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前号では、小規模フィットネスの出
店で失敗しないためのポイント10の
うち６つを紹介しました。今号では７
番目より解説します。文中では延べ床
面積100坪以下のフィットネスクラブ
を小規模フィットネスと定義していま
す。なお、ジムタイプかスタジオタイ
プかといった業態については言及して
おりませんので、予めご承知置きくだ
さい。
⑦流入流出性向

聞き慣れない言葉かもしれませんが、
物件が立地する市区町村と隣接する市
区町村の間で流動する人口を数値化し
て分析することはとても重要です。前
号の⑤で触れた昼間人口比率だけでは
流動の度合いを計ることはできません
ので、予め別の作業と認識してくださ
い。まず地図を広げて出店候補地を決
めたとします。出店候補地周辺に流入
する人がどの地域から来ているのか、
出店候補地周辺に常住する人はどの地
域に流出しているのか、またその傾向
が日常性のあるものなのかは、よほど
の経験者でない限り一目でわかるもの
ではありません。ここではエリアマー
ケティングの経験が少ない方でも、出
店候補地における流入流出性向が分析
できる方法を紹介します。正直申し上
げますと、当時は私も苦手な作業でし
た。しかし競合店が多い地域では、流
入流出性向の分析なくして集客が成功
しないことに気づき、以後は本分析を
最重視するようになりました。以下は
作業手順です。
１．web サイト「e-Stat（政府統計の
総合窓口）」にある国勢調査の統計デー
タから「通勤・通学人口、従業地によ
る就業者の産業別構成など」を参照し
ます。

２．次に流入性向を数値化します。
P133 表１を参考に、出店候補地に該
当する地域のデータを参照し、当地に
常住する就業者と通学者が自区で従業、
通学している数、自市内地区で従業、
通学している数、他市区町村または他
県で従業、通学している数をまとめます。
３．続いて２と同様に、P133 表２を
参考に流出性向を数値化します。これ
も同一のデータから抽出することが可
能です。

作業が完了したら、流入流出性向を
分析するため表にまとめます。すると
出店候補地周辺に常住する人が、日常
的にどの地域に多く出て行き、どの地
域から多く入ってくるのかがわかると
思います。当然、関連する地域がどの
ような地域特性（住宅地、商業集積地
など）をもっているのかは調べておく
必要があります。さらに可視化するた
め流入流出の度合いに合わせて地図に
色を付けてみましょう。分析している
自分だけが納得するかたちでなく、関
係者が全員うなずけるようなロジック
まで結び付けることが肝心です。
⑧年齢３区分構成

対象人口を属性ごとにセグメントす
る方法は数多くありますが、作業の第
一段階は極力シンプルにされることを
お勧めします。まずは国勢調査のデー
タを基に商圏内人口を年少人口（０～
14歳）、生産人口（15 ～ 64歳）、高
齢人口（65歳以上）に分類し、ほか
の地域や全国平均と比較します。この
時点で多くの業態が入会の対象とする
生産人口が少ない場合、さらに実態を
調査するため第二段階の作業に移りま
す（P133図１）。第二段階は10歳ご
との年代別で抽出し、５年単位で過去
と将来の増減を分析します。ちなみに
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マーケティングに詳しい渡部広介氏が、小規模・専門業態出店の際に意識すべきポイントを紹介する連
載。前号に続き、出店の際に失敗しないためのポイントを詳しく解説する。分析にあたっては「慣れも
必要」と語る渡部氏。本稿を参考に、実際に行ってみるとより深く理解することができるだろう。
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に⑦で関連の深かった地域との比較を
します。ただし単純に卸売業や小売業
の販売額が多いから出店に優位な地域
であるとは限りません。産業分類との
関連を調べ、どの属性がそれぞれの消
費を担っているのか、その属性が自社
の集客対象と合致するのかの見極めが
ポイントとなります。

まとめ

前号から２回にわたって解説しまし
たが、「たいへんな作業だ」と思われ
た方も少なくないでしょう。しかし、
文中で申し上げたとおり、まずは「習
うより慣れろ」です。初めのうちはパ
ニックになるかもしれませんが、いつ
か情報が頭の中で交通整理されアウト
プットできるようになります。

だと割り切ってください。少し前に統
計学がブームになりましたが、私自身
多くの文献は手にしたものの専門的に
統計学を学んだわけではありません。

「習うより慣れろ」で始めてみましょ
う。まとめ方のポイントですが、表３
を参考に⑦で関連の深かった地域と比
較します。地域ごとの特徴がつかめれ
ば、詳細なデータを参考に仮説をたて
ることができます。性別を限定する業
態であれば、男女比率については注視
する必要がありますね。
⑩年間販売額

これもマーケットサイズのベースを
比較するために注目する統計データで
す。各都道府県のwebサイトや各種統
計データのwebサイトを参照してくだ
さい。まとめ方も⑨同様、表４を参考

私は年代を分ける際、10代、20代と
は分けていません。15 ～ 24歳、25
～ 34歳といったようにライフステー
ジを考慮して分類します（図１）。女
性は働き方によって異なりますが、結
婚・出産を機にライフステージが大き
く変化します。様々な背景を考慮して、
年代の分け方を決めるとよいでしょう。
さらに細かく５歳ごとに分類して分析
することも可能ですが、10歳ごとの
分析結果と比較しても差異が少なく、
作業効率を考慮すると現実的でないた
め、通常10歳きざみとしています。
⑨事業所数および男女別従業者数

ここでは前号の⑤で紹介したマー
ケットサイズ（商圏内の市場規模）の
ベースを調査します。マーケットポテ
ンシャルを決めるものは地域に常住す
る人だけではなく、その地域で従業す
る人が関係するためです。事業所数と
従業者数は、事業所に関する最も基本
的な属性のひとつです。産業分類や経
営組織の情報と組み合わせることで、
地域産業の実態や変化を知ることがで
きます。まずは各都道府県のwebサイ
トや各種統計データのwebサイトを参
照してください。調べたい地域の事業
所数と従業者数を抽出することは比較
的簡単な作業です。しかし統計データ
の見方には注意が必要です。

話は逸れますが、「統計」と「デー
タ」はそれぞれ違う意味をもちます。

「データ」は「統計」を計算するため
のもとになる数字の集まりで、「統計」
は「データ」から計算された数値です。
政府統計では何らかの調査から得られ
た「データ」を集計・加工した数値を「統
計データ」としているため、私もそれ
にならっています。最初は注目する統
計データを誤ることがあるかもしれま
せんが、慣れるまでは仕方のないこと
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◆図１ ◆表１　埼玉県狭山市統計データ
常駐地による
従業・通学市区町村	

当地に常駐する
就業者・通学者

自宅 6,714
自宅外 32,347

事業所数 従業者数 男性（男女比） 女性（男女比）

県内 24,453
（さいたま 1,133）
（川越 5,903）
（所沢 7,044）
（飯能 1,097）
（入間 4,196）
（日高 1,043）

（飯能 2,418）
（日高 2,183）
（鶴ヶ島 899）
（川越 6,484）
（ふじみ野 662）
（所沢 5,039）
（入間 6,354）

（飯能 2,136）
（日高 2,057）
（鶴ヶ島 816）
（川越 5,913）
（ふじみ野 594）
（所沢 4,221）
（入間 5,710）

（飯能 282）
（日高 126）
（鶴ヶ島 83）
（川越 571）
（ふじみ野 68）
（所沢 818）
（入間 644）

24,032
（千代田 1,850）
（新宿 3,316）

20,717
（千代田 1,640）
（新宿 2,882）

3,315
（千代田 210）
（新宿 434）

県内 21,307
（さいたま 944）
（川越 5,099）
（所沢 6,253）
（飯能 899）
（入間 3,685）
（日高 1,013）

県内 3,146
（さいたま 189）
（川越 804）
（所沢 791）
（飯能 198）
（入間 511）
（日高 30）

自宅 6,714
自宅外 30,053

自宅　　―
自宅外 2,294

自区で
従業・通学	

他市区町村で
従業・通学

他県で
従業・通学

総数

87,546 78,791 8,755

15 歳以上就業者 15 歳以上通学者

（単位：人）

◆表２　

狭山市に隣接する
市区町村からの　　
従業・通学

総数 15 歳以上就業者 15 歳以上通学者

地域
狭山市 5,164 68,584 42,044（61%） 26,475（39%）

（単位：人）◆表３
事業所数および男女別従業者数

川越市 11,657 146,221 80,276（55%） 65,916（45%）
所沢市 10,525 118,798 62,987（53%） 55,709（47%）

総数 卸売業 小売業地域
狭山市 192,840 90,568 102,272

（単位：金額　百万円）◆表 4　
年間販売額

川越市 614,353 325,815 288,538
所沢市 440,385 182,968 257,416


