物質の
分泌量が増加し︑交
感神経が必要以上に
活発に働き︑身体の

づくりをお勧めします︒

！と思って頂きやすい売り場

れ以外の部分で損しなかった

身が遊技では損したけど︑そ

皆様のお店では︑お客様ご自

是非︑競合他店と比較して︑

大切です︒

少ない﹂と思って頂くことが

このお店では︑﹁損することが

信することをお勧めします︒

品のプロモーションは継続発

貯玉・来店ポイント・総付景

ミ

と︑必然的にパチン

ます︒

うことです︒だからこそ︑人

避性﹂です︒
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関わらず︑２番目の質問では︑
堅実な①ではなく︑②を選択
する人が多くなるということ
が実証されています︒これは︑
﹁プロスペクト理論﹂という行

しない！﹂とお伝えできない

すいのです︒来店ポイントに

﹂と

のが広告規制以降の現状です︒

関しても同様です︒

んな損をしていますよ

では︑どのようにすればいい

が先決です！
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奮を鎮めてくれるのが︑﹁快の
トニンが不足しがちなので︑

小限にしてあげること﹂︒すな

に女性のターゲット顧客に響

また︑もし女性顧客の増客

わち︑﹁遊技で損をしても︑他

く︑総付景品を検討すべきで

のか？それは︑競合他店と比

のところで損をしなかった﹂

す︒女性のストレス発散のメ

遊技中に配布する景品

配りするだけでなく︑﹁今月の

月ごとにただ単純に景品をお

甘い食べものが効果的なため︑

カニズムをお伝えした通り︑

という肯定感を抱かせること
が重要です︒

この店は損をしない
と思わせる
貯玉・来店ポイント・総付

ランキングで１位の●●屋の
い系の景品を選択すること︒

景品などのアプローチはその
また︑ここでポイントとな

さらにその取り組みの事実を

大福﹂など口コミで有名な甘
るのは︑例えば﹁貯玉をする

視覚・聴覚プロモーションを

一つと言えるでしょう︒

とこんな得がある﹂ではなく︑

合わせて︑積極的に伝えてい

る

中

主婦の心を捉えて離さない

売り場の魔法

感情﹂で分泌される︑βエン
セロトニンの分泌を促すよう

トレス発散のメカニズム﹂の

万円に減額す

女性顧客の囲い込みは︑
新台や機種の魅力を伝えても意味がない 損をしない！

万円当たる

万円当たる宝くじ

％の確率で

①必ず
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損をさせない！という
﹁損失回避性﹂
プロモーションの具現化を︒

なぜ︑パチンコ店のお客様
は男性が多いのでしょうか？
心理学的視点で考えれば︑
②
が︑残り

男性と女性の思考回路の違い
が少なからず関係しています︒
レで０円の宝くじ

％の確率でハズ

では︑どのような売り場を作
れば︑いま以上に女性集客を
これは︑カーネマンの﹁一
つだけの質問による心理学﹂

今

回は︑﹁損失回避性﹂という視
と呼ばれる手法を用いて提唱

のどちらの宝くじを選びます

ドルフィンという物質です︒
な行動でストレス解消を行い

やすくなるのです︒パチンコ

２点から女性の性質を考える

積極性・気力

ア
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ン

見込めるのでしょうか？
点から女性の増客手法をお伝
された理論で︑この場合︑約
します︒では︑あなたが現在

％が堅実性の高い①を選択

えします︒まず本題に入る前
に︑２つのケーススタディー
を比較してみましょう︒
万円の借金があるという前

次のどちらを選ぶでしょうか
か？

提で︑宝くじを買う場合︑次

？

傾向があります︒

あなたが宝くじを買う場合︑

働きを乱します︒そのノルア

つまり︑ストレスを解消する

一方︑女性は甘みや涙で﹁快

には﹁快の感情﹂を感じるこ
ます︒セロトニンは︑甘いも

ドレナリンの働きを抑え︑興

とが重要です︒男性と女性で

は食べ歩きや旅行を好む傾向

のを食べたり︑泣いたりする

一般的に男性の脳は︑慢性
があり︑パチンコの遊技から

は︑この﹁快の感情﹂を感じ

的なドーパミン不足の傾向に
ストレス解消につながること

ことで分泌されるため︑女性

あります︒そのため︑男性は
はありません︒

る方法が異なるのです︒

ドーパミンの分泌を促すこと

のようなスリルを感じる行動

と︑女性顧客がパチンコ店に

以上の﹁損失回避性﹂と﹁ス

は︑強い緊張から緩和へ転ず

ご来店頂くポイントは︑新台

によって﹁快の感情﹂を感じ

る性質があるため︑ドーパミ

﹁貯玉をしないとこんな損をす

くべきです︒
特に︑前回お伝えしたよう

る﹂という伝え方をするとい
うことです︒忘れてはいけな

に﹁親近効果﹂の導線上で︑

の改善案を提案する
「売り場カルテ」
を拡めて

いのは︑女性は損失︵リスク︶

いる。
さらに、女性目線を踏まえた研修・セミ

を回避したいという気持ちの
店を数値化。数値化したデータをもとに店舗

利益から得られる満足より同額の損失から得られる
苦痛の方が大きいことから、損失を利益より大きく評
価する人間心理のこと。
ナーには定評がある。

方が︑得をしたいという気持

売り場づくりの
プロになる? !
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ちより大きいということです︒
現在︑﹁貯玉してください﹂﹁貯
玉しませんか？﹂という告知
をしている店舗は多いですが︑
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覚醒
（動機付け）

回
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〈例〉損失回避性を高めた女性目線の取り組み事例

ンの分泌が非常に大きくなる

お問い合わせください。

性の情報発信よりも︑﹁ 損 をし

※配布日の詳細はお近くのスタッフに

ため︑ストレス発散として︑
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男性はパチンコの遊技を好む

月にたった一度、無料でお配りする
今月の景品はこちら!

人の感情を左右する物質

連 載

﹁損をしない！﹂という囁きで
女 性 を 魔 法 に か け る！

売り場プロモーション

