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農産物直売所の来庖者の特徴を活かした効果的な宣伝方策

河田 員宏(岡山県農業総合センター農業試験場)

TheE旺'ectiveAdvertisement Strategy that Uses the CharacteristIcs 

of the Customer of the Farmer's Market 

Kazuhiro Kawata CAgricultural Experiment Station， Okayama Prefectural General Agriculture Center) 

Retail trade uses the method of回c1ingarea ar凶ysis

through the geographical information system to effec-

tively advertise its products. 1 apply this technique to 

various白rmers'markets in the geographical vicinity 

and grasp a char百cteristicand the trac1ing area of the 

next 蜘 'reservant. Furthermore， 1 c1紅均Tan effective 

advertising policy of白rmers'markets， the characteris-

tic of which 1 use in the next store servant. 

In the narrow farmers' markets within the trading 

1.はじめに

農産物直売所(以下，直売所)は，地域の農林

水産物を手軽に入手できる場所として消費者から

注目されている.一般的に，消費者が直売所に来

庖する理由は， I安全で新鮮なおいしい農産物が安

く購入できるため」といわれている.一方，直売

所はこれまで商品化されていなかった農林水産物

に販売機会を与える場として，また生産者の所得

向上を図る販売先のーっとして，さらに高齢者や

女性の生きがいづくりの場として，地域の活性化

の拠点にもなっている1)

全国では，直売所数は I万2千か所を越えるとい

われており，岡山県では，農林水産物の常設の直売

所は一時期の減少傾向から新設により増加に転じて

おり， 2007年には 182か所 2) が開設されている.

しかし，開設して年数が経過するにつれ，売上高の

停滞する直売所も増加するなかで，直売所では地場

農産物の品目，数量の確保や購入者の伸び悩みが課

題 3) となっており，早急な対策が求められている.

ところで，小売業では，顧客あるいは潜在的顧客

である消費者が居住して経営の成立している地域・

空闘を商圏と呼んでいる 特にスーパーマーケット
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area， it is believed白atthe distribution of the insert 

handbill， which inc1udes a characteristic of the farm-

ers' markets that is different企omthe supermarket， 

which has a limited area， is e妊ective.On the other 

hand， farmers' markets with a large trac1ing area 

were able to identify a potential consumer over a 

wide range. Advertisements that use mass media 

aree妊ectivein the wide farmers' markets within the 

trading area. 

(以下， SMと略す)では，地理情報システム(以下，

GISと略す)による商圏分析を用いた効率的な宣伝

活動を行っている 4) この宣伝活動は，野菜等の最

寄品目を主に取り扱っている SMと商品構成の類

似している直売所でも有効と考えられる.

本研究では，この手法を立地条件の異なる直売所

に適用して，来庖者の特徴と商圏を把握し，来庖者

の特徴を活かした直売所の効果的な宣伝方策を明ら

かにする.

なお，直売所の宣伝方法についての既存の研究で

は，土田ら [5Jはコミュニケーション・マーケティ

ング手法を適用した直売所販売，具体的には直売所

モニターの「口コミ」を活用した直売所の宣伝方法

を検討しているが，一般の小売業で行われている商

圏分析等を用いた研究はみられない.

2.方法

調査対象は，市街地に立地する密集地域型直売所

の iOJ，農村に立地する農村地域型直売所の IKJ

の立地条件の異なる 2か所である 6)

調査方法は，来庖者へのアンケート調査と小売業

で行われている商圏分析を直売所に適用する.
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(1)直売所の来庖者へのアンケー卜調査

来庖者の居住地，性別，年齢，世帯人数等の属性，

直売所の利用状況等をアンケート調査により把握す

る.なお，調査時期は， Kの来庖者調査が 2003年

9月の平日と休日に実施，同様に Oが 2005年 5-6

月の平日と休日に実施，その他の調査は 2007年の

実施である 来庖者調査の合計数は 447(有効回答

率 100%) である.

(2) GISによる直売所の商圏の把握

GISにより来庖者の居住地を地図上に表示し，直

売所からの自動車による移動時間で囲んだ来庖者の

90%分布の範囲で直売所の商圏を把握する 7)

(3) GISによる潜在的消費者の抽出

直売所の商圏内に分布し，アンケート調査で得ら

れた来庖者の属性の中で高い割合を示す属性と同じ

属性を持つ消費者(以下，潜在的消費者と称す)の

居住分布を GISにより検索し，地図上に表示する.

(4) .商圏と潜在的消費者の把握による効率的な宣伝

方法の検討

潜在的消費者を 1kmメッシュ単位に 1100世帯以

上及び 100人以上J8)で絞り込み，商圏の広さによっ

て，効率的な宣伝方法や宣伝媒体的等を検討する

なお，居住地は必須の属性であるが，個人情報のた

めに調査が困難な場合には郵便番号で代用した.

3.来庖者の特徴と商圏の確認

調査をした直売所の概要は，表 1のとおりである.

Oは，県南部の市街地に立地しており， JAが運営

主体で 2001年から営業している.販売品目の特徴

として，モモ，ブドウ，花きが主力品目として充実

している 他方 Kは，県中央部の農村に立地して

おり，有限会社が運営主体で 1996年から道の駅内

で営業している.県南北を結ぶ交通の要衝にあり，

この直売所を目的とする来百者だけでなく， トイレ

休憩等で立ち寄る来庖者も多い.販売品目では，ハ

クサイ，モモ，ブドウ，加工品の鯖寿司やキムチ等

に特徴がある.両直売所の規模は異なるが，年間の

売上高，来庖客数が横ばい傾向であることが共通し

た課題である. 直売所への来庖者の属性は，表 2

のとおり 0，K共に，性別では女性，世帯人数では

2人世帯が最も多く， 0では，女性の割合が Kiこ比

べて多い.また， 0では，年齢は 60歳代が，来自

者の同伴者をみると，一人で来屈する場合が最も多

表 1. 直売所の概要

項目 iOJ iKJ 

場 所 倉敷市玉島 吉備中央町上田西

開 設 年 2001年 1994年

運営主体 JA岡山西 (有)加茂川ふるさと交流プラザ

年間総売上高 9千5百万円 3億 3千9百万円

主な販売品目農産物，加工品等 農産物，加工品等

営業時間 8:30-14:00 8:30-17・00

定 休 日 日曜日，祝日 水曜日午後

広舗面積 88m2 282m2 

駐車場規模 普通 :20台 普通 :75台，大型:4

登録出荷者数 138人 220人

注 岡山県農林水産部農村振興課2006年調べ『直売施設・
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青空市実態調査結果について』及び直売所の聞き取り
より作成

表 2. 直売所の来居者の属性

(単位:%)

項目 iOJ iKJ 

性
男 14 42 

女 86 58 

30歳代以下 4 13 

年 40歳代 7 10 

齢 50歳代 27 38 

層 60歳代 34 28 

70歳代以上 28 13 

1人 9 4 
世 2人 31 37 
帯

3人 28 22 
人
数 4人 14 19 

5人以上 18 18 

配偶者 8 44 

同 配偶者以外の家族 13 23 

伴 知人友人 13 

者 1人 78 15 

その他 。 5 

注:来庖者のアンケート調査は， iOJ， iKJを対象に2003，

2005年に実施し，調査票の回収合計数は447であった.

以下，表3，図 1-3も同様である

い.Kでは，年齢は 50歳代が，来庖者の同伴者を

みると，配偶者と来庖する場合が最も多い.

直売所の定期的来庖割合とその来庖頻度は，表3

のとおり Oは，定期的来庖割合が 9割強で来庖頻

度は週に数回が最も多く， Kは定期的来宿割合が 6

割強で来宿頻度は月に l回が最も多い.
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表 3. 直売所の定期的来底割合及びその来庖頻度

(単位・%)

項目 定期的 来応頻度

直売所名¥¥来庖割合ほぼ毎日 週に数回 週に l回月に 1回

rOJ 96 44 39 16 

rKJ 64 10 28 61 

注:定期的割合は，アンケート調査において直売所へ「定

期的に来応している」と回答した来庖者の割合である.
来庖頻度は， i定期的に来屈している」と回答した来

庖者の頻度である.

図 1. 直売所の商圏

凡例

・直売所
く〉来居者
安市役所

注:1) GISソフト「時間距離計算機能を付加した MapInfo 

Professional v7.5Jと「標準道路地図V2003(中園

地方版)J時間距離データを用い，岡山県の白地図

上に商圏を作成している.

2)地図上のく〉型はアンケート調査で得られた各直売

所の来庖者の居住地を表示したものであり，囲み

線は来広者の 90%の分布を時間尺度(自動車の移
動時間)で囲んだ範囲を示している.

直売所の商圏は，図 1のとおり Oが 15分， Kが

100分である 特に Kは，県南の岡山市，倉敷市，

県北の津山市からの来庖者が多い.

来庖者の l回当たりの購入金額割合では，図 2の

とおり Oは r1，000-1，500円未満」が最も多く， K

は r500-1，000円未満」と r1，000-1，500円未満J

が比較的多いが， r500円未満」を除いては，特徴

的な価格帯はみられない

直売所への充実希望品目割合では，図 3のとおり

0， K共に「野菜j，r果実j，r花き・花木」が多い.

さらに， Kは「山菜j，r農産加工品(肉魚以外)J， r百・
鉢物j，r米」等，多くあがっている.

今回，来庖者の共通した特徴は， r2-3人世帯で

( 83) 

rOJ 

rKJ 

0略 20% 40弛 60略 80弛 100唱

ロ500円未満 図500-1，000円未満図 1，000.......1，500円未満園 1，500.......2，000円未満

図2，000-2，500円未満岡2，500......3，000円未満日 3，000円以上

図 2，来庖者の購入金額割合

注・購入金額は l回当たりの購入金額を示している.

野菜

果実

桔き・花木

山菜

農産加工品(肉魚以外)

苗・鉢物

米

魚印日工品を含む)

肉ωDI品を含む)

林産物

愛・雑穀

手工芸品

その他

口rOJ
函 rKJ

n rn _ _ _ _ K‘ 

図 3. 直売所への充実希望品目割合

注・回答は複数回答である.

50歳以上の女性」が千円強の買物をしており，直

売所に対して野菜，果物，花き等の充実を求めてい

る.一方，商圏の狭い市街地に立地する Oの来庖

者は， r週に数回，一人」での来庖が多く，高額な

購買実態が少ないことから日常の SMと同様な位置

づけで直売所を利用していると考えられる.商圏の

広い農村に立地する Kの来広者は， r月に 1回，夫

婦や家族」での来庖が多く，特徴的な購入金額がみ

られないことや充実希望品目も多様なことから直売

所の利用目的は， 日常利用する農産物の購入だけで

なく，その地域の特産品の購入やドライブの休憩所

として利用していることが考えられる.

4.効果的な宣伝方策の検討

一般的に広告宣伝費が限られている直売所 10)で

は，情報発信は庖内の POPやホームページ等で不

特定の消費者に対して実施している場合が多い.そ

こで，前項で明らかにした直売所における商圏を含
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む来庖者の特徴を直売所の広告宣伝活動に積極的に

活用する方策を検討する.

つまり，来!古者の最も多い属性でメッシュ単位に

地域を絞り込み，折り込みチラシやラジオ CM等

の効率的な宣伝方法の検討に加え，来!古者に適した

キャッチコピーやメッセージ等を来j古者の特徴から

抽出する.そして，折り込みチラシの紙面やラジオ

CMの放送原稿を作成することにより，直売所の潜

在的消費者を直売所へ誘引することである.なお，

宣伝費用において，新聞等の折り込みチラシは，製

作・印刷の最小単位が3万枚で，新聞折り込み l回

当たりの総費用は約 19万円である.一方，マスメ

ディアのラジオ CMは， 20秒間の放送を 1回のみ

でも対応可能であるが， CM効果を考えると週

間 16本放送を 1セットとして利用されることが多

く，総費用は約 25万円である 11)

具体的に，商圏の狭い Oにおいて，来庖者の最

も多い属性ぐ女性， 60歳代， 2人世帯)で GISに

より地域を絞り込むと，これらに共通する潜在的消

費者は，図 4のとおり直売所の周辺，西部，東から

東北部に多く分布しており， 32メッシュで世帯数

の合計は， 29，154世帯である.また， 0はSMと同

様に日常的に利用されているが，来広者に適した宣

伝媒体の作成において， SMとは異なる，“安全で

新鮮な農産物が安く購入できる"等の直売所の特徴

を潜在的消費者に積極的に宣伝することが重要であ

ると考えられる.

一方，商圏の広い Kにおいて，来庖者の最も多

い属性(女性， 50歳代， 2人世帯)で絞り込むと，

これらに共通する潜在的消費者は岡山市，倉敷市，

津山市 (354メッシュ)で確認でき，絞り込みは可

能である(図 5).しかし絞り込んだメッシュ数

が多く， これらのメッシュの世帯数の合計は，

440，363世帯である また，来庖者の特徴による宣

伝媒体の作成においては，“安全で新鮮な農産物が

安く購入できる"等の直売所の特徴に加えて，来庖

をうながす魅力づくり，つまりそこでしか購入でき

ない特産品 ωや農業体験，祭り等のその地域にお

ける伝統行事を“非日常体験"として潜在的消費者

に広く宣伝することが重要であると推察される.

以上のことから，商圏の狭い直売所において，地

域を限定した SMとは異なる直売所の特徴を盛り込

んだ折り込みチラシの配布等が効果的であると考え

凡例・直売所

麟 100世帯且つ100人以上

図4. iOJ商圏の潜在的消費者(女性， 60歳代， 2 

人世帯)の多い分布

注:1) GISソフト「時間距離計算機能を付加した Maplnfo

Professionalv7.5 Jと12005年国勢調査地域メッシュ
統計基本指標」の世帯数，人口データを用いて作

成している.図5も同様.

2)地図上の網掛け部分は商圏に 1kmメッシュ上の潜

在的消費者の 100世帯以上且つ 100人以上の分布

を示している.
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. 直売所

機 100世帯且つ100人以上

* 市役所

図 5. iKJ商圏の潜在的消費者(女性， 50歳代， 2 

世帯)の多い分布.

られる ω. 一方，商圏の広い直売所においても，

絞り込みは可能であるが，絞り込んだメッシュ数が

増えて，広範囲に宣伝することが必要となるため，

商圏の狭い直売所と異なるマスメディア等を利用し

た宣伝方策が効果的で、あり，さらに直売所への来庖

をうながす魅力づくりとそのメッセージを配信する

ことが重要であると思われる.

(84 ) 
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5.おわりに

本稿では，商圏の異なる直売所において，来庖者

の特徴を活かした効果的な宣伝方策を明らかにし

た.特に商圏の狭い直売所では，地域を限定した折

り込みチラシの配布が効果的であると考えられた.

しかし実際に運用する場合には，配布計画だけで

なく，配布効果の分析も重要になると思われる. こ

れらは，今後の課題としたい

注 1)文献 [7J，[9]， [lOJ， [l1Jを参照

2)文献[IJを参照

3)文献 [6Jを参照.

4)文献 [8Jを参照.

5)消費者が商品を購入する際，最寄りの応舗など身

近なところで購入する傾向の強い商品で食料品，

日用雑貨等である.

6)文献 [2Jを参照.

7)小売業の商圏分析を行っている紛JPS青木氏による

と，通常，来居者90%の分布を商圏としているので，

これを参考として，本報告でも直売所を基点として

90%の分布の範囲を「直売所の商圏」とした.

8) ここでは，抽出基準を1100世帯以上及び100人以上」

で行っているが，予算や商圏の広さ等の条件によっ

て， この基準についても検討する必要がある.

9)一般にチラシ等の広告宣伝の最大の目的は顧客の

動員であり， SM等の小売業では，さらなる顧客

の分析を通じて効果的なチラシの配布を検討して

おり，詳しくは文献 [3Jを参照.

10)生鮮食品を扱っている SM等は年間売上高の約 1%

を広告宣伝費に投資するといわれており，詳しく

は文献 [4Jを参照.

11)宣伝方法の費用において，折り込みチラジの費用

は株式会社朝日オリコミ岡山， ラジオ CMの費用

は山陽放送株式会社への聞き取り調査にもとづい

ている 折り込みチラシの費用の内訳は， B4上質

紙折り込みチラシ3万枚が 110千円，新聞への折

り込み料が 82千円である. ラジオ CMの費用の内

訳は，製作費を含む，放送時刻指定なしの 20秒

CMを1週間に 16本放送で250千円である.

12)文献 [7Jを参照.

13)実際に GIS上で絞り込んだメッシュと新聞販売庖

の担当地域を重ね合わせる作業が必要である
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