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第１章 序章 

 

2012年現在、Twitter やブログなどのソーシャルメディアの台頭によって、国や地域の

制約を越えたコミュニティが可能になったことで地域密着型ビジネスは崩壊の危機にある

と言われている。 しかし、このような状況でも地域密着型ビジネスによって成功を収めて

いる企業や団体は存在しているのである。  

 「B級グルメ」、「ご当地アイドル」といった近年良く聞かれるブームメントのひとつも、

地域密着という概念からのスタートであり、現在は全国的な知名度を誇り業績を挙げてい

る有名企業も起業当初はひとつの“ いち地域 ”からのスタートである企業があるのも事

実である。このようにインターネットなどの普及によって地域、国の制約のないビジネス

が目立つが、「地域密着」、「エリア・マーケティング」は今後もビジネスにおいて決して欠

かすことのできないひとつの要素である。 

 そこで実際に地域に密着したビジネスを展開し、高い支持を受けている企業や団体のケ

ーススタディなどを通じて地域密着型ビジネスの現状と、今後の可能性を探ってみようと

思う。  

 

 

第２章 エリア・マーケティングとは 

 

２－１ 定義 

 

「エリア・マーケティング」は日本生まれの発想である。 

マーケティング発祥の地、アメリカではマーケティング用語としてこの言葉は使われて

いない。日本では地域ごとの「衣食住」どれをとっても地域性が色濃く生成されており、

例を挙げるとすれば、うどんのだし汁においても関東風や関西風、内陸地と沿岸地での気

象状況の違いからくる生活環境の差、方言など様々なものがあり、江戸時代などの鎖国制

度（国内地域でも異国のように捉え、対立してきた歴史）により、人々の間には古くから

強く地域性が根強いている。エリア・マーケティングとはそれゆえに生まれた日本ならで

はの発想と言える。 

 

エリア・マーケティングとは地域を軸としてのマーケティングセグメンテーション（市

場細分化）により，歴史と風土が育んだ地域特有の価値観や社会構造から生ずる市場（顧

客）ニーズに応えるという地域特性対応のマーケティング活動のことを言う。 

 

「個別市場情報に基づき、狙うべき地域と狙うべき市場を明確化し、それぞれの地域特

性・市場特性をとらえ、そこに明確な商品戦略や営業戦略、その他の戦略、方策を組み合
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わせて、個別集中的かつ競争的に効果的なマーケティング活動を行い、この市場を追求す

るマーケティング・プロセスであり、顧客満足に向けた、全社的体制を築く仕組み」 

（米田清紀 『エリア・マーケティングの実際 第 3版』 日本経済新聞出版社 2008年 引用） 

 

簡潔に言えば、エリア・マーケティングは，地域の持つ独自性，異質性を見極め，「郷に

は入れば郷に従え」で地域別に「売れるしくみ」を創り上げ，営業活動の個別化の実現を

図るということである。それにより，顧客との取引関係を深め，顧客ロイヤリティを高め，

固定客化することで，売上高や市場シェアの向上を図るということである。  

 たとえば、ファーストフード業界でも学生街ではドリンクバー、喫茶需要の多い店では

陶器のカップを使用したり、食品スーパーでも鮮魚や青果は現地物を取り扱い、周辺の顧

客層によっては品揃えを変えたりする。 

 こうした消費者の傾向のほかにも気候・風土、県民性、産業特性、年齢別人口構成比と

いった地域別の違いに対応した戦略をたててマーケティングを展開するのがエリア・マー

ケティングである。 

 

 

２－２ 進展 

 

エリア・マーケティングを進めるにあたって通常のマーケティングと一番の相違点は地

域を主体としたマーケティング活動を行うことである。そのためにはその地域のことをど

こまで細かく知ることができ、いかに正確な分析ができるかである。 

市場を全国一律の大きな括りで見るのではなく，都道府県，市町村といった行政区分，

あるいは複数の行政区域にまたがる広域都市圏，経済圏といった単位でエリアを括る。そ

して，各エリアの地域特性とそこから生ずる地域格差を見据えて，マーケティング戦略を

組み立てるという，市場細分化の手法であり地域単位での市場戦略が必要である。 

 

そこでこの章ではエリア・マーケティングにおいて極めて重視すべき観点である地域・

市場の分析に焦点をおいて説明する。 

 

 

（１）テリトリー・商圏の設定 

 

  エリア・マーケティングを始めるには、まずテリトリーや商圏を設定する作業からは

じめる。地図を準備し、顧客をプロットしていく。顧客マップには数表には見えないもの、

例えるとすれば、どの地域に顧客が多いか、競合店との位置関係、店舗を構えるならば周

辺の交通事情とアクセスのしやすさなどをチェックし、それを見ながら、全体の地盤強化
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ができているかどうかと、その分布のバラツキをチェックしてテリトリーを設定する。 

 商圏は立地や競合状況によってそれぞれである。商圏とは「顧客の地理的分布」のこと

であるが、商圏の形や規模が分からなければどこで宣伝したらよいのか、ポスティングを

実地する場合の配布地域も決まらない。 

 待ち商売型の小売・サービス業では、来店した顧客に住所を聞く来店客調査などを実地

する場合が多いが、都心部などのビジネス業務地区の場合、店舗の近くの会社などに勤め

ていて、昼休みや帰宅の間に来店している場合が多く、実際は離れた場所に住んでいる場

合が多い。その場合は会社の所在位置を聞くとよい。 

 

 

（２） 市場環境の分析 

 

テリトリー・商圏と設定する地域が決定したのならば、その地域の特性をより細かく分

析する必要がある。その地域がどこにあるのか、暑いのか寒いのか、都会か田舎か、そこ

の地域の主な産業は何なのか、歴史は古いか、近隣にはどのような地域があるのか、のよ

うに地理的、気候・風土的、社会的、時間的条件など、いろいろな地域的な環境条件を分

析する必要がある。それではじめてその地域に会った戦略を立案・展開していくことがで

きるのである。 

 その中でも特に重要な項目を５つ紹介する。 

 

① 人口・世帯数とその傾向 

地域の人口数、若年層が多いのか、高齢者が多いのか。またさらに子連れが多いのか、

核家族が多いのか、団地が多いのか、人の移り変わりが激しい地域なのかなどを分析する

ことが必要である。偏った傾向が出ている場合などでは顧客に合わせたマーケティング戦

略もその傾向に合わせた変化と対応が必要になってくるからである。 

 

② 産業特性 

地域の産業としてなにが盛んであるのかなどを分析する必要がある。海が近ければ漁業、

山が近ければ農業が盛んである、工業地帯である、特産物があるといった産業特性も把握

しておくことが重要である。 

 

③ 市場体質 

例えば、清酒や焼酎といった酒類によっても地域によってはその消費量に差が出ている

場合がある。清酒は北陸地方では消費量が全国１位だが、焼酎に関しては九州地方が全国

１位である。こうした地域ごとの市場体質を把握しておくことも重要である。 
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（“うちもの地域”と“よそもの地域”） 

地域はその体質から「うちもの」地域と「よそもの」地域に分けることが出来る。 

「うちもの」地域とは他の地域から人や企業があまり進出せず、住民も商店も工場も地

元の人や地元企業が圧倒的に多い地域のことである。人間関係を重視する土地柄のため、

よそものに対して排他的であり、地元企業としては有利な地域である。シェアの集中度は

高く、安定度も高い。 

「よそもの」地域とは他地域企業などが数多く入り込んできた地域のことを言う。よそ

もの地域は排他的に少ないことから、よそもの企業は不利ではなく、逆に有利になる。シ

ェアは分散型になりやすく。変動しやすいのが特徴である。 

 

④ 今後の発展性 

 該当地域の現状だけではなく、将来的な発展性も見ていかないといけない。数年後には

地下鉄が通るかもしれない、高速道路ができるかもしれない、レジャー施設の建設予定が

あるといった今後の発展性をみていくことも必要である。場合によっては工場の移転、高

校の廃校といったような将来的に衰退していく可能性も見定めていく必要がある。これら

は人口特性や産業特性に多大なる影響を及ぼし、地域特性が大幅に変化する可能性を秘め

ている。 

 

⑤ 地域特性のまとめ 

 以上の点より、テリトリー内の地域特性、他の地域との違いや特徴などをまとめると、

その地域の情報が明確に見えてくる。 

例とすれば、その地域に高等学校が複数あれば 10代の若者が多いとされる。さらにその

高等学校が男子校、もしくは女子高であれば地域の若年層の男女比に影響がでてくる。さ

らにその高等学校がスポーツに盛んな学校か、進学校かでも市場にあたえる影響は変わっ

てくるであろう。 

また、駅前に飲食店が多い、大型スーパーがある、といった地域の企業、店舗の出店状

況を把握しておくことも大切である。また、近隣地域の状況も影響してくるということも

忘れてはいけない。近隣地域に歓楽街、レジャー施設、大学・・・といったようなものが

当地域に少なからず影響を与える可能性があるということも忘れてはならない。 

 地域特性は非常に細かく、まとめあげること自体に大変な作業である。 

 

 また、「よそもの企業」の場合には以下の情報も整理し、理解しておくことが必要である。 

 

（ 歴史 ） 

歴史の中にはエリア・マーケティングを考えていくうえで重要なヒントが隠されている

ということも忘れてはならない。 



幡鎌ゼミナール 卒業論文 

文教大学情報学部経営情報学科 

A8P21126 富岡 大樹 

 

7 

 

地域間のつながりや対抗意識などは今までの日本の歴史によって形成されてきた。地域

を支えてきた産業や特産物などは地域の歴史であり、誇りでもある。新しい事業を始める

にあたって、その地域の歴史、伝統（産業や特産物）に影響を与える場合、地元住民や地

元企業に賛同を得られない場合もある。また、地域の伝統として他の地域では行われてい

ない習慣や風習や考え方がある場合があり、それによって県民性（次の項目で説明）が現

れてくる。 

 

（ 県民性 ） 

 日本では「県民性」が特に強く表れる国である。 

同じ県でも静岡県の東部と西部、青森の東部と西部、長野の北部と南部のように性格が

大きく異なる地域も多い。一般的に港町は開放的で新しい物好き、内陸部は保守的。雪国

は粘り強く、南国は淡白であきらめがよいなどと言われている。特に大阪などの商人気質

の強い地域などでは、その土地の者ではないと結構苦労することが多いと言われている。 

 その他にも名古屋は排他的で金に細かい、熊本は排他的だが金より感情が優先する、大

阪は開放的だが金に細かい、東京は開放的で金にも大雑把と言われているように、地域に

よってこれだけの違いが生まれている。 

 

 

（３）地域細分化・市場細分化 

 

 地域細分化と市場細分化は確実にマーケティングの効果を大きくする。どれだけ個別市

場に精通し、個々の市場の特性（地域特性・市場特性）をとらえることが出来るか、そう

した体制、行動をとれるかが大事になってくる。 

 地域特性は地域ごとの違いなので地域差が、市場特性は市場ごとの違いなので市場差が

それぞれの着目点になる。エリア・マーケティングではこの地域差・市場差をきわめて重

視していく。個のマーケティングでは個別市場への対応が基本だが、それぞれの市場で効

果を上げていくには、その違いや特性に合わせたマーケティングを展開する必要がある。 

 

 

 地域差と市場差は 8つの特性にまとめることが出来る。その内容を簡単に述べると以下

のようになる。 

 

① 市場特性 

 地域は人間が住み、社会活動や経済活動を生み出す場であり、企業にとっては利益

の源泉であり、それを生み出しているのが地域の産業と人、政治、社会・経済の動き

である。これらを広くとらえたのが市場特性である。中でも市場規模と成長性はもっ
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とも重要な指標になる。 

（市場規模と成長性、人口や世帯構成、産業や就業の構成） 

② 需要特性 

 地域の生活の在り方とそれが及ぼす消費面での特徴である。同じカテゴリーの商品

でも、地域によって好まれる形状、内容が異なってくる。 

（消費者行動、購買力、購買意欲、購買機会） 

③ チャネル特性 

 地域によって卸売業や小売業の構成に違いがあり、商業集積の状況も異なる。企業

の取引関係も地域により様々であり、地域商業の再開発や大型のショッピングセンタ

ー、物流センターなどの動きは既存の商圏構図を変え、地域の商業に地殻変動を起こ

す。このような地域的違いや業種・業態を把握することが必要である。 

（卸売市場・小売市場の構成、流通ルート特性、都市・産業集積、店舗特性・状況） 

④ 競争特性 

 地域ごとに市場占有率は異なり、市場競争は地域別に見ることで戦略的視点を開く

事が出来る。自社の利点や弱点は全社的にみたのと地域別に見たときとでは必ずしも

同じではなく、地域によって当面する競争者も同一とはいうことは出来ない。 

（競争者の規模・特性・状況、シェア、） 

⑤ 自然・風土特性 

 各地域は地理的条件でそれぞれ異なった自然影響を受ける。温かい地域、寒い地域、

沿岸、内陸、都会、田舎・・・その土地のいわば基盤をなすものである。 

（緯度・経度・平地・盆地・立地・温度・湿度など・・・） 

⑥ 歴史・文化特性 

 自然・風土と深い関係を持ち、土地の慣習・風俗・価値観など多様な地域文化はマ

ーケティングに多大な影響を及ぼす。 

（生活感覚、態度、方言、物産） 

⑦ 情報特性 

 情報化社会の今では、都会と地域ではニュースの内容も違い、クチコミの波及効果

も異なるところがある。地域による情報伝達手段を把握しておくことが必要である。 

（情報ネットワークの構成） 

⑧ 経営資源特性 

 自社も競争者も地域ごとに経営資源が異なり、その地域や市場における経営資源

（ヒト、カネ、モノ、知恵など）は均一ではない。また、企業に対する人々のイメー

ジもその土地における経営資源のひとつであり、違いを把握した市場への対応が必要

となってくる。 

（地域経営システム、責任者の指導力、人的パワー） 
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メーカーや卸売業は、河川、山、国道、鉄道などで細分化する。但し、小売・サービス

業の場合は、データの分析の手間を考えると、町丁目字で細分化すればよく、この細分化

した地域をエリアと呼ぶ。 

（エリア・マーケティングの実際 < 第３版 > 日本経済新聞出版社 ）引用文献 

 

 

（４）データの整理 

 

 エリア・マーケティングに必要な情報やデータは（１）、（２）、（３）で述べたように市

場分析により導き出す 5つの情報や、地域差と市場差がとらえる各種の情報やデータとな

る。これらの情報やデータの主要なものとしてどのような情報が入手することができるか

というと、次の図表のような項目になる。 



幡鎌ゼミナール 卒業論文 

文教大学情報学部経営情報学科 

A8P21126 富岡 大樹 

 

10 

 

 

（米田清紀 『エリア・マーケティングの実際 第 3版』 日本経済新聞出版社 2008年 引用） 
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 「風土・経済・社会情報」は地域に住む人、地域市場を構成する人々に直接的、間接的

に影響を与える諸要素である。この中には“人口・世帯の構造”や“経済力”のように潜

在的市場規模を教えてくれる直接的な情報もが入っている。 

 「需要・消費情報」は、購買の基礎となる生活文化の要素が対象となり、購買の直接的

な動機ともなる生活を知ることは重要である。特に家計の構造は購買に与える影響力は絶

大である。 

 「商業・チャネル情報」は、地域のマーケティング・チャネルの事情を明らかにしてく

れるものであり、企業と顧客を結ぶ接点情報でもあるので詳しく知る必要のある情報であ

る。 

 「競争情報」はマーケティングを行うことにおいて重要な情報であり、敵を知らないこ

とには何の対策も、戦略を練ることも困難になってしまうので注意する必要がある。 

 「自社情報」は自社の実績がどの地域、チャネル、ユーザーによってつくられているの

か、つねにエリア全体と対照させて評価していく情報である。地域市場に関する情報体系

の全体を見ても、自社に関する情報やデータほど制度的に信頼できるものは少なく、それ

だけに有効に活用しなければいけない情報である。 

 

 エリア・マーケティングに関わる情報は地域の市場環境とそれに関わる人間のすべての

事象が対象となるので、そのデータはとてつもなく広域なものである。そこで、実際の活

動においては、できるだけ広く情報やデータを検討するが、表にあたってはできるだけ狭

く絞り込むという考え方が必要である。 

 

①  地域を知る情報やデータには、何があるのか、その全てを網羅的に把握しておく 

②  自分の業界に関係すると思われる情報を選択する 

③  自社の独自の見地から、業界とは別に自社の戦略データは何かを考え選択する 

④  入手可能かどうかの判断と、入手方法を検討する 

⑤  それらの情報から必要不可欠な情報を選択、絞り込みをする 

 

 上記のような手順で、会社・企業に合った地域情報やデータを絞り込むと言った手法が

大切である。 

 

 

（５）エリア・マーケティングへの取り組み 

  

 エリア・マーケティングは地域特性・市場特性をとらえることからが出発点になり、こ

れらをまとめた後に各エリアでの解決課題の設定や戦略の方向を図ることへと繋がってい

く。 
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 （１）、（２）、（３）、（４）では地域の特性、市場の特性を収集するために重視するポイ

ントを紹介したが、それをふまえて企業・会社としてはどのような流れでエリア・マーケ

ティングを展開していく手順を組み立てるのかを段階を踏みながら紹介する。 

 

① エリア特性をとらえる仕組み 

 まずは、対象市場の地域特性と市場特性をつかみ、そこで何が必要かを問題として整理

する。 

地域と市場を知るためには直接的にはその地域の顧客の状況、チャネルの状況、競争の状

況などについて情報化することであり、間接的にはその地域環境を情報化することである。 

ここではおもに以下の活動を行う。 

「戦略地域単位の設定」（企業活動を行うエリアを決める） 

「情報収集とデータベースの整備」（地域別・市場別情報の収集と整理） 

「エリアの分析と評価」（定められたエリア内の情報を分析し、目的に合った情報を得る） 

「攻略市場の選択と優先順位化」（エリア内におけるターゲットの決定） 

 

② エリア戦略を立案する仕組み 

 把握されたエリア特性を基に、エリア戦略計画を作成する。担当エリアの目標達成に向

けて何が重要かを戦略的に考え、実行する内容・手順を決める。 

ここでは主に以下の活動を行う。 

「問題点の抽出と解決課題の設定」 

（分析結果からエリアの問題点を探り、その解決課題を設定する。） 

「市場目標の細分化」 

（支店別目標や営業担当者別目標など企業目標を顧客別目標や取引先目標など市場目標

に転換し、より細かくエリア内に目標を振り分ける） 

「戦略立案」 

（エリア担当者別にそれぞれがエリアにあった戦略計画を作成する。） 

「行動計画、費用見積の策定」 

（アクション・プランおよび費用の策定） 

 

③ エリア戦略を実行する仕組み 

 計画されたエリア戦略を確実に実行していくための要件を準備し、実行そのものを図っ

ていく。全ての準備はエリア戦略を実行するためのプロセスであり、実行することが目的

なのである。 

 ここでは主に以下の活動を行う。 

「実行への準備」（戦略計画を実行するために必要な準備） 

「実行」（計画通りに実行すること。） 
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「実行結果のチェック」（成果と反省、その原因の究明） 

「エリア・マネジメント」（遂行活動を様々な面から管理） 

 

④ エリア・マーケティングを動かす仕組み 

 全社の視点でエリア・マーケティングをすみやかに社内システムとして、導入・定着さ

せていくための体制整備を行う。 

 その企業のエリア・マーケティングの全体像（考え方、手順、方法）から経営層の理解

とリーダーシップ、組織と体制作り、情報システムの構築、実践的教育、全社的な活動の

監査まで大変幅の広い仕事となる。 

 

 

 

図２－１ 「エリア・マーケティングを動かす仕組み」 

 

 エリア・マーケティングでは上の図表２－１のように業務を進めていくことが理想図で

ある。一般的なビジネス活動に置いては市場研究と問題発見・課題設定を除き、戦略立案、

市場実行、組織的行動管理でサイクルを組むのが基本的な形になるが、エリア・マーケテ

ィングにおいては市場研究と問題発見・課題設定が付け加えられ、この２つの作業が非常

に大事な要素となっている。 

エリア・マーケティングは全社で取り組むべき活動であることから、本社、支社、支店、

営業所または営業担当者であれ、その対象市場を明確に対応する必要がある。対応するに

あたって対象市場の情報やデータが大事になっており、ゆえに市場研究が大事な要素とな
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る。 

また、エリア・マーケティングは個別エリア（個別地域と個別市場）へのアプローチで

あるため、個々のエリアの問題を明確にする必要があり、それが個別戦略立案の前提条件

であるため、問題発見・課題設定が重要な要素となっている。  

 

 

第３章  事例 

 

 エリア・マーケティングは様々な職種、業種、企業、団体において用いられるマーケテ

ィングである。日本は前述したとおり、非常に地域特性・市場特性が色濃く出るお国柄で

あることから、その土地、状況、エリア・マーケティングを展開する業種によって様々な

ケースが見られる。 

そこで実際に地域に密着したビジネスを展開し、高い支持を受けている企業や団体のケ

ースを調査し、分析を試みる。 

 

 

３－１ 商店街 ・・・ 「麻布十番商店街」 

  

東京都港区の麻布十番１～４丁目の商店約 320店舗で形成される麻布十番商店街。同商

店街の歴史は古く、中には江戸時代に創業したという店舗も存在する。立地的には鉄道の

駅から離れた“陸の孤島”であり、各店舗の商売の規模は小さくとくに意識することなく

近隣住民との地域密着を自然と営んできた。 

 ところが 2000年の麻布十番駅の開業と 2003年の六本木ヒルズの開業により状況は一変

する。麻布十番駅の開通によってアクセスが飛躍的に向上し、国内外からの観光客が激増

し商店街への来訪者も 2倍に。同商店街は往来通りの手法で商売を継続するか、観光客を

意識したスタイルへと脱却を図るかという選択に迫られた。 

 

 そこで同商店街を取りまとめる振興組合で討議の結果 

「“地元住民が住み続けられる街を支える商店街”を維持する事を通じて、外部からの来訪

者に対する“もてなし”の品質も高める」 

というスタンスをとることにした。 

 また、六本木ヒルズの開業で、近代的な店舗が集まる巨大ショッピングモールにいかに

して対応していくかが問題となったが、近代的、デジタル的な六本木ヒルズと同方向で勝

負するのではなく、昔ながらの古き良き商店街の良さ、アナログ的な魅力を強調し“共存

共栄”の関係を主張した。この方向性は六本木ヒルズ側にも理解されており、各種イベン

トを商店街と六本木ヒルズで共同開催するなどといった協力体制を敷くことに成功した。 
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 麻布十番商店街は他にも、毎年日本の伝統行事を中心とする各種イベントを随時開催す

ることでマンネリ化を防止、振興組合の広報部による月一の発行紙「十番だより」の発行、

スタンプラリーといった催し物を用意している。 

 同商店街の今後の課題としては新店舗や商店主の代替えが進む中で、新しい動きは排除

せず、なおかつどのように昔ながらの商店街の良さを維持できるかということで、対策と

して新店舗や新店主に向けて「麻布十番商店街の十番ルール」といったルールをさずけ協

力を求めている。 

 

 

図３－１ 「麻布十番商店街の仕組み」 

 

 この事例では、既存の地域において地元住民（商店街）が最寄り駅の開通と大型のショ

ッピングモールという新規参入により発生した商圏構図の著しい変化に上手く対応した例

である。昔ながらの地元商店街の歴史や風土を守りつつ、商店街がひとつの大型商店とし

て協力し工夫し、巨大な新規参入店舗との共存共栄を成し遂げたケースである。 

 “うちもの企業（商店街）”が変わりゆく市場特性、需要特性、チャネル特性、競争特性

を把握し、巨大な“よそもの企業”とあえて競争するのではなく、商店街そのものが持つ

歴史や風土を尊重したカラーで売り出すことで差別化を図り、直接的な競争を避け、互い

に地域の繁栄という共通の目標を掲げられたことによって共存共栄を実現した。 

 

 

３－２ 百貨店 ・・・ 「（株）ダイシン百貨店」 

 

 東京都大田区の大森山王地域を本拠とする（株）ダイシン百貨店。同社では「住んで良

かった街づくり」という経営理念に基づいた地域密着型ビジネスにより 
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“ 半径５００ｍ圏内シェア１００％ ” を目指している。 

 同社では創業時から高度経済成長期にかけて他店舗展開を推進。バブル期にはグループ

全体で年間売上高２５０億円を達成するまでになった。しかしバブル経済崩壊後、景気停

滞の影響で業績が低迷。本店以外の店舗を相次ぎ閉店し、本店に経営資源を集中すること

によって収益率を急速に向上、V字回復を果たす。その過程で得た教訓が固定客である“ ダ

イシンファン ”の支持を得るための店づくりの大切さ。「ごく近隣のお客さまに満足を提

供する」という視点でのマーケティングの重要性に気付いたのである。 

 

○  店頭に立つ販売スタッフが顧客との直接のコミュニケーションに基づいた仕入れを

実地。顧客が欲する商品は、たとえ１個でも仕入れて店頭に陳列する。 

○  顧客の高齢化による「買い物難民」を解消するために店舗への送迎を行う「ダイシン

バス」を運行。同社のポイントカード「アップルポイントカード（入会金・年会費無料）」

会員であれば無料で乗車できる。 

○  半径１．５ｋｍ圏に移住する７０歳以上の高齢者、妊婦、体の不自由な顧客を対象に

店舗での購入商品を無料で配送する「しあわせ配達便」 

○ ６５歳以上の顧客を対象に５００円で日替わり弁当を配達する「ダイシン出前弁当」 

  

また同社は「住んで良かった街づくり」として地域コミュニティを重視した施策を展開

している。前述のアップルポイントカードでは地元自治会からの要請に基づき、２０１０

年からポイントシステムを地元商店街に開放。会員が貯めたポイントで引き換えが出来る

「お買い物券」を任意参加の地元商店でも使えるようにした。また、地域と共同で行うイ

ベント開催にも積極的に協力している。往来「ダイシン夏祭り」として単独で開催してい

たイベントを、より地域に密着した夏祭りを目指して「山王夏祭り」に改称。その他にも

「ダンスパーティー」や「こども祭り」など様々な地域コミュニケーションの場を提供し

ている。 

 同社では将来的に、これまで以上に地域コミュニティの中で果たす機能を拡大すること

を志向しており、現在でもさまざまな検討を重ねている。 

そのなかのひとつが「アップルポイントカード」であり、年会費は無料だが、これに有料

会員制を導入。その会費収入を原資として軽・小型自動車を用いての個別送迎を行う「送

迎タクシー」サービス、ポイントカードに蓄積される会員情報をベースとする地域医療機

関との連携による健康管理サービス、さらには家事のサポート・サービスなどを提供して

いく意向である。 

 

 このケースでは店舗周辺の人口特性を高齢者が多いという特徴をとらえ、百貨店への交

通手段を人口特性に合わせた柔軟な対応を見せた。ターゲットである高齢者が来店しやす

いようにダイシンから来店手段を提供することで増客を成功させた。 
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 ほかにも「しあわせ配達便」や「ダイシン出前弁当」など、往来では百貨店はいかに来

客してもらうかが重要であったが、ここではその人口特性に合わせて、顧客のところへ出

向くといったマーケティング戦略をおこなった。 

 また、地域の商店街から見れば、ダイシンもいわゆる“よそもの企業”であることから、

より地域に密着した存在であることをアピールするために、ダイシン独自のポイントカー

ドを地域の商店街と共有できるようにした。また、イベントなど地域コミュニケーション

の場の提供などを積極的に行うことで、より地域の人たちに身近で親切な企業であること

に成功した。 

 

 

３－３ 映画館 ・・・ 「シネマシティ（株）」 

 

 東京都多摩区立川市の JR立川駅から徒歩 5分にある「シネマシティ」「シネマ・ツー」

は立川近隣住民に親しまれている独立系のシネマコンプレックスである。運営するのはシ

ネマシティ（株）であり、1950年代から立川で複数の映画館の運営などをしていたが、建

物の老朽化、改装などを経て 1994年に「シネマシティ」を、2004 年には「シネマ・ツー」

をオープンした。 

 シネマシティは多様なスクリーンに音響へのこだわりが強く、狂言イベントやライブな

ど様々なイベントを企画するなど、映画上映にとどまらないチャレンジを行っている。そ

の他、地元地域の団体と以下のようなイベントを開催している。 

 

○  地元の立川のケアホーム「すみれ寮」主催のコンサートでは、障害を持った小さな子

供が楽しめるように音楽会場としてシネマシティを提供。 

○  立川市の市民団体と協力し、赤ちゃんを連れても心おきなくスクリーンで映画を楽し

める「シネマのたまてばこ」を定期的に開催。 

○  東京にしがわ大学の授業の一環として映像上映の場としてシネマシティを提供。 

 

また、市民発のサークルを発展させた有料会員制度「シネマシティズン」も、同館独自

のサービスである。年会費は 1000円で、年会費を支払えばいつでも入場料金が 1300円（女

性会員は平日 1000円）になり、売店の飲食物なども会員価格で購入することが出来る。他

にも劇場を貸し切ることのできる「シネマスイート」、公開前作品を上映する「会員試写」、

投票で上映作品を決定する「シネマカウンシル」などを用意。旧会員制度の約半額という

リーズナブルな年会費と充実したサービス内容で旧会員数が 4500名だったのに対して、

2011年 4月現在で 1万 6000 名にも達している。 

こうした地域の住民を考えた独自の会員制度や、市民団体との連携した数々のイベント

を企画することで立川から遠くない近郊に軒並み映画会社系列のシネコンがオープンする
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という厳しい競合環境の中でもこの立川シネマシティの来場者数は微増傾向である。 

 

 

３－４ スポーツ団体（野球） ・・・ 「北海道日本ハムファイターズ」 

 

 プロ野球球団の「北海道日本ハムファイターズ」は 2004 年から北海道を保護地域とし、

札幌市豊平区にある札幌ドームを本拠地としている野球チームである。2003年までの球団

名は「日本ハムファイターズ」であり、本拠地は東京都、東京ドームにあった。東京には

言わずと知れた日本一の人気球団である「読売ジャイアンツ」と同じ本拠であり、ホーム

グラウンドにしていた東京ドームも「読売ジャイアンツ」と同じグラウンドであった。東

京には他にも「ヤクルトスワローズ（当時名）」、隣接の神奈川の横浜には「横浜ベイスタ

ーズ（当時名）」が存在し、思うように集客を図れず、東京ドームの使用権限も人気球団で

ある読売ジャイアンツ優先で思うような集客戦略もとれないという事情があった。 

2000年代にはいると、日本ハムが所属するパ・リーグに所属している「千葉ロッテマリ

ーンズ（千葉を拠点に地域密着）」と「福岡ダイエーホークス（当時名）（88年に親会社の

身売りにより大阪から福岡に本拠地を移転）」という地域密着に活路をみた球団が成功をか

さねていた。スポーツ界に地域密着という概念が根付き始めるとともに日本ハムは北海道

に本拠地を移すことになる。 

  

地域密着を行おうとしても、どうしてもうまくいかないことがある。それは、その場所

が都市であった場合である。都市には、地域と言う概念が育ちにくい。地縁も薄くなりが

ちで、地元に幾許かの愛情はあるにせよ、やはり地方の人々のそれよりは希薄である傾向

がみられる。ゆえに地元にスポーツチームがあっても、「私たちのチーム」と言う意識を持

ってもらうのは難しい。 

移転先の北海道だが、北海道は広く、そこにはたくさんの町があり、札幌、釧路、帯広、

旭川、ほかにも数多くの町がそれぞれ別のカラーを持っている（また、読売ジャイアンツ

が例年、北海道で主催試合を数試合行っていたこともあり、道民はジャイアンツファンが

ほとんどであった）。しかしどこの市民も、「北海道民である」という強い意識を共有して

いる。つまり北海道は広大な土地でありながら、そこに住む人々が一体感を持っている。

言うなれば「巨大な地域」とも呼べる、希有な場所である。その広大な北海道に置いてフ

ァンと接するには、「広域にして密」なコミュニケーションが必要であった。 

 

 そこで対象とする地域が広大な北海道において、一番有効な手段はメディアを活用する

ことであった。北海道は都会と違い、車やタクシーなど交通手段の利用頻度が高く、ラジ

オの効果が高い。また、テレビの地方局が５局も存在しており、広域な北海道全域に存在

をアピールするには、その広域圏すべてに情報を発信することが可能なラジオ、テレビと
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いった地元メディアを利用するのが一番だと考えた。 

 

○ ラジオには放映権料無料で試合を放送してもらう。北海道は広域なため、車やタクシ

ーを使用した移動方法が必須であり、ことさらに夜のタクシー（ナイトゲームの場合、帰

宅時間と試合開始時間が重なる時間が多い）においてその効力を発揮した。 

○ テレビには、放映権料のシステムを変則的に設定。8本までは定価だが、9～10本の場

合は 50万円引き。10本を超えると半額とした。これは広い北海道の隅々まで、試合が放映さ

れるための手法である。 

○ 選手には通販番組や料理番組、情報番組や選手にフューチャーしたバラエティ番組な

ど幅広く露出した。 

 

 これらの活動により北海道日本ハムファイターズは道民に幅広く認知される場所と空間

を確保した。そのほか、もちろん札幌ドームに来場してもらうことが一番の目的であり、

そのためにも様々な工夫を凝らしている。 

 

○ 「なまらチケット」 公式戦で、対象地域の道・市・区内在住者・在職者を対象に一塁

側内野指定席券が一律 1,500円のチケット 

○ 「チョッ QR」 2009年には 12球団初の、携帯電話の QRコードによって、チケットレス

で入場できるシステム 

○ 「KONKATSUシート」 2日間で 400人を募集も、2860人の応募があり、そのうち、女性

が応募初日に規定枚数を越える応募、男子は半分以下となり、急きょ定員を 600人に増

員した。初日に 28組が、二日目には 34組のカップルが成立した。因みに、結婚までこ

ぎつけたら始球式の権利が与えられる。2010年現在 1組が婚約し、始球式の権利を獲得

した。 

○  ウィークデー割引、学校訪問、地域文化活動への参加など・・・ 

 

北海道日本ハムファイターズは日本プロ野球初の公式ファンクラブや着ぐるみ

のキャラクター導入など、新しい演出をする球団であり、札幌移転後は大幅な観客

増を達成したことから、しばしば他球団が類似の企画を発表することがあるほどで

あり、地域密着の模範的な球団とされ、以後他球団も地域密着を目指し球団名に土

地名（“西武ライオンズ”から“埼玉西武ライオンズ”に改名など）をいれるなど

今では野球界のチームの多くが地域密着経営を掲げている。 

 

 このケースでは北海道と言う日本国内では最大の規模を誇る巨大地域をエリアとし、そ

の巨大エリアの中で地域密着を推し進めるため、北海道特有の市場特性・地域特性を上手

に利用した点にある。広い道内において交通手段として欠かせないタクシーや乗用車の使



幡鎌ゼミナール 卒業論文 

文教大学情報学部経営情報学科 

A8P21126 富岡 大樹 

 

20 

 

用頻度を踏まえたうえでのラジオによる宣伝効果、複数もある地方局に球団選手を様々な

番組に出演させ（全国ネットではそう簡単に出演できない）、野球を知らない世代にも認知

を訴えかける、といったように北海道という地域ならではの情報特性を上手く利用した成

果である。 

 北海道日本ハムファイターズは他球団に比べて、女子高生や野球のルールを完璧に把握

しているわけではない主婦層といったプロ野球というスポーツ界では往来少数であったフ

ァン層がよく球場に観戦に来ている姿が見られる。来場率の５５%は女性であるというデー

タもあるほどである。この数字は前述したように様々なテレビ番組（通販番組や料理番組）

に出演し、年齢や性別にこだわらずアピールした結果、幅広い新たなファン層の支持を獲

得することができたという地域密着に成功した誇らしい成果でもある。 

 

 

３－５ スポーツ団体（サッカー） ・・・ 「（株）川崎フロンターレ」 

 

 日本プロサッカーリーグ（Jリーグ）のサッカーチーム「川崎フロンターレ」を運営する

（株）川崎フロンターレは川崎市をホームタウンとした地域密着型経営を推進している。

設立は１９９６年１１月。当初の会社名は富士通川崎スポーツマネジメント（株）であり、

富士通（株）の１００％出資ということで企業チームという色彩が強かったが、２０００

年に現社名へ変更した。翌２００１年に同じく川崎を拠点としていた「ヴェルディ川崎」

が東京へ移転したため、同川崎市唯一の Jリーグ・サッカーチームとなったことから、同

社と川崎市との連携が強くなり、同年「川崎フロンターレ後援会」が発足。２００２年に

は念願の川崎市からの出資を実現した。 

 同社の地域密着型経営は非常に多彩である。 

 

○ 川崎市教育委員会と協力し、コーチを市内の小学校のセカンドティーチャーとして派遣。

担任の先生に代わって体育の授業を受け持つ。 

○ ２００２年度からは総合学習講義で、実技に加えて世界サッカー事情やスポーツの必要

性、効果的な栄養摂取の方法などの講義を実施 

○ 学校や地域イベントの要請により「巡回サッカー教室を開催」。２００３年からは女性

にも取り組んでもらおうと「レディースサッカークリニック」や、ミニバスケなどサッ

カー以外のスポーツ普及に取り組む。 

○ 川崎フロンターレの選手が登場する算数ドリルを作成し、市内の小学校へ配布。 

 

 川崎フロンターレは選手との契約条件に「ホームタウン活動に無償で協力する」との条

項をさずけており、他チームからの移籍選手はその徹底ぶりに驚くが、多くの選手が受け

入れ、これらの活動を楽しんでいるとのこと。 
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 同社の地域密着型経営は、安定した集客を実現するための活動といった側面もある。そ

の中で重視しているのがユニット（同伴者）数の拡大を図るためのファミリー層の開拓で

ある。これは、ユニット数が大きいほどリピート率が高くなるといった傾向に基づくもの

である。川崎市では新規に高層マンションが建設されるなど転入者が増加しているが、こ

れらの層を対象に、市の経費負担により川崎フロンターレのホームゲームのチケットを無

償進呈する「ウェルカムキャンペーン」を実施。また、朝日新聞の販売店との協力で同社

の新規購読開始時のプレゼントとしてチケットを提供している。 

 

 プロ野球、大相撲といった日本における歴史の長い、昔から愛されてきたスポーツと違

い、サッカーにおいてはプロリーグが正式に稼働したのは 1993年であり、いうなれば新興

プロスポーツであった。しかし、今やサッカーの認知度、人気は野球や相撲にひけをとら

ないまでも成長した。だが、より目の肥えたファンは長い歴史とよりレベルの高いサッカ

ー水準を維持している海外サッカーの方に目が行きがちで、現状のサッカー人気の繁栄に

国内リーグの人気が比例していないと指摘する声もある。 

 スポーツ団体における地域密着は現代ではごくあたりまえになりつつある。サッカーや

野球などにおいてターゲットとなる年齢層は自然と若年層になる。特定のスポーツファン

になるきっかけは若年層時代に熱中するか否かがおおきな分岐点であり、そのまま大人に

なってまたその子供に受け継がれていくケースが多いため、いかに若年層を取り込めるか

が重要になってくる。  

若年層をターゲットとして戦略を練るにおいて、より効率のよい手段を考えた時、若年

層の集まる小学校などに焦点を絞っていくことで多くの児童にサッカーを知ってもらおう

という経営戦略である。 

 

 

３－６ フリーペーパー・・・「美少女図鑑」 

 

 新潟県の広告会社である「テクスファーム」が 2002年に地元の装飾店や美容院などを広

告主とし、地元の読者モデルやカメラマン・美容師などのスタッフを採用し、「新潟美少女

図鑑」を発行したのが始まりである。「雑誌」という紙某体は往来、全国展開していくもの

だが、長引く不況やメディアの多様化などで広告収入の減収に端っている。「フリーペーパ

ー」においては広告収入の減少がビジネスにとって大打撃になるのは周知の事実であり、

この状況を乗り切る対策としてでたのがダウンサイジングである。より絞り込まれた地域、

ターゲットを狙って流通コストを下げるとともに、政策をその範囲内で行うことで政策コ

ストも下げるという「シフトチェンジ」を行うことにした。 

 世界金融危機が深刻化した 2008年（平成 20年）9月 15日のリーマン・ショック以降特

に、企業の広告費削減が進んだが、素人モデルを起用してモデル料を圧縮し、さらに発刊
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頻度および部数を少なくして安価な発刊費用を実現していた美少女図鑑は、逆に希少価値

から高い注目度を生み、費用対効果のあるビジネスモデルと見なされて、急速に日本全国

に広まった。2009年（平成 21年）7月現在、ライセンス契約企業を募集していない東京都

を除く、46道府県で『美少女図鑑』が発行される予定となっている 

美少女図鑑はその人気と新潟県では『新潟美少女図鑑』と連動した『美少女図鑑 TV』と

いうミニ番組が、フジテレビ系列の新潟総合テレビで 2009年（平成 21年）4月 10日から

第 2・4金曜の深夜に放送されている。また美少女図鑑を通して、芸能事務所からプロのモ

デルとして声がかかる、オーディションを開催するなど様々なメディアにその影響が広が

っている。 

 

 地元の美容師、カメラマン、素人モデルを使用し、地元の美容院や装飾店に広告主にな

ってもらう。発行部数や制作場所などをある地域のくくりで行うことでコストを抑えるこ

とができ、地元企業や店舗からの広告収入だけでやりくりできる。それが逆に希少価値に

なり、今では全国的な知名度を誇る雑誌である。それでも各地域ごとの美少女図鑑を続け

ている姿勢に地域密着、地元広告主とのつながりを大切にしている姿勢が見れる。 

 

 

３－７ 金融機関 

 

 金融庁は平成 17年に「地域密着型金融の機能強化の推進に関するプログラム」というも

のを推進している。その内容とは 

「その地域の中小金融機関が、その地域の中小企業の経営状況に応じたきめ細かい対応と

適切な融資を進めることで、中小企業の強化と自ら（中小金融機関）の体質強化を目指す」

といったものであり、地域の金融機関と地域の中小企業が連携し、協力し合うことで地域

を支え合っていきましょうという内容である。 

 2001年に石川銀行が破たんしてからは、石川県唯一の地方銀行である「北國銀行」では

地域密着の金融機関として、県および金沢市をはじめとする県内の各自治体の指定金融機

関とされており、様々な地域密着サービスに取り組んでいる。 

○ 中小企業との事業相談などを受け付ける「中小企業応援センター」。 

○ 地域企業の経営改善や事業再生への支援・事業継承への支援。 

また、銀行店舗としても、地域の顧客ニーズに対応した多様な商品・サービスを提供し

ている。 

○ 高齢者やお身体の不自由な顧客に利用しやすい銀行窓口を目指し、サービス介助士、認

知症サポーターの養成に取り組み、各店舗に設置している。 

○ 「振り込め詐欺被害ゼロの日」（年金支給日）、「警察署と連携した詐欺防止対策キャン

ペーン」、「警察署と連携した詐欺未然防止訓練」を実施。 
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○ 企業見学、職場体験の積極的受入れ。また、小中高、大学などの金融経済教育セミナー

に講師を派遣。 

 

地方銀行にとっては、その地方の経済（それを形成する地域の企業）が地方銀行の経営

状況に最も影響する要素であり、また地域の企業にとっても地方銀行の存在、融資などの

バックアップは必要不可欠なものである場合が多い。そこで地方銀行が地域の中小企業を

バックアップすることで地域の経済が活性化し、繁栄につなげ、共に地方の経済を盛り上

げようと言うのが「地域密着型金融の機能強化の推進に関するプログラム」である。2011

年 10月現在、地銀協加盟の地方銀行は全部で 64行存在しているが、そのほとんどでは上

記のような地域企業活性化に向けての取り組みを行っている。 

 地方銀行の職員は、大手銀行の職員と違い勤務地が大幅に移動する機会があまりないた

め、地域の顧客などとも顔を覚えられる機会が多く、顧客単位でのサービスが組みやすい。

サービス介護師や認知症サポーターの養成や設置によってより地域の顧客に親切なサービ

スを組み込んでいる。 

 

 

３－８ ご当地もの ・・・ 「アイドル、ヒーロー、B級グルメ、ゆるキャラ」 

 

 近年良く耳にするローカルアイドル、B級グルメ、ゆるキャラ・・・などは特定の地域か

ら発信された地域限定ものである。このケースは地域密着したキャラクターを町興しの一

貫として全国発信するための手段に用いられることが多い。インターネットの普及や、地

域ごとにそれぞれが特徴の持った様々なキャラクターの面白さ、ユニークさなどから人気

に火が付き、全国ネットのテレビなどでも大々的に取り上げられることがある。これによ

り村や地域の特産物、観光名所などの知名度の飛躍的向上が見込まれるため、近年ではご

当地ものを全国的にアピールし、観光客の集客方法の手段として用いる村や施設が次々と

現れ、一種のご当地ものブームとなりつつある。 

 

○ ローカルアイドル 

 AKB48というアイドルグループが空前のブレイクを果たしている中、「ローカルアイドル」

と呼ばれているアイドルたちに注目が集まっている。2010年には各地で様々なローカルア

イドルが誕生している。地域密着という形でのローカルアイドルでは以下のような形態で

生まれてくる場合が多い。 

 

・商店街発  

シャッター街という語に代表されるように、地方都市の商店街は構造的な集客力不足に

悩まされている。そんな中、商店街をアピールし集客力を高めようとする「ローカルアイ
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ドル」がつくられた。身近な人物が「アイドル」という称号を得ることで地域に話題性が

生まれ、そのアイドルを商店街の統合の象徴とすることで求心力を得て商店街に関わる

人々の横のつながりや共同作業をもたらす効果がある。 

この型の場合、アイドルビジネスの素人が主導し、かつ、ローカルアイドル自体をビジ

ネスにしようとしていないため、アイドルとして洗練する作業を怠る傾向があり、話題性

や集客力の低下に伴って解散してしまう例が見られる。 

 

・ 販売促進キャンペーン発 

従来、自治体や農業協同組合による地場産品の販売促進のための常套手段として、ミス

コンを開催し、その受賞者が様々なコスチュームを着て販売促進キャンペーンをしていた。

この場合、商品が前面に出るよう、商品の後ろにキャンペーンガール（ミス○○）が存在

しており、また、キャンペーンガールは「20代の未婚の女性」と相場が決まっていた。こ

のキャンペーンガールを低年齢化させて女性グループ化したところ、勝手にファンがつい

てローカルアイドル化した例が出現した。 

この型の場合、自治体や農協のようなその地域にとって資本力のある団体が主導し、か

つ、コストパフォーマンスを無視したような広報活動もするため、地場産品の販促キャン

ペーン・スケジュールに従ってロコドルが「地方巡業」するという特徴を持ち、ロコドル

は継続的で安定的な収入を得ることも可能である。また、ミスコンと異なり、性差別の問

題が少ないロコドルの手法は、地場産品の販売促進や都市セールスにおける新たな手法と

して注目されている。 

  

・ローカル番組発  

地方経済が疲弊してくると、地元企業の CM需要も低くなり、ローカル局の財政基盤が揺

らいだ。テレビのローカル番組では、制作費を抑えるためにローカルタレントを起用する

例が増え、支出の圧縮を達成した。 

しかし、収入増には視聴率を上げる必要があり、リピーター視聴者獲得のため、「ローカ

ルアイドル」創出が試みられた。この場合、「アイドル創出プロジェクト」のようなローカ

ル番組の形態となり、番組にレギュラー出演している。番組専属、あるいは、テレビ局専

属となって活動範囲が狭くなるが、テレビというローカルメディアでヘビーローテーショ

ンされるため、地域（県域放送エリア内）での認知度は高い。 

この型の場合、アイドルビジネスに知識のあるメディアが主導するため成功する例が多い

ものの、アイドルの鮮度が保てなかったり、番組の視聴率が低下するとメディアでの露出

が急激に減り、人気も一気に冷え込む傾向が見受けられる。 

 

○ ご当地ヒーロー 

 全国放送のヒーロー物では、異形の等身大ヒーローが地球の平和を乱す悪の組織と戦う
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という壮大な勧善懲悪物語であるが、キャラクターショーやローカルヒーローではより小

さな地域レベルの身近な悪を正すことになった。それでも児童への訴求力を持ち得たため、

伝えたいメッセージを盛り込んだダジャレを名称とし、全国放送のヒーローを真似た衣装

を身に着けた様々なローカルヒーローが生み出され、道徳や地域の問題解決法を子供に教

育するキャラクターショーが行われるようになった。 

その資本などは子供の注目を集めたい遊園地・商業施設・商店街・ローカル局、あるい

は道徳やマナーを子供に教育したい自治体や防災・防犯組織などがローカルヒーローの担

い手として定着している。ほとんどのヒーローがフルフェイスによる典型的な戦隊ヒーロ

ーのパロディ的な容姿をしており、ローカルアイドルとは違い年齢的な容姿や見た目とい

った問題が発生しないため長生きする場合が多い。 

インターネットなどにより全国的な普及が簡単になったことなどから人気に火が付き、

地域密着と全国への情報発信の装置の 1つとなった 

 

四重唱隊コールレンジャー 本拠地故郷県地元市の理解を広めるべく、芸術や奉仕活動を

通して日本各地で活躍するローカル戦隊。別働隊と呼ばれる

多くのサポーターがいる。 

秘湯戦隊 温泉卵レンジャー 温泉のある観光地向けに企画された。ストラップのみ。 

防犯戦隊！フセグンジャー！！ 防犯だけでなく、色々なものを防ぐローカル戦隊。24時間テ

レビとのタイアップや明石市の各種イベントや国際交流な

ど、幅広く活躍している。 

急襲戦隊ダンジジャー 九州7県のアニメイトとゲーマーズで菓子やキーホルダーを

展開している。各県に対応した 7人のキャラクターが存在す

る。 

 

 

○ B級グルメ 

いわゆる「郷土料理」に近いものがあり、その土地に昔から食されたものから、近年新

しく開発されたものもある。その土地の名産物などを利用した料理などがあり、近年では B

級グルメの人気を競う全国大会などから B 級グルメ自体の知名度があがり、「地域おこし」

として重要な役割を担っている。近年ではそのブームにより、地域の名産料理としてもも

ちろんのこと、“商品”としての価値もあがっており、大型スーパーや都心部のイベントな

どにも出張販売といったようなかたちが見られるようになってきた。 

神奈川県の寒川の B級グルメに認定されている「棒コロッケ」では寒川駅周辺の商店街

で PRしており、協力している肉屋、居酒屋、魚屋、飲食店などでその店舗特有の具材を使

った何種類もの「棒コロッケ」が存在し、商店街の繁栄活動に一役買っている。 
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○ ゆるキャラ 

「ゆるいマスコットキャラクター」を略したもので、イベント、各種キャンペーン、村

おこし、名産品の紹介などのような地域全般の情報 PR、企業・団体のコーポレートアイデ

ンティティなどに使用するマスコットキャラクターのこと。 

「地方の村おこし・地域振興のためのキャラクター」であり、その土地の名産物

や観光地などを擬人化やキャラクター化したようなものが存在する。 

 「ゆるキャラ」の提唱者であるみうらじゅんは、あるキャラクターが「ゆるキャラ」と

して認められるための条件として、以下の三条件を挙げている。 

・ゆるキャラ三か条 

1.郷土愛に満ち溢れた強いメッセージ性があること。 

2.立ち居振る舞いが不安定かつユニークであること。 

3.愛すべき、ゆるさ、を持ち合わせている事。 

これに加えみうらは「原則として着ぐるみ化されていること」も条件である。 

条件に「郷土愛」が含まれていることからもわかるように、みうらの想定はあくまで「地

方の村おこし・地域振興のためのキャラクター」である。この定義に従えば全国展開する

大企業のプロモーションキャラクターは対象に含まれない。しかし、2009年の『ゆるキャ

ラまつり』には NTTドコモの「ひつじのしつじくん」のような大企業のキャラクターも参

加を認められており、対象の範囲はやや曖昧になりつつあるのが現状といえる。 

 

 こうした「ご当地もの」は近年とくによく見られるようになってきている。 

地域特性に合ったキャラクター・料理（既存のものも）を創造し、それを全国区へ売り出

すことによってその地域・村の特産物や観光名所などをアピールすることができ、「地域・

街・村おこし」としての重要な役割を担っている。 

  

 

第４章 考察 

 

近年ではソーシャルメディアの登場などで、地域や国の境を越えた新しいメディア・ス

タイルが確立されたが、その一方ではスポーツ業界など（事例：３－５ 川崎フロンター

レ）では地域密着をチーム経営のスタンダードな有り方にし、様々なご当地もの（事例：

３－８ B級グルメやアイドル）がブームになるといったように、ソーシャルメディアが注

目されている中であらためて「地域密着」という概念も注目され、エリア・マーケティン

グそのものが見直されたのではないかと思える。 

 

 これからのエリア・マーケティングは今後、（事例：３－２ ダイシン百貨店）のよう
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に高齢者に向けてのサービスで成功を収めているように、高齢化社会へとなっていく日本

において高齢者に向けてのサービスが重要になってくると思える。地方のスーパーなどで

は、遠出に苦労する高齢者に向けて郵便局や銀行にタッチパネル式の電子機器を設置し、

そこで機械を通して商品を注文し、利用客の自宅まで配送するサービスを行っているスー

パーなどが存在する。 

また、「I Pad」や「スマートフォン」の台頭で、一昔前にマンガや映画で見たような「未

来の機械」が今や街中にあふれている。若年層はインターネットを利用し、ネット通販な

どを好んで使用することで店舗離れが進んでいる。今の高齢者にはそのような複雑な機器

類を扱うのは難しいという人たちが多いが、10年後 20年後にはパソコンなどを仕事や私用

で使用したことがある人たちが高齢者になり、結果として若年層から高齢者までがパソコ

ンやスマートフォンを使いこなしていることであろう。 

インターネットと地域密着、一見では混じりあうことないようであるが、この２つの要

素が互いに共存することができてくれば、そこにひとつの新しい道がきり開かれるのでは

ないかと思う。インターネットという情報発信、情報収集に長ける情報特性を利用して、

地域に貢献できるかどうか。ご当地ヒーローやアイドルなどは既にこの形態をとっている

（全国区に発信という形態ではある）が、地域企業や店舗と顧客を結ぶ架け橋になってく

ることが重要であると思う。 

日本ではこのさき「高齢化社会」という人口特性の変化、「ソーシャルメディア」という

情報特性の発達、この２つの要素がどこの地域においても市場・地域特性として台頭して

くることであると感じた。 

 

前述したとおり、ソーシャルメディアなどの台頭で「地域密着型経営」自体の需要が危

ぶまれているような声などもあるが、調べてみた様々な事例や結果と、東日本大震災の時

に見られた協力性や日本人特有の郷土愛（国民性）を見る限り、これからいかに情報技術

が発達しようと今後も日本においてエリア・マーケティングの需要が無くなるといったよ

うなことはないように思えた。 

2011年は東日本大震災の影響で、「絆」、「協力」といったような人と人とのつながりを再

認識させられた。地域密着型経営も地域の人、企業、団体が互いに競い合うのではなく、（事

例：３－１ 麻布十番商店街）のように共に地域を盛り上げるため、協力し合い、共に地域

とその人々と向き合い「共存」することで成功するケースが見られた。日本という地域性

が濃い国において、エリア・マーケティングは「地域特性との共存」であるとも言えるの

ではないか。 
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