
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

桶川市べに花ふるさと館指定管理者  

アイル・コーポレーション株式会社  

 

 

令和 4 年度  第一四半期  

桶川市べに花ふるさと館  

利用者アンケート調査報告書  

 



調査の目的  

桶川市べに花ふるさと館  母屋食事処の利用者を対象としたアンケート調査を実施し、

施設における利用状況や管理運営及び接客サービスにおける満足度を利用者の視点か

ら意見をいただき、よりよい管理運営につなげるため顧客満足度の維持、サービス向上を

追求する事を目的とした。  

 

調査の方法  

（ １ ）  調査場所  

べに花ふるさと館  母屋食事処  

（ ２ ）  調査対象  

母家食事処を利用者に対して配布  

（ ３ ）  サンプル数  

調査実施期間内 （日間 ）に配布したアンケートへの回答者数。  

なお、アンケートに対する未記入は無回答とした。  

回答数 ： 145 人  

（ ４ ）  調査方法  

客席係よる配布、回収箱に会計時に利用者が投函  

（ ５ ）  調査期間  

令和 4 年 5 月 1 日 (日 ）～令和 4 年 5 月 14 日（土 ）  14 日間  

 

調査項目  サービスについて抜粋  

（ １ ）  提供時間  

（ ２ ）  料理の量  

（ ３ ）  接客対応  

（ ４ ）  清潔感  

（ ５ ）  ご意見 （自由回答 ）  

 

調査概要  

利用者の満足度を抽出にあたり、各設問に対して 5 段階の評価を定量化した。  

 5 4 3 2 1 

提供時間  早い  やや早い  普通  やや遅い  遅い  

料理の量  多い  やや多い  普通  やや少ない  少ない  

接客対応  良い  やや良い  普通  やや悪い  悪い  

清潔感  良い  やや良い  普通  やや悪い  悪い  

総合満足度  良い  やや良い  普通  やや悪い  悪い  

 



集計結果  

■提供時間  n＝ 145  

 

・概ね 90％の方に提供時間は満足を得られている。  

 

提供時間 早い やや早い 普通 やや遅い 遅い

件数 91 34 20 0 0

早い 63%

やや早い

23%

普通

14%

やや遅い

0% 遅い

0%

提供時間

回答数

145件
91件

34件

20件



■料理の量  n＝ 145  

 

・注文された 3％の方は量が少ないと感じられているが、概ね適量で満足いただいている。  

 

  

料理の量 多い やや多い 普通 やや少ない 少ない

件数 48 29 65 2 1

多い 31%

やや多い 21%

普通

46%

やや少ない

1%

少ない 1%

料理の量

回答数

145件

48件

29件

65件

2件
1件



■接客対応  n＝ 145  

 

・接客に対し、やや不満を持たれる方が 2％いた。衣類の柔軟剤の匂いが要因で、お客

様の応対だけでなく、不快に感じる匂いにも配慮していく。  

 

  

接客対応 良い やや良い 普通 やや悪い 悪い

件数 18 17 107 3 0

良い

12%

やや良い

12%

普通

74%

やや悪い

2%

悪い

0%

接客対応

回答数

145件

18件

17件

107件

3件



■清潔感  n＝ 145  

  

・ほとんどの方に清潔感があると感じられている。  

 

  

清潔感 良い やや良い 普通 やや悪い 悪い

件数 93 25 27 0 0

良い 64%
やや良い 17%

普通

19%

やや悪い 0% 悪い 0%

清潔感

回答数

145件

93件

27件

25件



■総合満足度  n＝ 145 

 

・ 全てにおいて満足度が得られている。接客について、2％の方がやや不満を感じた事に

ついて改善し満足度を上げていく。  

 

  

総合満足度 満足 やや満足 普通 やや不満 不満

件数 86 36 23 0 0

満足 59%
やや満足

25%

普通 16%

やや不満

0％
不満 0%

総合満足度

回答数

145件

86件
36件

23件



■ご意見 （自由回答 ）  

いただきましたご意見は記述されたとおり掲載しました。  

２ ０年いじょうのリピーターです。又伺います。  

3～４回来ていますがいつも美味しいです。  

RETTY のクチこみを見て初めて来ました。落ち着いていて景色とスタッフさんの対応よく美味

しく食事ができました。うどん、そば天ぷらどれも美味しかったです。また来たいと思います。  

WI-F I が欲しいです。  

味は、そばうどん良い。  

ありがとうございます。天ぷら用タレが別にあると嬉しかったです。  

椅子に変えた方がすわりやすいと思います。  

いつも美味しいおそばありがとうございます。  

いつも美味しくいただいております。ありがとうございます。本日はイベント開催を知らずびっく

りしました。入店出来て良かった。  

いつも高齢の父に優しく接しして頂いて感謝です。とても美味しいです。  

いつも利用させて頂いております。ゆったりできるのでお気に入り場所です。蕎麦湯以外の

飲み物の区別がわかりにくかったです。  

衣類用洗剤か柔軟剤か分かりませんが、配膳時に香りが強すぎる。小結を注文したが残

念なことに三分の一弱ガバラけていた。セルフと伝えておきながら蕎麦湯ポットを客のテーブ

ルに持って言っていた。  

うどん、そば天ぷら美味しかったです。コーヒーも美味しい。いつも帰りにべに花まんじゅうと

いなり買っていきます。  

美味しかったです。  

美味しかったです。ごちそうさまでした。  

おいなりさんがみっちりぎゅうぎゅうでびっくりしました味がしみていて美味しかったです。そば

が美味しいと聞いたのですがとても美味しかったです。  

おいなりさんの酢飯に具が入っていたらもっとおいしくなると思います。  

お子様ランチをお願いします。  

落ち着いた雰囲気でゆったり過ごせました。また来たいお店です。  

落ち着いた雰囲気で良かったです。  

温泉卵天ぷら単品が欲しい。  

温玉ぶっかけのそばが欲しかった。  

今日は天ぷらがカラッと上がっていなかった。  

きんぴらの持帰り作って欲しい。手打ちそばがいいと思います。店員さんは親切でいい。  

ごちそうさまでした。美味しく頂けました。たくさんジャニーズのお話ができ楽しく親切にして頂

き楽しい旅になりました。  

子供連れでしたが、イスやお皿などお気遣い頂きおいしく食べられました。ありがとうございま

した。  



 

子供も美味しかったようでよく食べました。お店のことではなくふるさと館全体のことになりま

すが、もっと子供の見学できたり遊んだり出来るところ子供向けのイベントがあるとありがた

いですし、何度でも来たいと思います。  

このおだやかな空間が好きです。また来ます。  

静かな中でゆっくり食事が出来ました。  

春菊の天ぷらがすごく美味しかったです。  

ソバ細すぎ  

そば麺をもう少し柔らかくした方がよいと思いました。美味しかったです。  

食べ比べを注文しました。ネギの他にもわさびがあったら嬉しかったです。また来ます。  

駐車場の入口が狭い。そば湯ポットを教えて欲しい。  

聴覚に筆談よかった。  

つけ汁が若干薄いきがする。麺を入れた時点でうすまるし蕎麦湯を入れて飲みやすかった

が若干薄い気がする。お茶は美味かった。  

テーブル席を増やして欲しい。  

天ぷらサクサクでとても美味 しかったです。鴨汁だしがきいていて美味しかったです。また来

ます。  

特にないです。美味しかったです。  

とても美味しかったです。また来たいと思います。  

とても美味しかったです。また来たいと思います。  

とてもりっぱな建物だと思います。料理も美味しかったです。これからもよろしくお願いします。  

夏になれば冷たい物が欲しくなるため冷そばレ冷うどんをメニューにいれれば良いと思います  

初めて来ました。トイレがきれいで快適でした。母屋の窓際の席で良い風にあたりながらくつ

ろげました。ありがとうございました。  

初めての来店です。すごく良かったです。再来店を致します。  

早めに来たら割引券頂きありがとうございます。静かで換気もよくゆっくり食事できました。  

久しぶりに来ましたが相変わらず美味しい。接客も良い、連休なので心配しましたが、１ ７号

より少しズレた場所の為なのかと思いました。  

ヒルナンデスで向井 くんが来ていたのを見て今回来店させていただきました。とても美味しか

ったです。  

細いうどんが美味しかったです。トイレが清潔で安心できます。又寄らせていただきます。  

また来たいと思います。  

もう少しおそばにコシがあるとよいのかと、うどんがコシあるから感じるのは  

ゆったり落ち着いて食べられることが良い。  

夜の営業を復活して下さい。  

私も娘も大好きな場所です。川口に住む友達にもオススメしてきたそうです。美味しかったと

いってました。これからも頑張ってください。  


