Proposal

Mystery Shopper for F&B Industry
from Japanese hospitality perspective

FOODRINK, June 2012
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Introduction
FOODRINK NEWS Singapore PTE LTD was established Singapore in April 2012. FOODRINK in
Japan have since 1994 been engaging in the publication of F&B web news FOODRINK NEWS
(http://www.foodrink.co.jp) and is delivering various marketing services to F&B industries.
FOODRINK is an expert in the field of development and support of F&B ventures.
MYSTERY SHOPPER is one of our marketing services which was started in 1997. We are proud to
be the pioneer among other companies supplying similar service. Furthermore, we have been
organizing No. 1 Service Person (we call “server”) Contest in Japan “S1 Server Grand Prix” for 8
consecutive years. Every year one thousand servers nationwide participate in this contest.
FOODRINK’s contribution to bolstering the hospitality level of F&B industries in Japan, is highly
evaluated.
FOODRINK have currently launched MYSTERY SHOPPER in Singapore. By using MYSTERY
SHOPPER, you are able to pick up the true voice of your customers, reported from Japanese
hospitality perspective. We are sure that MYSTERY SHOPPER will be able to help you improve
your services dramatically, by encouraging customer’s satisfaction level. We are convinced that our
service would contribute to the prosperity of your F&B outlets in the future.
Try our MYSTERY SHOPPER for your long-running prosperity!
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Merit of Mystery Shopper
Report by Singaporean Shoppers, from Japanese hospitality
perspective.
Our original report expressed in figures and by text, clarifies your strengths and
weaknesses. Shoppers visit your outlets in secrecy.

Merit
1) You can check the actual operating conditions of your outlets from
a remote location.

2) You can easily identify the problems of your business, and improve
the conditions of your non-profitable outlets.
3) You can estimate the personal performance of your managers and
staffs.
4) You can make remarkable progress in your hospitality level by
periodically engaging our Mystery SHOPPER.
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Operational System
Sales
FOODRINK NEWS Singapore PTE LTD (FNS)
安田正明 Yasuda Masaaki, director
陳宇耀 Chin Teu Yao, director
10 Anson Road #3-10, International Plaza, Singapore
*Sales to Japanese F&B and Singaporean F&B
*FOODRINK Group (FDG) sells to F&B managed in Japan

Operation
HT WINE & SPIRITS PTE LTD (HT)
廖式忠 Leow Sai Tiong, director
No.2, Sungei,Kadut Loop, Singapore
*Recruit, education and management of Mystery Shoppers

Supervising
FOODRINK CO LTD (FD)
*Supervising of HT WINE & SPIRITS and Mystery Shoppers
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Flow
1) Confirmation of report format supported by FDS or FDG.
*Our original report format is included in the basic charge. Customized report format is
also available with additional charge. The format consists of 4 viewpoints, which are
namely: Quality, Service, Cleanliness, and Atmosphere.

定性調査

B A D （悪かった・気になった）

N o.1

G O O D （良かった・感動した）

スタッフさんの表情

N o.1

全体的に、スタッフさんに笑顔が見られず、表情が硬かったで
す。大きな声で掛け合いを行っており、それが活気に繋がっても
いたので、皆さんが少しずつでも笑顔を意識するようにすると、
店内の雰囲気がもっと良くなるのではと感じました。

N o.2

周辺への配慮

N o.2

それ程悪かったとは感じませんでしたが、お客様の背後、耳に近
い状態で大きな声で掛け合いをされることがあり、ときどき驚い
てしまうことがありました。掛け合いをすることは非常に良いこ
とだと思いますので、少し声を出す場所を注意して頂ければと感
じました。

N o.3

商品提供

もう少し頑張ってほしいスタッフ
名前

★★さん

特徴
多くのスタッフさんの表情が硬く感じられましたが、配島さんに
関しては、常にというわけではありませんが笑顔が見られ、その
分他の方よりも印象が良かった感じがしました。テキパキと動か
れてもいるので、常に笑顔が見られるようになると、もっと印象
が良くなると思います。

お値ごろ感

ドリンク、フードとも、価格に見合った、もしくはお得な感じが
するものが多かったです。一つ一つが安価ということもあり、一
人でも気軽に立ち寄ることが出来るお店だと思いました。

N o.3

白菜漬けの提供が遅く（1 5 分くらい）、盛り付けも丁寧には感
じられませんでした。他の商品の提供が早かったこともあり、余
計に気になってしまいました。たまたまだとは思いますが、提供
忘れが無いかのチェックを注意して頂ければと思いました。

活気

オーダー時や退店時など、皆さん大きな声で掛け合いをされてお
り、お客様自体の賑わいに加え、活気を出していたと思います。
誰かが声を出すと、必ずその声に反応していることから、連携も
しっかり取れているという印象が残りました。

清掃状態

店内（トイレも含め）が綺麗に清掃されていることが窺えまし
た。掲示物なども綺麗に貼られており、見やすくなっていまし
た。お客様が快適に過ごすことが出来るように、という意識の表
れのように感じ、良かったです。

輝いていた・素晴らしかったスタッフ
名前

名札ありさん

特徴

男性・1 6 0 センチ前後・2 0 代前半・眼鏡無し

まだ働き始めて間もないという印象で、声も少し小さい感じがし
ました。他のスタッフさんが大きな声を出しているだけに、その
分目立ってしまいました。ただ、一生懸命働かれているというの
も同時に伝わって来たので、慣れてくると、もっと良い印象が残
るようになると感じました。

総合評価
※お店全体に対する印象をご記入ください。
具体的にあった良い事･悪い事を含め、改善策の提案、今後に期待する事などを、6行以上ご記入ください。

お店周辺は綺麗に整備されており、また、テラス席のような席が目に入りました。少
し離れたところからでも店内が見られることもあり、非常に入りやすい雰囲気がありま
した。店内は、スタッフさんの声の掛け合いが頻繁に聞こえ、また、お客様自体も賑
わっているので、大変活気があり、気持ち良く飲食することが出来る環境のように感
じました。商品については、一人で来ても、団体で来ても、どちらでも楽しむことがで
きる様々なメニューが揃えられていると思いました。セルフサービスの立ち飲み屋が
増えている中、スタッフさんがキビキビとオーダーを取

2) Confirmation of the profile data of MYSTERY SHOPPERS which is age,
sex and income level, supported by FDS and HT.
*We select MYSTERY SHOPPERS with profile data similar to your target consumers.

3) We, HT and FD give lectures to MYSTERY SHOPPERS.
*We are ready to meet your requirements if you desire specific issues to be checked.
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「ミステリーショッパー in シンガポール」の流れⅡ
サービス・インスペクター調査

4) MYSTERY SHOPPERS operated by HT visits the outlets.

●●●●

店舗名：

2009

実施日：
担当者性別：

年

男性

ホールスタッフ数：

4

月 15 日 水

担当者年代：
4名

満席率：

30

曜日

▲▲店

実施時間：

19

：

80～100％

45

ウェイティング

代 同行者性別：

～

20

なし

当月点数

全体目標

7 6 .8

8 5 .0

Q 評価

9 0 .0

9 0 .0

S 評価

6 0 .8

8 0 .0

C 評価

9 5 .6

9 0 .0

A 評価

8 8 .0

9 0 .0

総合評価
100.0
90.0
80.0
70.0
60.0

Q評価

50.0
40.0

C評価

S評価
当月点数

55

代

¥1,460

総合評価

A評価

：
分

同行者年代：
レシート金額：

全体目標

5) We, HT and FDS check the reports written by MYSTERY
SHOPPERS.

6) You receive the report by MYSTERY SHOPPERS and receipt
from FDS or FDG.
*Receipt is a certificate of visit to the subject outlet.
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Price
1) Spot SGD3002)Volume Discount
Over 5 outlets SGD270- *10% discount
Over10 outlets SGD240- *20% discount

*Prices are per one visit, exclude GST and
include transportation fee.
*Dining expenses at outlet should be
settled additionally. The visit is usually
made by 2 persons, but please be aware
that the report is done by only one person.

3)Monthly 1 year Discount
1 outlet SGD240- *20% discount
Over 5 outlets SGD210- *30% discount
Over 10 outlets SGD180- *40% discount
4)Bimonthly 1 Year Discount
1 outlet SGD270- *10% discount
Over 5 outlets SGD240- *20% discount
Over 10 outlets SGD210- *30% discount
5) Order-made format SGD1000-
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Company Profile
<Japan>
FOODRINK Group CO LTD, sales
FOODRINK CO LTD, mystery shopping
#502, 7-15-5, Ginza, Chuo-ku, Tokyo 1040061 JAPAN
Tel: +81-3-5550-2109
Fax: +81-3-5550-2113
Mail: info@foodrink.co.jp

<Singapore>
FOODRINK NEWS Singapore PTE LTD
(Company No 201208748C)
10 ANSON ROAD #31-10 INTERNATIONAL PLAZA,
SINGAPORE 07990

<Service>
Marketing Company specialized in F&B
/ F&B news web “FOODRINK NEWS” http://www.foodrink.co.jp
/ FOODRINK Seminar
/ Mystery Shopping
/ Sales Rep.
/ Market Survey
/ Sales Promotion
/ Advertising
/ Publicity

<CEO>
安田 正明 Yasuda Masaaki
/ Vice Chairman of NPO “Hanjyoten No
Michi” holding No.1 Service person Contest.
/ Graduated Kyoto University in 1981, joined
Suntory LTD and established FOODRINK in
1989.
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