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〈論文〉

観光地立地型果実直売所における顧客と購入形態の特徴
一三重県南伊勢町T直売所を事例として一

徳田博美＊

Customer Characteristics of Fruit Farmers Market in Tourist Areas 

TOKUDA, Hiromi 

Graduate School of Bio Resources, Mie University 

Abstract: 

The characteristics of customers of fruit farmers market located in tourist areas were analyzed by 

the case study of T farmers market in the southern part of the Shima Peninsula. The customers of T 

farmers market can be divided into two types. One is the customer group that largely lives near the 

market and comes expressly for the local products. The other is the group that stops in the market 

while engaged in other activities such as sightseeing. Although both are almost the same numerically, 

the ratio to sales amount is larger in the former type. The ratio of large-volume buyers, who occupied 

a large part of the total sales, was very low in the later type. Therefore customers group who mainly 

live near the market and come expressly is most important buyers for farmers market even located 

in tourist site. 

〔Keyword到 farmersmarket, tourist site, customer characteristics 

I はじめに

現在、農産物直売所は農業者の主要な販売チャ

ネルの一つとなっている。果実においても同様で

ある。 2010年農業センサスによると、果樹栽培経

営体の中で消費者に直接販売を行った経営体は

30.7%に達している。農業経営体全体での比率は

19.6%であるので、果樹経営では直接販売する経

営の比率は高い。果実の直接販売では、宅配直売

も主要なチャネルであるが、直売所が重要な販売

チャネルであることは間違いない。果樹産地の中

には、生産者が運営する直売所が多数あり、販売

の中核となっている産地もある 1)。

ーロに直売所といっても、その実態は多様であ

る。農協などが運営する大規模な直売所から生産

＊三重大学 (E-mail: hiromi@bio.mie-u.ac.jp) 

者が運営する小規模なものまで千差万別である。

立地する地域条件でも、集客力のある都市および

その周辺地域のみでなく、農山村地域にも数多く

立地していることが、わが国の特徴の一つとされ

ている 2)。

直売所の運営にとって、集客は重要な問題であ

る。特に周辺人口の希薄な中山間地域の直売所で

はなおさらである。集客を考える上で、まず明ら

かにすべきは、実際に来訪している顧客の特性で

ある。顧客の特性は、直売所の立地条件によって

異なるであろうが、これまで直売所に来訪する顧

客の特性について明らかにした研究は多くはな

い3)。その中でも、本稿で取り上げるような観光

などでの地域への来訪者を顧客に取り込むことが

期待できる観光地立地型の直売所の顧客に関する

研究はわずかである。

キーワード：直売所、観光地、顧客特性
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そこで、多様な条件の地域に広がっている直売

所の今後の可能性と課題を検討するための一助と

するため、観光地周辺部の三重県南伊勢町にある

果実生産者が運営する直売所のT直売所を事例と

して、 POSデータと顧客アンケートにより、顧客

の特性と販売金額に占める顧客の特性別比率を明

らかにする。

II 対象事例の概要

T直売所のある南伊勢町は、図 1に示すように

志摩半島の南部にある。南伊勢町の中でも T直売

所のある五カ所地区は、三重県内でも古い柑橘産

地であり、県内ではミカンのトッププランドを確

保している。しかし、近年は、生産者の高齢化と

鳥獣害などにより、生産量は減少しているり。

三重県は北半分に人口が集中している。南伊勢

町の人口は約1.5万人であり、周辺人口を合わせ

ても多くはない。しかも町内には鉄道も高速道路

もなく、交通条件では劣っている。しかし、 T直

売所から20km囲内に伊勢市があり、津市と松阪市

は50km固内であり、集客圏をそこまで広げられれ

ば、対象人口は多くなる。また志摩半島は伊勢志

摩国立公園に指定された観光地であり、 T直売所

三更柔

図1 T直売所の位置

も代表的なリアス式海岸の英虞湾から10kmほどの

距離である。志摩半島への観光客も集客の対象と

なる。すなわち、 T直売所にとって、町内および

近隣地区のみでは集客人口は大きくないが、集客

困を数十kmまで広げると、集客人口は大きくな

り、また観光客も集客の対象となる。

T直売所を経営する生産者は、直売所を開設す

る前は地元卸売市場に個人出荷を行っていた。

2000年に直売所を開設し、それ以降は生産した柑

橘類のはとんどを直売所で販売している m。その

経営面積は、柑橘類のみで629aあり、地区内で

は飛び抜けて大きい。品目構成は、温1'1-1ミカンが

63%を占めているが、直売所での販売期間を伸ば

すため、不知火、せとかなど多種類の中晩柑を導

入している。

T直売所は、果樹農家が経営する直売所では珍

しく、周年営業している。取り扱っている商品

は、自ら生産した柑橘およびその加工品が主体で

あるが、それ以外に周辺の農水産業者や中小加工

業者の生産物も販売している 6I。販売している柑

橘のほとんどは自らの生産物であるが、栽培して

いない夏季のハウスミカンのみ買い付けている 。

2010年の実績をみると、総販売額は6,219万円で

あり、その75%が自ら生産した柑橘で、 7%はそ

れを利用した菓子・ジュース類である。

lil 販売の特徴

本節では、 POSデータを基に、 T直売所の特徴

についてみていく 。図2に2010年における月別販

完金額と顧客 1人当たり購入金額 （以下、客単価

という ）を示した。温州ミカンの最盛期であり、

お歳暮時期とも璽なる12月の販売金額が最も大き

く、全体の28.4%であり、主要な柑橘の出荷時期

である11-5月で全体の82.1%を占めている。T

直売所は周年営業しているが、実際には販売の大

部分は柑橘出荷時期になされている。

客単価は、年間平均で2,150円であるが、月ご

との違いが大きい。7、8月が最も高いが、これ

は来客数が少ない中で単価の高いハウスミカ ンの

購入者が多いためである。柑橘出荷時期では、 販

売金額と客単価はほぼ連動している。すなわち、

来客数の月ごとの差は小さく、客単価の違いが販
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客単価別顧客数と販売金額
（人、千円、 ％）

客単価（円）

500000額
95?il 

人数 金額

千円未満 938 (19.5) 621 (42) 

1-3千円 2,314 (48.1) 3,531 (23.7) 

3-5千円 857 07.8) 2,942 (19.7) 

5-1万円 449 (93) 3,060 (20.5) 

1万円以上 250 (5.2) 4,745 (31.8) 

合計 4,808 (100.0) 14,898 (1000) 

出所： T直売所POSデータ。
注： 1) 2010年12月1ヶ月間の合計である。

2) ( )内の数値は、合計に対する比率である。

W 顧客の特徴

゜
図2 T直売所の月別販売金額と客単価 (2010年）

注：柑橘は、自ら栽培した柑橘のみの金額であり、他か
ら購入したものは含めていない。7、8月のその他
の大部分は他から購入したハウスみかんである。

売金額を主に規定している。

平日と休日に分けて販売状況をみると、年間を

通じて 1日当たり販売金額は、休日が24.7万円、

平日が14.4万円であり、休日が平日を 7割ほど上

回っている。平日の方が営業日数は多いので、総

販売額では平日の方が多く、全体の54.4%を占め

ている。平日と休日の 1日当たり販売金額の格差

は、来客数の違いによる。年間平均でみると、 1

日当たり来客数は、平日が62人で、休日が125人

であり、休日は平日の 2倍である。一方、客単価

は、平日が2,437円で、休日が2,061円であり、平

日が休日を18.2%上回っている。

表 1は2010年12月における客単価別販売金額構

成を示したものである。来客数でみると、 1千円

未満が19.5%、 1-3千円が48.1%で、両者で2/3

を占めているが、金額構成では27.9%に過ぎな

い。逆に 1万円以上の者は全体のわずか5.2%で

あるが、金額では31.8%を占めており、 5千～

1万円の者は9.3%で金額の20.5%を占めている。

両者合わせても来客数の14.5%であるが、販売金

額では過半を超えている。少数の高額購入者が販

売金額構成からみれば、主要な顧客となっている。

T直売所の顧客はどのような特徴があるのか、

販売金額が年間合計の 3割弱を占める12月に行っ

た顧客アンケートからみていく 。アンケートは、

2010年12月に平日 (7日）と休日 (19日）の2回

行った。アンケート回収数は、平日が73人、休日

が172人であり、各日のPOSデータによる購買者

数に対する比率は、 70.9%と57.9%である 7)。

表2は居住地と南伊嬰町に来た目的を示したも

のである。居住地では、南伊勢町内は35人で全体

の14.3%に過ぎない。隣接する志摩・鳥羽、伊

勢・多気・度会（以下、近隣市町という ）を合わ

せると、 149人で60.8%に達している。すなわち、

町外からの顧客が大部分を占めているが、その主

体は半径20km程度の近隣市町である。

ただし、その状況は平日と休日で異なってい

る。平日では、町内が32.9%を占めており、近隣

市町を合わせると74.0%に達している。一方、休

日では町内はわずか6.4%である。近隣市町の比

率は休日の方が高いので、町内と近隣市町を合わ

せて比率は55.2%に達している。それでも残りの

44.8%はそれ以外の地域の居住者である。平日は

町内および近隣市町に居住する地元客で大部分を

占めているが、休日は、地元客以外の広い地域か

らの来客が半数近くを占めている。休日の来客の

多さは、集客範囲が広がっていることによる。

南伊勢町に来た目的をみると、 T直売所の買い

物が目的とする者が82人で、町内居住者を除いた

中の39.0%を占めている。買い物目的の者に町内

居住者を加えると（以下、目的客という）、全体
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（人、％）

来 町 目 的

直売所観光・ 親戚． ： 
での買レジャ知人へ 仕事 別荘にその他（町内居：
い 物 一 の訪問 滞在 住者）

合計 平日 休日

南伊勢町内 35 (14.3) 24 (32.9) 11 (6.4) 

志摩・鳥羽 29 4 5 1 

゜
， 48 (19.6) 9 (12.3) 39 (22.7) 

伊勢・多気・度会 31 ， ， 1 1 15 66 (26.9) 21 (28.8) 45 (26.2) 

津•松阪 16 18 4 

゜
1 8 47 (19.2) 8 (11.0) 39 (22.7) 

居
その他県内 6 ， 2 2 3 3 25 (10.2) 2 (2.7) 23 (13.4) 

住
他県 0 8 2 3 3 8 24 (9.8) 9 (12.3) 15 (8.7) 
------------------------- ----------------------------------------

合計
82 48 22 7 8 43 35: 245 000.0) 73 (100.0) 172 (100.0) 

地 (33.5) (19.6) (9.0) (2.9) (3.3) (17.6) (14.3) i (100.0) 

21 5 3 2 2 16 24: 73 
平日

(28.8) (6.8) (4.1) (2.7) (2.7) (21.9) (32.9) ! (100.0) 

61 43 19 5 6 切 n! 112 
休日

(35.5) (25.0) (11.0) (2.9) (3.5) (15.7) (6.4)＇ : (100.0) 

資料： T直売所顧客アンケート（平日 (2010年12月7日）、休日 (2010年12月19日））。
注： 1)南伊勢町の居住者には南伊勢町に来た目的は質問していない。

2) ( )内の数値は、合計に対する比率である。
3)居住地と来町目的、平日と休日による居住地および来町目的の比率について、カイニ乗検定を行い、いずれ

も1%水準で有意であった。

の47.8%で、ほぼ半数に達している。これ以外の

者は、観光など買い物以外の目的で来町し、 T直

売所に立ち寄った者である（以下、立ち寄り客と

いう）。すなわち、最初から買い物目的で来店す

る者と別の用事のついでに立ち寄る者がほぼ半々

となっている。当然ながら、これも平日と休日の

違いは大きい。平日では目的客が61.7%を占めて

いるが、休日では目的客は41.9%に減り、立ち寄

り客の方が多い。

居住地と来町目的との関係をみると、近隣市町

では目的客が53.5%で過半を占めているが、居住

地が遠くなるほど目的客の比率は低下しており、

津• 松阪では34.0%に低下し、他県では目的客は

いない。近隣市町居住者は買い物目的の来客が主

であり、それより遠来の顧客では立ち寄り客が主

体となっている。立ち寄り客では、 57.8%が近隣

市町以遠の居住者である。

このようにT直売所の顧客は、主に町内および

近隣市町に居住する目的客と主にそれ以外に居住

する立ち寄り客に分かれ、平日は目的客が主体

で、休日は立ち寄り客が目的客を上回っている。

この点に観光地立地型の特徴が示されている。

来店頻度については、表示は省略するが、年数

回以上来店するリピーターが71.4%を占めてい

る8)。当然ながら居住地が近いほど来店頻度の多

い者の比率は高い。ただし、留意すべき点とし

て、立ち寄り客でもリピーターが57.0%で、過半

に達していることである。すなわち、立ち寄り客

といえども、まった＜偶然に立ち寄る者は少数で

ある。

居住地と来町目的ごとに購入金額別人数を表3

に示した。居住地との関係は統計的には有意では

ないが、居住地が近いほど高額購入者の比率が高

い傾向はみられる。いずれにしても顧客の過半が

町内および近隣市町であるので、高額購入者の多

数も町内および近隣市町居住者が占めている。

来町目的別にみると、町内居住者と買い物目的

の者では購入金額 5千円以上の者がそれぞれ35.3

％と25.9%であるが、別荘滞在目的の者では 0

人、観光・レジャー目的の者は2.1%というよう

に、目的客と立ち寄り客で購入金額に違いがあ

る。立ち寄り客には高額の購入はあまり期待でき

ないことを示している m。

来客数でみれば、主に近隣地域に居住する目的

客と広い地域から集まる立ち寄り客の差は小さい

が、高額購入者の大部分は近隣地域に居住する目

的客であるので、販売金額構成での差は大きいと

考えられる。

次にPOSデータによる12月の購入金額別購入者

比率と顧客アンケートの来町目的ごとの購入金額
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表3 顧客の居住地および来町目的と購入金額
（人、％）

購入金額 千円未満 1-3千円 3-5千円 5-1万円 1万円以上 合計

南伊勢町内 5 04.7) 14 (41.2) 3 (8.8) 4 (11.8) 8 (235) 34 (100.0) 

志庶・ 烏羽 7 (14.6) 21 (43.8) 9 (18.8) 6 (12 5) 5 (10.4) 48 (100.0) 

住居 伊勢・ 多気 ・度会 15 (23.4) 29 (45.3) 8 (12 5) 6 (9.4) 6 (9.4) 64 (100.0) 

地津•松阪 10 (21.3) 23 (489) 11 (23.4) 1 (2.1) 2 (43) 47 (100.0) 

その他県内 4 (16 7) 13 (54.2) 5 (20.8) 1 (4.2) 1 (4.2) 24 (100.0) 

他県 7 (30.4) 9 (39.1) 1 (43) 2 (87) 4 07.4) 23 (100.0) 

南伊勢町内居住者 5 (14.7) 14 (412) 3 (8.8) 4 (118) 8 (23 5) 34 (100.0) 

直売所での買い物 6 (7.4) 37 (45.7) 17 (21.0) 10 (12.3) 11 (13 6) 81 (100.0) 

来観光 ・レジャー 14 (29.2) 27 (56.3) 6 02.5) 1 (2.1) 

゜
(0.0) 48 (100.0) 

胃親戚・知人への訪問 9 (42.9) 6 (28.6) 4 (19.0) 2 (9.5) 

゜
(0.0) 21 (100.0) 

的仕事 3 (50.0) 2 (33.3) 

゜
(0.0) 

゜
(0.0) 1 (16.7) 6 (100.0) 

別荘に滞在 1 02.5) 6 (750) 1 (125) 

゜
(0.0) 

゜
(0.0) 8 (100.0) 

その他 10 (23.8) 17 (40.5) 6 (14.3) 3 (7.1) 6 04.3) 42 (100.0) 
・-----------------------------------

--------------―------
-・・・-・・・・・・・・・・-・-・・・ --------曇.------------・-・-・ 囀-・-・・-・-・・・・・・-· ··~················· ---------------------

合計 48 (20.0) 109 (45.4) 37 (15.4) 20 (8.3) 26 (108) 240 (100.0) 

資料： T直売所顧客アンケート（平日 (2010年12月7日）、休日 (2010年12月19日））。
注： 1) ( )内の数値は、合計に対する比率である。

2)南伊勢町の居住者には南伊勢町に来た目的は質問していない。
3)居住地およぴ来町目的と購入金額との関係について、カイニ乗検定を行ったが、来町目的は 1%水準で有意

であったが、居住地は有意とはならなかった。

別購入者比率から 12月における顧客の来町目的別

販売金額構成を推計してみる。推計は、 POSデー

タから平日、休日ごとに購入金額別賭入者比率と

購入金額階層ごとの平均購入金額を算出し、顧客

アンケートから購入金額階層ごとに来町目的別購

入者比率を算出し、両者を掛け合わせることで、

来町目的別販売金額を推計した。

推計結果は図 3に示したとおりである。町内居

住者と買い物目的を合わせた目的客の販売金額比

率が65.9%に達している。顧客アンケートの人数

比率では目的客の比率は47.8%であるので、 2割

近く上回っている。一方、観光・レジャー目的の

者は、人数では19.6%であるが、販売金額ではわ

ずか7.3%であるように、立ち寄り客は人数比率

と比べて、販売への貢献度は低い。

志摩半島南部にあり、観光地に隣接している T

直売所は、顧客のほぽ半数が観光などを目的に来

町した立ち寄り客であり、集客人数では立地条件

が活かされている。 しかし、来客者数比率でみれ

ば比率の低い高額購入者が、販売金額の大きな部

分を占めており、立ち寄り客では高額購入者はわ

ずかであるため、販売金額では立ち寄り客の比重

は低い。顧客人数では観光などのついでの立ち寄

り客の比率が高いT直売所でも、 金額でみれば、

親戚・知人
への訪問

4.1% 

観光・
レジャー
7.3% 

図3 来町目的別販売金額構成の推計(2010年12月）

出所： T直売所POSデータ、顧客アンケート調査。

主に近隣地域に居住する目的客が主要な顧客とな

っている。

V おわりに

農家が運営する観光地立地型の果実直売所であ

るT直売所における販売の特徴をみると、顧客の

性格では、比較的広い地域から集まる観光などの
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ついでに来店した立ち寄り客と主に近隣地域に居

住する目的客の 2つのタイプに分けられ、両者は

ほぽ同数である。しかし、販売金額の大きな部分

を占める高額購入者が、立ち寄り客ではわずかで

あるため、販売金額では、立ち寄り客の比重は低

く、目的客が主体となっている。観光地立地型直

売所であっても、経営上は目的客を重視すべきこ

とを示している。ただし、目的客の集客圏は比較

的広く、 20km圏内の近隣市町が主体で、一部に50

km圏の津• 松阪からも来店している。

観光地立地型と規定しうる地域の中でも、その

立地条件は多様であり、 T直売所の事例がどこま

で普遍性を持つものであるのかは、さらに事例分

析を積み重ねた中で検討すべきであろう。ただ

し、本稿で明らかにしたT直売所の顧客および販

売の特徴は、都市およびその周辺に立地する野菜

などを中心とした直売所とは明らかに異なってお

り、立地特性や品目特性をある程度反映したもの

であるとは言える。これまで直売所数は順調に増

加してきたが、一部の地域では減少に転じている

ことが示唆されている 10)。農産物直売所も、立地

条件に応じた適切な運営がこれまで以上に重要と

なってきている。本稿は、その手がかりの一端を

示したものと考える。

注

1)代表的な産地としては、山梨県甲州市勝沼地

区（鈴木ほか[5 J参照）、千葉県東葛飾地

区（木村[2 J参照）などがある。

2)櫻井[4] pp.113-114。

3)直売所の顧客の属性に関する研究には、網藤

[ 1 J、慶野[3 J、中村ほか[6 J、村上[7 J 
が挙げられる。この中で網藤[1 Jは本稿と

同じ観光地立地型の直売所を対象としている

が、販売金額まで踏み込んだ分析は行ってい

ない。また村上[7 Jは本稿と同様にPOSデ

ータと顧客アンケート調査に基づいた分析を

行っているが、顧客の居住地や直売所所在地

への来訪目的は分析していない。

4)地区内の果樹園面積は最盛期 (1970年代）に

は400haほどあったが、現在は150haを下回

っている（農協担当者聞き取りによる）。な

お、地区内の柑橘直売所は、 T直売所以外に

農協の直売所と農家個人経営の直売所の 2つ

である。

5)一部、電話などでの注文による宅配直売があ

るが、その比率はわずかである。

6) T直売所の経営者は、町内の零細な農水産

業・商工業者が連携して、地域特産物を開発

する組織を設立し、その代表を務めている。

7) アンケート調査は、購買者またはそのグルー

プの中の 1人から回答を得ているので、その

属性は顧客全体の特徴をそのまま反映するも

のではないが、性別では男性が55.0%、女性

が45.0%であり、男性の比率が高いのが特徴

である。年齢別では60歳以上が50.4%、50代

が30.0%であり、 50代以上でほぼ8割を占め

ており、年齢の高い層が主体である。

8) アンケート調査での来店頻度の選択肢は、①

月2回以上、②月 1回程度、③年数回程度、

④年 1回程度、⑤数年ぶり、⑥初めての 6つ

であり、年数回以上は、①、②、③の合計で

ある。

9)居住地、来町目的と購入金額の関係には、平

日と休日による違いはみられなかった。

10)櫻井[4 J pp.108-llO。
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