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【報告論文】

クーポンによる鶏卵直売所への来店効果

ーかながわ食育フェスタ来場者を対象として一

引地宏 二

（神奈川県農業技術センター畜産技術所）

I背景及び目的

神奈川県は、住宅に近接した養鶏場が多く、

臭気、騒音等の環境問題から規模拡大しにくい

状況にある。一方、鶏舎近くに鶏卵直売所を併

設することで、 「産みたて」 「新鮮」というイ

メージから 300,..._,900円/kgと有利販売を行なっ

ており、環境問題をクリア出来れば、現状にお

いては安定的な経営を行なっている。

しかし、購買層が 60歳代以上に依存しており、

今後の経営を考えるうえで、若い世代にシフト

した顧客層を獲得することが課題となっている

（引地 2011)。

新たな消費者に鶏卵直売所を認知し、利用し

てもらうための宣伝活動は、従来、生産者や関

係機関が実施するイベント会場での家畜とのふ

れあい、試食、家畜や畜産物に関する資料や直

売所マップの配布等を行ってきたが、必ずしも

直売所への購買に結びついていないと考えられ

る。

一般に、消費者に対する販売促進活動には、

実演販売、景品、懸賞やクーポン等があり、そ

の中で直売所への来店を促す方法として、クー

ポンに着目した。

クーポンは、特定の場所または店舗等で、一

定額の割引または商品との交換を約束した証書

である。

このクーポンを利用した農産物の販売促進に

関する先行研究では、農産物直売所の顧客モニ

ター4名が各 10名の友人、知人に「ロコミ情報」

と「クーポン(200円分）」を配布し、その利用枚

数から「ロコミ効果」が販売促進に活用できる

と報告しているが（白井ら 2005)、ロコミ情報を

主眼においていたため、クーポンの配布範囲先

が限定され、またクーポンによる販売促進効果

は明確でない。

そこで、本研究では不特定多数が集まるイベ

ント会場で、家畜、畜産物の情報提供と併せ、

質問票調査と質問票番号にリンクした番号付き

クーポンを配布し、クーポン利用者数とアンケ

ートで得られた属性から、今後顧客として獲得

したい 60歳代以下のクーポンによる鶏卵直売所

への来店効果について検討した。

II方法

本調査は、平成 24年 8月 7日に、横浜赤レン

ガ倉庫 1号館で開催した「かながわ食育フェス

タ」の県庁ブース「かながわのたまご」来場者

を対象に、自記式質問票で実施した。

設問は、鶏卵直売所の認知度、鶏卵の購買先

割合、購買時に重視する品質表示情報及び年代、

性別、居住地（市町村名）とした。回答者には

調査票にリンクした番号付きのクーポンを配布

した。

このクーポンは、配布翌日から 32日間を交換

期間とし、第 1図の県内直売所 7店舗（愛川町

1戸、綾瀬市 2戸、伊勢原市 2戸、相模原市 2

戸）で、店舗毎にプリンまたはシュークリーム

や卵パック等 300円相当の商品と交換できる設

定とした。

分析の流れは、まず鶏卵の品質、表示情報の
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重視度から因子分析を行い、各回答者の因子得 心に 30、20歳代と続き、 10、50歳代が少なかっ

点をクラスター分析し、回答者を類型化した。 た（第 2図） 。

類型化した各層の購買行動、鶏卵直売所の認

知度とクーポン利用状況の比較、鶏卵直売所への

来店効果を検討した。また、鶏卵直売所の認知

度、鶏卵への関心度を規定する要因について、

プロビッ ト回帰分析から検討した。

第 1図 イベント会場とクーポン対象直売所

●は、直売所所在地

III結果及び考察

1 調査対象者

調査票は、イベント会場で記入を承諾しても

らった来場者にのみ配布し、自記式で記入して

もらい 397名から回収した。

回収した調査票から県内在住者、女性、 10~

60歳代という条件が確認できた 232名を本調査

の対象者とした。年代分布は、 40、60歳代を中

60 
名

40 

20 

゜10歳代 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代

第 2図 集計対象者の年代分布

2 鶏卵の品質、表示情報の重視度による消費

者の類型化と購買行動

第 1表の 7項目について「全く重視しない」

(1点）～「非常に重視する」 (5点）の 5段階

評価で回答してもらい、その評価点で因子分析

（最尤法 7゚nマックス回転） を行った。その結果、

共通性の高い項目から「品質因子」 「安心感因

子」の 2因子を抽出した（第 2表） 。

第 1表 鶏卵の品質、表示情報の評価項目

評価項目

賞味期限

生産者名

県内産であること

黄身の盛上がり

黄身の色が猿い

殻の色が赤い

栄菱強化（ビタミン ・ミネラル）

第 2表 因子分析結果

因子負荷最

品質因子 安心感因子

（第1因子） （第2因子）

黄身の色が濃い

黄身の盛上がり

0.91 

0.60 

-o. 12 
0.23 

殻の色が赤い 0. 57 -0. 05 

栄姿強化 （ビクミン ・ミネうr,) 0. 55 -0. 01 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
生産者名 ー0.07 0. 91 

県内産であること

貸味期限
................................. ~-.~~..... ..... ~ ぎ月．．．．．

0.23 0.01 

因子抽出法： プロマックス回転 最尤法

各回答者の因子得点からクラスター分析

(Ward法）を行い、品質因子、安心感因子に対

してプラスに反応した層を「関心層」、マイナ

スに反応した層を「無関心層」に類型化した（第

3表）。

各層の平均年齢は、関心層 43.7歳 (97名）、無

関心層 34.9歳 (121名）であった。
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購買先割合は、関心層、無関心層ともスーパ

ーが 80%前後で最も多かったが、鶏卵直売所で

は、関心層 9.4%、無関心層 2.8%で有意な差が

認められ(p<O.05)、鶏卵への関心が直売所での

購買と結びつく傾向が確認された。

第 3表 クラスター分析による消費者の
分類

関心層 無関心層

購
買
先
割
合
％

品質因子

安心感因子

N数

平均年齢

スーパー

鶏卵直売所

大型直売所

宅配

その他

3
 

0. 70 

0.63 
.:.... ・--
97名

43. 7歳

80.5 

9. 4a 

4. 1 

4.3 

1. 7 

-0.56 

-0 50 ___:__ 

121名

34.9歳

79.6 

2. Sb 

3. 1 

11. 2 

3.3 

クラスター分析： Ward法 x2検定異符号間

鶏卵直売所の認知度、鶏卵への関心度の

規定要因

県内に鶏卵直売所があることを知っている消

費者は 128名(60.0%)であった（第4表）。

これを層別で比較すると、直売所があること

を「知っている」という回答は、関心層 72名 (33.8 

％）、無関心層 56名 (26.3%)で、関心層の認知

度が有意に高かった (p<O.05)。また、関心層の

0、知っている 1) と鶏卵への関心度（無関心

層 0、関心層 1) とし、説明変数は購買先割合、

品質表示情報、年代とした（第 5表）。各モデ

ルの尤度比検定をおこなったところ、全てのパ

ラメーターが 0である帰無仮説は有意水準 1%

で棄却された（第 6表）。

鶏卵直売所の認知に対して有意な限界効果が

認められたのは「鶏卵直売所」

で符号が正であることから

「大型直売所」

「黄身の盛上がり」

鶏卵直売所や大型直売所での購買割合が高くな

るほど、鶏卵直売所を認知する確率が高くなる。

このことは、鶏卵直売所の利用だけでなく、大

型直売所の利用が鶏卵直売所の認知を促進する

ことを示している。

一方、鶏卵への関心度では「鶏卵直売所」

「黄身の盛上がり」

と

を除く全ての品質表示情報

で符号が正の有意な限界効果が認められた。

第 5表 分析に用いた説明変数の定義

変数名 変数の定義

被説明変数
鶏卵直売所の認知

鶏卵への関心度

購買先割合

説明変数

品質表示情報

年齢（年代）

〇：知らない 1: 知っている

〇：無関心層 1:関心層

1:20%未満 4:60-80%末満

2:20-40%未満 5:80%以上

3:40-60%未満

1: 全く重視しない 4: やや重視する

2: あまり重視しなし 5: 非常に重視する

3: どちらともいえない

10、20、30、40、50、60

うち 23名 (10.3%)が、鶏卵直売所があることを

と回答している。「知らない」

第 4表 養鶏農家直売所の認知度（名）

関心層

知っている

知らない--
小計

72a 

23b 

95 

無関心層

56 b 
5za 

118 

小計

128 

85 

213 

x2検定 異符号間 p(0.05 

鶏卵直売所の認知、鶏卵への関心度と購買先

割合、品質表示情報の重視度、年代との関係を

見るため、プロビット回帰分析により検討した。

被説明変数は、鶏卵直売所の認知（知らない

第 6表 鶏卵直売所の認知と鶏卵への関心度の

推定値と限界効果
鶏卵直売所の認知

推定値 限界効果

鶏卵への関心度

推定値 限界効果

購買先割合

スーバー

鶏卵直売所

大型庫売所

宅配

品質表示情報

賞味期限

生産者名

県内産であること

黄身の盛上がり

黄身の色が濃い

殻の色が赤い

栄養強化

年代

標本数

対数尤度

対数尤度比検定最

0.098 
0.781 ** 
1.095 ** 
0.020 

0.037 
0.293 ** 
0.411 ** 
0.008 

0.202 
0.461 ** 
0.106 

-0.033 

0.080 
0.182 ** 
0.042 
-0.013 

-0.270 ** -0.104 ** 0.779 ** 
0.077 0.030 2.602 *** 
0.156 0.060 0.713 *** 
0.305 ** 0.117 ** 0. 708 
0.044 0.017 3.662 *** 
0.041 0.016 0.811 ** 
0.151 0.058 0.807 ** 
0.005 0.002 0.022 *** 

219 217 
26.2 76. 7 
132.6 *** 144.6 *** 

*10%、**5%、***1%の有意水準を示す

0.236 * 
0.788 *** 
0.216 *** 
0.214 

1.109 *** 
0.246 ** 
0.244 ** 
0.009 *** 
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関心度は、品質表示情報を変数として因子分析

した因子得点に基づくため、ここでは無関心か

ら関心へ影響の大きさを示す限界効果に注目す

る。最も大きかったのは「黄身の色が濃い」、

次に「生産者名」であり、重要な規定要因と考

えられる。この結果は、関心層が今後、新規顧

客として獲得すべき消費者層であることを示し

ている。

第 7表 クーポン利用者の概要

市町村名

鶏卵購買先割合

年代 1無誓霜叫讐雰誓無のIスーパー 喜し 直大晶 宅配 その他I贔孟
___ Q __________ Q __ _ 

0 0 

: ： : Q::::::::::Q::: 
横浜

___ Q __________ Q __ _ 

0 0 

: ：： L::::::::f:: 
--_Q _ --------_Q _ -. 

0 0 

30 . .. . • ..... (I 

藤沢

旦

海老名

伊勢原

・--40 ---

~:::l::::t:~:1:::;I:::::l:::(::;::~~:11:::::;:::t~~::;::I::::;tl:::I 
4 クーポン利用状況

クーポン利用者は 20名で、全クーポン配布者

397名に対して 5.0%、本調査対象者 232名に対

して 8.6%であった。市町村別の利用者数は、イ

ベント会場の横浜市が 8名で最も多く、藤沢市

4名、伊勢原市4名、海老名市 3名、相模原市

1名であった。

利用者の年代は、 10、20歳代 3名、 30歳代 8

名、 40歳代 2名、 50歳代 6名、 60歳代 1名で

50歳代以下が多く、クーポン利用者のうち、今

まで鶏卵直売所を利用したことがなかった消費

者は 16名であった（第 7表）。

関心、無関心層間とクーポン利用者、未利用

者で x二乗検定を行ったが有意差は認められ

ず、クーポン利用者に関心層が多くなる傾向は

認められなかった（第 8表）。

第 8表 関心、無関心層とクーポン利用者数

関心層 無関心層 小計

クーポン
8 12 20 

利用者

クーポン
88 109 197 

末利用者

小計 96 121 217 

市町村毎の配布者数に対する利用率（利用者

数／配布者数）は、配布者数の多かった横浜市で

7. 0%(8/115)と最も低く、伊勢原市が 66.7%(4/6) 

で最も多かった。この伊勢原市は、クーポンを

利用できる鶏卵直売所が 2戸あり、居住地と鶏

卵直売所の距離が利用率に影響している可能性

が示唆された。

そこで、正確な住所がわからないため、居住

している市町村単位で代表的なターミナル駅を

起点として、鶏卵直売所の最寄り駅まで、最寄
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り駅から直売所までの合計距離を試算し、居住

地市町村毎に直売所までの最短、最長及び平均

距離とクーポン利用率をまとめた。また、クー

ポンの利用はなかったが、イベント会場での調

査票回答者が横浜市に次いで多かった川崎市

(23名）、横須賀市 (I7名）を加えて、居住地

と直売所間の距離と利用率の相関を求めたとこ

ろ、最短距離、平均距離と利用率の間にそれぞ

れ負の相関が認められ(r=ー0.68 p<0.10)、居住

地と鶏卵直売所の距離がクーポン利用率に影響

することが示された（第 9表）。

第 9表 クーポン利用率と居住地からの距離

居住地
鶏卵直売所までの距離

クーポン

（距離試算の起点駅） 最短 最長 平均 利用率

横浜市 （横浜駅） 25km 48km 33km 7% 

藤沢市 （藤沢駅） 11km 46km 30km 29% 

相模原市（相模大野駅） 3km 23km 16km 8% 

海老名市（海老名駅） 13km 20km 15km 50% 

伊勢原市（伊勢原駅） 3km 30km 19km 67% 

川崎市 （川崎駅） 34km 56km 44km 0% 

横須賀市（横須賀中央駅） 32km 67km 53km 0% 

全クーポン配布者数に対して5.0%(20名/397名）

であった。

この 20名のうち 19名(95%)が50歳代以下で、

全調査対象者 232名に対する 50歳代以下 173名

(75%)に比べて多かったことから、 50歳代以下の

世代でよりクーポンが利用されていた。これは、

携帯電話やチラシクーポンなど、生活のあらゆ

る場面で利用する機会が多く、クーポンを利用

する世代であるためと類推され、若い世代にシ

フトした鶏卵直売所に対する宣伝として有効で

あると考えられる。

クーポン利用率については、白井らの先行研

究による、 40名のクーポン配布者に対して、 23

名で波及効果 58%と比較すると低い結果であ

った。しかし、居住市内にクーポン利用直売所

があった伊勢原市では 67%と高い利用率であ

り、また居住地と鶏卵直売所までの距離とは、

負の相関が認められている点から、より直売所

に近い場所でのクーポン配布により利用率を向

IVまとめ 上させる可能性が示唆され、今後、直売所の市

町村域内で実施されるイベント等でクーポン配

本稿では、調査対象者を鶏卵に対する品質表 布を行い、クーポン利用率向上に繋がるか検討

示情報の重視度から類型化するとともに、購買 するとともに、本調査で収集できなかったクー

先割合から類型間で比較し、関心層で鶏卵直売 ポン交換時の「ついで買い」効果による収益と

所の購買割合が高いことを示した。 クーポン経費から費用対効果についても検討し

また、鶏卵直売所の認知の有無と鶏卵への関 ていく必要がある。

心度について、プロビット回帰分析による限界

効果からその規定要因とその影響度を見ると、 ［引用文献］

鶏卵直売所の認知は、 「大型直売所」の利用割

合が要因として大きく、鶏卵への関心度では「黄

身の色が濃い」 「生産者名」表示が重要な規定

要因であることから、関心層が今後の新規顧客

として獲得すべき消費者層であることを示し

た。

一方、新規顧客を獲得するため、イベント会

場の来場者にクーポン配布による来店効果は、

白井俊樹・牛腸奈緒子(2005): 「農産物直売所に

おける顧客モニターの活用手法」、 『平成 17年

度 新潟県農林水産業研究成果集』

引地宏二(2011): 「県内畜産物に対する消費者意

識と購買行動に関する研究」、 『平成 23年度

神奈川県農業技術センター畜産技術所試験研

究成績書』、 pp.3-4
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