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グルメサイトからの予約情報を「ebica」に自動取り込み

「ebica」の空席情報をもとに、グルメサイトの在庫を自動更新

主要グルメサイトをすべて網羅した在庫連携機能により
ネット予約管理が劇的に変わります

主要メディアの全てと空席状況の連携を行うことでダブルブッキングの心配なく、
リアルタイム空席を公開できます

「グルメサイトコントローラー」とは

• ぐるなび
• 食べログ
• TABLE REQUEST
• ヒトサラ

• ホットペッパーグルメ
• Yahoo!ロコ
• LUXA
• Retty

• 一休.comレストラン
• EPARKグルメ
• au PAY マーケット
• OZmall

連携可能なグルメサイト
2022年3月現在 50音順
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「ebica」利用で業務効率化＆予約数アップ！
エビソル営業の分析・提案がさらに効果を生む

イタリアンレストラやスペイン食堂など数々のレストランを運営されているRYコーポレーション様。2014
年と、デジタル台帳の導入企業が少なかった時代から「ebica」をご利用くださっています。「ebica」導入
で予約増や業務効率化が叶えられたといいます。

平均単価

～¥999

¥3,000～¥3,999
株式会社RYコーポレーション 様

業態

ダイニング
居酒屋

Before
予約管理や顧客管理が煩雑で不便が多かった

After
「グルメサイトコントローラー」による一括管理
により、予約管理に要する時間が削減できた

「ebica」導入前は、予約を電話で受けたら紙に書いてという形
で、全て紙の台帳で管理していました。やはり、紙の台帳だと
顧客管理やいろいろな部分で不便なことがあり、もう少し良い
ツールはないかというところで、比較検討した結果、「ebica」
の導入を決めました。「ebica」は使いやすさが際立っていたの
で、とにかく管理しやすいなというのが最初の印象です。

顧客管理や予約管理をスムーズにしたい目的

席数

58席
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エビソルの営業の方から、オウンドメディアからの集客を上げていきましょうという提案をいただ
いて、自社のホームページを整備し予約の入り口を作りました。
自社の中ではオウンドメディアからの集客をあげるという施策は、その当時、正直なかったんです。

手数料無料でネット予約の導線を増やせたのは大きい効果

弊社では、複数のグルメサイトからの予約を受付けているのですが、「ebica」を導入したことに
よって、予約管理の効率化ができたと思います。導入前は各グルメサイトの管理画面に入って予約確
認してというところが、全て「ebica」で一元で管理できるようになりました。そのため、朝、出勤
してからすべての予約を確認するのに1時間近くかかっていたのがなくなり、業務の効率化がはかれ、
そこに対するストレスもなくなりました。やはりこれが一番のメリットかなと思います。

予約管理の効率化が一番のメリット 導線整備でネット予約数のアップも効果

しかしやはり、グルメサイトからの予約にかかる手数料
をどうやって減らしていくかというのは課題のひとつで
す。手数料を減らすためにどういった手立てがあるのか
という話の中からオウンドメディアからの集客の提案を
いただきました。
今では、いかにオウンドメディアからの集客を増やして
いくかがひとつの目標でもあります。「Google で予
約」との連携やLINE、Instagramに無料で「ebica」の
予約フォームURLを貼り付けるなど、手数料無料で予約
をとれるグルメサイトではない入り口を作れたというの
は、とても大きかったです。
エビソルの担当営業の方がくださる提案は、毎回とても
良いんです。それが実現すると、本当にきれいに予約シ
ステムも整備されて予約も増えるんです。

電話は変わらず鳴っているので
電話が格段に減ったかというと
実感としてはないのですが、
ネットから予約が増えていると
いうのは実感しています。ネッ
トの予約数が2017年から2019
年にかけて3倍弱くらい増えて
いるんですね。それを見ると、
電話からの予約がネットに移っ
ているのかなとは思います。

オウンドメディアに予約導線を設置
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自動で一括予約管理の「ebica」は欠かせないツール
グルメサイト手数料のコスト削減も叶う

都内に「ニクアザブ」7店舗を有し、メイン時間は常にどこも満席という人気ぶりの株式会社カワイハイ様。
そんな人気店ゆえ、予約の電話が多く、予約管理業務が複雑化。業務効率化をめざし、「ebica」を導入され
ました。

平均単価

¥1,000～¥1,999

¥4,000～¥4,999株式会社カワイハイ 様

業態

焼肉

Before
・複数サイトの予約を一元管理できない予
約システムを利用していた際、グルメサイ
トからの予約の確認漏れが発生していた

After
・「グルメサイトコントローラー」でグルメサイ
トと自社ホームページからのダブルブッキングな
し
・予約情報を書き写す手間なく予約を管理できる

当時、電話予約の管理が追いつかない状況だったんです。
現場の予約管理をしやすくする目的で、そのときは
「ebica」ではない予約台帳システムを取り入れました。
電話予約の管理と自社ホームページの予約管理のほか、
外部の予約サイトからの需要があったので、そこの管理
をさらにしやすくするために複数サイトの予約を一元管
理できる「グルメサイトコントローラー」機能がある
「ebica」に変更しました。

複数サイトの予約を一元管理するために導入目的

席数

42席
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最小限の人数でやっているのでスタッフが忙しくて、「ebica」導入前は、外部のグルメサイトから
予約が入っても予約の確認をなかなかできなかったんです。結果、予約サイトから予約されているの
に、席の確保ができていないという状況が何度か起きてしまって、外部サイトとの連携を止めたんで
す。グルメサイトから予約をとれば予約が入るのはわかっているんですが、当時はリスクが高すぎる
というので止めました。

しばらくグルメサイトからは予約はとら
ないということでやっていたのですが、
「ebica」だったら自動で一括予約管理が
できるというのを聞いて導入しました。
これがめちゃくちゃ便利で。今では全店
舗に導入し、欠かせないツールになって
います。
「ebica」に変えた一番の理由であるグル
メサイトとの連携をしっかりやってもら
えるので、とにかく良いです。

煩雑だった予約管理 予約がとれていないという最悪のケースも

「ebica」導入でグルメサイト予約を復活

背景

効果

「ebica」にまず期待していたのが、ネットからのダブルブッキングを防ぐことです。
手書きの予約台帳だと、書き忘れたなどやはりミスが起きてしまいます。そういうミスが減りました。
たとえば学芸大学の店舗で他の店舗の予約状況を「ebica」で確認し、忙しそうな店舗があれば、学
芸大学にお客さんを案内してくださいというようなことができています。実際にお客さんがいらして
くださることがあるので、そういうのは、かなり大きいと思います。また、弊社の場合、店舗間がそ

混雑時にはお客様に他店舗を紹介しご案内することも効果

れほど遠くないので、「ebica」を見てすぐに空き状況
を確認し、予約の電話を受けた際に、「恵比寿店が
いっぱいなので、西麻布店は空いていますがどうです
か」というような案内もしやすいです。
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複数グルメサイトの予約管理がラクに！
即予約受付で売上アップにも直結

紙台帳や無料の予約台帳アプリを利用していたものの、予約管理が煩雑で非常に大変だったという栞屋グ
ループ様。グルメサイトやオウンドメディアなどネットからの即予約が主流になっていく中で、予約機会の
損失を防ぐため、「ebica」を導入されました。

平均単価

¥3,000～¥5,000
株式会社chicfeel（栞屋グループ）様

業態

創作和食
居酒屋

Before
・紙台帳や無料の予約台帳アプリの利用で
予約管理が煩雑だった
・複数のグルメサイトで集客していても即
予約可能なサイトは1サイトのみ

After
・効率的に予約管理できるようになったことによ
り、利用している全グルメサイトを即予約にでき
るため、予約数＆売上げアップ

以前は、栞屋グループでは紙台帳や無料の予約台帳アプリを利用していました。予約変更やキャンセ
ルがあると、何度も書いたり消したりすることになりますが、修正ペンの利用により読みにくくなっ
たりと、とにかく煩雑で大変。このままでは「管理しきれなくなるのではないか」という課題があり
ました。即予約が主流になっていく中で、予約管理が煩雑なことで、予約機会損失となるのではない
かという危機感が大きくなり、予約台帳システムの導入検討を始めました。

煩雑だった予約管理改善で、機会損失を防ぎたい目的

席数

30～
120席
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以前は複数のグルメサイトで集客をしていても、結局ひとつ
のグルメサイトだけを即予約可能な状態に設定し、他のグル
メサイトはリクエスト予約で受付していました。今考えると
とてももったいないことをしていたと思います。
現在は利用中のグルメサイト全てを即予約にしております。
また、管理に手間取らないため、予約可能席を増やしたり、
受付締切りを延長したりすることができ、予約数が一気に跳
ね上がりました。効果絶大です！数字でも明らかに出ていま
す。

現場へは、基本機能の「ebica」の操作に慣れた後に、グルメサイトコントローラーを利用開始する
という段階的な導入をしました。感度の良い店舗はすぐに慣れましたが、紙台帳を併用してしまって
いる店舗などは、使いこなすのに時間がかかる店舗も正直ありました。様子を見て「そろそろ1本で
管理しましょう」と本部からアナウンスをしていき、今ではすべての店舗で「ebica」一本で予約を
管理しています。操作や設定にも慣れ、簡単でスムーズにグルメサイトの予約取込・空席在庫連携が
できる事が周知されてからは、積極的にグルメサイトの予約枠を増やし、前述の通り、そこからぐん
ぐんと予約数が伸びていき売上にもすぐにつながっていきました。

グルメサイト全てを「即予約」に変更で予約数が一気に跳ね上がる

「ebica」での予約管理で売上もアップ

効果

効果

予約比率の変化は特になく、電話予約数は前年と比べ
て大きくは変わってはいません。多くの店舗では前年
と同じくらいの数の電話予約をいただいています。そ
れに加えて「ebica」導入後はグルメサイトからの即
予約数が増えていっています。すなわち以前からの予
約にプラスして、即予約数分が純増し、売上も向上し
ました。

「ギリギリまで予約を受け付けたい！」
店舗の要望も叶い「ebica」はなくてはならない状態

効果

最初の1～2カ月、慣れるまで少し大変なこともあったようですが、紙台帳の方がよかったという意
見はまず聞かなかったです。今までは早めに予約の締め切りをしていましたが、現代の風潮に合わせ、
「ギリギリまで予約を受け付けたい！」という店舗の要望もかない、今や「ebica」はなくてはなら
ない状態です。
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「ebica」は期待以上のはたらき！
予約管理を簡易化し攻めの体制を整えられるように

本場宮崎 地鶏黒木屋や牛タン 圭助などを統括するKIDS HOLDINGS様の中でも、ひときわ、快進撃を続け
ている原価ビストロBAN！様。さまざまな仕掛けを繰り出す社長の小泉様に「ebica」導入のきっかけや利用
するメリットを伺いました。

平均単価

～¥999

¥3,000～¥3,999株式会社BAN 様

業態

ダイニング
居酒屋

Before
・オウンドメディアやグルメサイトなど予約の
入り口が多く、管理が複雑化
・予約管理業務にスタッフが疲弊
・忙しくお客様に向き合う時間がない

After
・「グルメサイトコントローラー」で予約の一元
管理が実現
・ネット予約上での空席の100%開放で予約の最
大化
・お客様へおもてなしできる時間の確保

オウンドメディアやグルメサイトからというように予約の入り
口がどんどん増え複雑化していきました。客数は増えましたが、
予約管理のために店長が疲弊していき、お客様に向き合うス
タッフが誰もいないという状況が慢性化していました。その状
況をなんとか改善したい、現場の作業のウエイトの多くを締め
ている予約をなんとかしたいと考えたのが予約管理システムを
導入しようと思ったきっかけです。

予約の入り口を一元化したいというのが最初の目的目的

席数

58席
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「グルメサイトコントロ―ラー」で、予約の入り口を整理し、予約画面にむかっている時間を減らし
たいという要望は叶えられました。現場では、自動配席機能を非常に便利に使っています。
「ebica」を利用する前は、予約管理を自動化してお客様を受け入れる体制をつくることがゴールに
なっていたのですが、実際、導入・運用してそれが叶えられると、この体制だからこそできることも
増えました。さらに、ネット予約上での空席の100%開放などもできて予約を最大化していくことも可
能になったので、当初イメージしていたより、「ebica」は自分の期待を超えた感があります。

時代は、Amazonのようなモールやポータルサイトからというより、ブランディングができてマーケ
ティングができているところから安くいいものを買うというのがスタンダードになってきているよう
に感じています。その点は、飲食も一緒かなと思っているので、オウンドメディアには力をいれてい
ます。

ネット予約上での空席100%開放で予約の最大化も可能

「ebica」導入後、ネット予約数が前年対比123%!

効果

効果

そもそもウォークインというのがなくなってきています。
さらに予約の入り口が多くなってきており、それをどう簡
略化、シンプル化するか、デジタルを使ってどれだけ人の
手を煩わせず、パソコンや管理画面と向き合う時間をお客
様と向き合う時間に変えられるかというのも課題でした。
それを一元化できるのが「グルメサイトコントローラー」
だったんです。

お客様と向き合える時間を大切にしたい背景

オウンドメディアのブランディ
ングに力を入れ、「ebica」を利
用したことで、ネットの予約数
は前年対比123%、オウンドサ
イトからの予約も前年対比
166%になりました。
オウンドメディアに貼り付ける
予約フォームは「ebica」の予約
フォームを利用しているのです
が、これもだいぶ効果がありま
した。
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