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登場人物

　住宅街で 20 年以上、食堂を経営し
ている。近年、常連客の高齢化を受け、
栄養バランスの取れたメニューを準備
するなど経営努力をしているが、売上
は減少傾向……

社長さん フジオカ
　経営指導員として、地元の小規模
事業者の経営相談に乗る。販売促進
のアドバイスが得意であり、販売促
進を通じて、地元企業の売上アップ
に貢献している。

1

経営環境の変化に対応した販売促進を！
- 本書の活用方法のヒント -

　経営環境は常に変化しています。事業者は、この環境の変化に対応した販売促進をしな

ければいけません。本書には、経営環境を把握するためのデータと、その環境に適した販

売促進方法が掲載されています。ここでは、本書の活用方法を、ふたりの会話で紹介して

いきます。

ウチはもともと帰宅途中の会社員が主なお客さんだったんだ。でも、最近は常連客も定年になっ
ちゃってね。売上が減ってるんだよ。

配布エリアを限定すればそこまで費用は掛からないと思いますよ。まずは、『利益プラン』を計算
してみませんか？　試算をして、利益がでるようでしたら試せばいいんです。

たしかに地元の人口分布（P5）をみると、生産
年齢人口（15～ 64 歳の人口）が減って、老年
人口（65 歳以上の人口）が増えていますね。社
長のお店では高齢者にも優しいメニュー作りをし
ていませんでしたっけ？

健康維持のためには栄養バランスの取れた食事が
重要だからね。栄養バランスが取れて、かつ飽き
がこないよう工夫はしてるよ。でも……常連客以
外にはあまり知られてないかもな。

それでしたら、試しに販売促進をしてみません
か？「新聞折込チラシ」を地元に配布すれば認知
度が上がるかもしれませんよ！

「新聞折込チラシ」……いままでやったことがないな。結構、費用が掛かるんだろ？



事業計
画書
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そうか。まずは計算してみようかな。徒歩圏内の住宅だけに配布するのであれば 2,000 枚で
十分か…あ、チラシの作成は娘にやってもらおう。そういう仕事をしてるんだ。
……お！ 14,000 円の費用で、18,000 円の利益がでる計算になるぞ！

このプランでしたら利益が期待できますね。利益がでるだけでなく、常連客以外のお客様に
栄養バランスの取れたメニューの周知効果が期待できます。これは試す価値がありますよ。

たしかにそうだな。そうとなれば早速準備するか。

これに記入して商工会議所に FAX すればいいんだな。
それならできそうだ。

今は簡単に『利益プラン』を作成しましたが、これを一
旦、事業計画書（P25）に転記して、商工会議所に提出
していただけませんか？　事業計画書に基づいて、経営
指導員がフォローさせて頂きます。

記入して

商工会議所に FAXで送信！

難しかったら一緒に作っていくこともできますので、声を掛けてくださいね。
一緒に「販売促進」を成功させましょう！
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地域データと
おすすめ販売促進



※１　年少人口は 15歳未満、生産年齢人口は 15～ 64歳、老年人口は 65歳以上をさす

※２　RESAS（人口マップ→人口増減）より引用

地域データ

販売促進
01

人口

新聞折込チラシ

＝ 20,000 人
年少人口 生産年齢人口 老年人口 不明

■少子高齢化が顕著に　- 人口推移（全体） （※２） -
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徳島市の人口は減少傾向

　事業者は、まず自らの対象（ターゲット）

とする顧客を思い浮かべてほしい。老年人口

をターゲットにする事業者は、今後も市場拡

大のなかでビジネスができるであろう。一方、

生産年齢人口や年少人口をターゲットにした

ビジネスは、市場が自然に縮小していく。売

上維持の為に、必要に応じてターゲットの見

直しなどを行いたい。

　概ねすべての業種にとって、もっとも関心

のある経済データは人口の推移であろう。

　総務省「国勢調査」によれば、2015 年（平

成27年）の徳島市の人口は25.9 万人である。

　将来の人口推移を年齢別（※１）にみると、①

年少人口、生産年齢人口は減少傾向　②老年

人口は増加傾向が続く。これは少子高齢化が

進むことを意味する。



地域データ

販売促進

経営指導員のコメント

⑤＜⑨の場合：すぐにでもチラシを作成・配布しましょう！
⑤＞⑨の場合 ：来店客のうち一定数が固定客になれば、利益がでる可能性があります。
　　　　　　   自社のリピート率も考慮して計算してみてください。

オススメ
販売促進

新聞折込チラシの利益プラン

①チラシの予定配布枚数

②チラシの作成・デザイン料 ⑥チラシ配布による来客数

③チラシの印刷代 ⑦来客者の客単価

④チラシの新聞折込代

⑤費用合計

⑧売上高

⑨売上総利益

費用の計算 利益の計算

枚

円 人

円 円

円 円

円円

デザイナーに依頼すると１~ ３万円くらい。
困ったら２万円と記載。

反応率の目安……食品スーパー 1％、リフォーム 0.02％、　
　　　　　　　　住宅販売 0.01％

①×３円（目安）

①×４円（目安）

②＋③＋④

①×反応率

⑥×⑦

×売上総利益率
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新聞折込チラシ

　小売業やサービス業でもっとも身近な販売

促進は「新聞折込チラシ」であろう。新聞折

込チラシは、若者向けの広告宣伝としては効

果が低いが、シニア層向けでは一定の効果を

望める。理由は、シニア層の方が、新聞を購

読する率や、比較的じっくりとチラシをみる

割合が高いためである。

　新聞折込チラシと類似した広告宣伝として

「ポスティング」がある。ポスティングは、

選別配布（配布先を戸建住宅に限定するなど）

ができる点や、町丁別などの細かい配布エリ

ア指定ができる点が特徴となっている。

　集客後にリピーター化させる方法も併せて

検討してから実行に移したい。



※１　徳島市 情報推進課 統計担当「徳島市統計年報」より引用

※２　中小企業庁「2015 年版 中小企業白書」p.322-324 より引用

地域データ

販売促進
02

観光客

SNS活用

　次の３つのうち、「旅行先で食事を選ぶ際の理由」として、どれが一番重要でしょうか？　

①地元食材を使用している、または地元の名物料理であること

②見た目・価格・分量が丁度よいこと

③インターネットやガイドブックで評判が良いこと

結果は、重要度の高い順に、①→②→③となります（※２）。この傾向は、「土産品を購

入する理由」でも同様です。

経営指導員のコメント

230 
221 

228 
220 216 213 210 

202 
215 215 

平成19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

(万⼈)
■平成 27～ 28年度の観光客数は安定している　－ 観光入込客数 （※１） －
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徳島市の観光客数は 210 万人前後で推移

　観光客をターゲットにした小売店、飲食店、

宿泊サービス業等にとって、観光客数の推移

は重要なデータとなる。

　平成 28 年度の徳島市の観光入込客数は

215 万人である。推移をみると、平成 19年

度以降減少傾向にあったが、平成 26年度を

底に回復がみられる。

　平成 27 年度、平成 28 年度と安定した観

光客がいるため、今後も同様の推移をみせる

ことが予測できる。

　事業者は、現在の観光客数が維持される前

提で、十分に収益があがるようなビジネスモ

デル構築に努めたい。



※３　計算を単純化するため、ここでは「20人が発信したら 1人の新規顧客が来店」と仮定している。

　　　SNS 発信者のフォロワー数、フォロワーの閲覧率、閲覧者の来店率などの要素から計算される。

地域データ

販売促進

■ SNSによる発信を促進させる取組みの例

オススメ
販売促進

観光客による SNS発信（特典をつける）の利益プラン

①現状の１ヶ月あたりの来店客数

特典をつける

③ SNS で発信してくれる人の数

② SNS による発信割合

⑦ SNSでの発信による来客数

⑧来店者の客単価

④特典の単価

⑥費用合計（年間）
⑨売上高

⑩売上総利益

費用の計算 利益の計算

人

人

10％

人

円

円

円

円

円

円

「ソフトドリンク１杯無料」であれば原価 20 円くらい

20人が発信したら1人の新規顧客が来店する（※ 3）と仮定

③×④

⑤×12ヶ月

③×12ヶ月÷ 20人

⑦×⑧

×売上総利益率

10 〜 20％（目安）

①×②

⑤１ヶ月あたりの特典金額

お客様（観光客）がお店のことを SNS へ投稿してくれたら、特典を提供するサー
ビスです。具体的には「Instagram にハッシュタグをつけて投稿したら○○をサー
ビス」「Facebook でチェックインしたら○○をプレゼント」などです。お客様に
SNS で拡散してもらえるメリットがあるため、大きな広告宣伝効果が望めます。

8

SNS活用

　観光客の多くは旅行中に写真を撮り、それ

を SNS で公開する。その多くは、観光スポッ

トや料理を写したものであろう。

　仮に、自らの店舗で多くの写真が撮られ、

発信されると考えると、計り知れない広告宣

伝効果になることは言うまでもない。

　現在、大企業を中心に SNS による発信を

促進させるような取組みが実施されている。

　手法は、「特典を付ける（以下に説明）」「イ

ンスタ映えする商品を作る」「撮影スポット

を準備する」などである。

　時代にあった販売促進といえるだろう。



※１　国土交通省「全国道路・街路交通情勢調査」より引用

地域データ

販売促進
03

主要道路の交通量

看板の設置

■国道 11号線の交通量が 16％減少　- 一般道路の自動車利用台数の推移 （※ 1）-

84,488 70,906 

平成22年度 27年度

（台）

43,392 40,569 

平成22年度 27年度

（台）

29,910 29,526 

平成22年度 27年度

（台）

28,326 24,944 

平成22年度 27年度

（台）

25,198 22,996 

平成22年度 27年度

（台）

39,490 
26,593 

平成22年度 27年度

（台）

64,324 58,962 

平成22年度 27年度

（台）

25,983 30,262 

平成22年度 27年度

（台）

一般国道 11 号線 一般国道 55 号線

一般国道 192 号線

徳島環状線

一般国道 438 号線 徳島鳴門線

沖ノ洲埠頭線

徳島小松島線

観測地点：徳島市東吉野町 観測地点：徳島市八万町沖須賀

観測地点：徳島市蔵本町 観測地点：徳島市論田町

観測地点：徳島市安宅 2 丁目

観測地点：徳島市大道 3 丁目 観測地点：徳島市応神町古川

観測地点：徳島市東吉野町 3 丁目
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交通量から顧客の流れを確認する

　国道や県道沿いで店舗を運営している事業

者や、路面看板を設置している事業者は、近

接道路の自動車利用台数を確認したい。

　国土交通省では、定期的に県内一般道路の

交通量調査を実施しているので、これを参考

に看板設置場所等を検討してみよう。



地域データ

販売促進

オススメ
販売促進

看板を設置（更新）する場合の利益プラン

①看板の設置（更新）費用

③看板設置（更新）によって増加
　する一日あたりの新規顧客数

④来店者の客単価

②費用合計

⑤売上高 ⑥売上総利益

費用の計算

利益の計算

円

人

円

円円

円

①と同じ

③×④×年間営業日数 ⑤×売上総利益率

目標人数

▲デジタルサイネージは、時期に合わせて内
容を変えたり、動画を流したりできる。

経営指導員のコメント

　⑥の金額は１年間で増加する利益です。看板は最低でも３年くらいは使えるので、
⑥×３年＞②であれば検討する余地があります。（リピート率は含めていません）

迷ったら、100 万円としてみる
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看板の設置

　飲食店、小売店などの店舗にとって、看板

は有効な販売促進手段である。通行客が店舗

の看板をみる時間は 0.3 秒といわれている。

0.3 秒でどれだけ店舗の魅力を伝え集客に結

びつけるか。事業者は、それぞれ工夫を凝ら

している。

　看板の種類も多様化しており、近年では、

「デジタルサイネージ」といった動く看板も

人気を集めている。小規模店舗であっても、

看板を変えたら来客数が増えたという事例も

多い。集客が不十分だと考えている店舗は、

看板の再検討をしても良いかもしれない。



※１　国土交通省 総合政策局 情報政策課 建設経済統計調査室「住宅着工統計」より引用

地域データ

販売促進
04

新設住宅着工戸数

ダイレクトメール（DM）

経営指導員のコメント

　今後の市場動向を推測すると、2019 年10月に予定されている消費税増税が実現す

れば、増税前の駆け込み需要により緩やかに新設住宅着工戸数が増加するものと考えら

れます。小規模工務店等においては、このような経営環境のなかで他社との圧倒的な差

別化を図ることよりも、採算を管理しながら着実に受注件数を増やすことが重要です。

　また、業績の伸びている工務店等の特徴をみると、「相談しやすさ」を重視する傾向

にあります。地域のなかで一番相談しやすい工務店を目指しましょう。

1,261 
1,446 

2,002 
1,761 1,793 

1,951 

2,459 

平成23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年

（⼾）

■新設住宅着工戸数は増加傾向　- 新設住宅着工戸数の推移（※１） －

消費税増税
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新設住宅着工戸数は 95％の増加

　戸建住宅の建築を行う工務店等は新設住宅

着工戸数を確認したい。

　平成 29年の徳島市の新設住宅着工戸数は

2,459 戸である。この戸数は、６年前の平成

23年と比較して 95％の増加となっている。

　推移をみると、平成 26 年～ 27 年の消費

税増税の反動減など、一時的な減少はあるも

のの、概ね増加傾向にあるといえる。

　グラフをみる限り、現在はビジネスチャン

スといえる経営環境にあるといえるだろう。



地域データ

販売促進

　DMのポイントは『顧客リストの有無』です。顧客リストは、大切な経営資源です。
自社内で顧客リストが整理されているかを見つめ直してみてください。

経営指導員のコメント

オススメ
販売促進

ダイレクトメール（DM）の利益プラン

① DM の予定送付数

② DM の作成・デザイン料 ⑥ DM による購入者

③印刷代・封筒代 ⑦購入者の客単価

④送付料金

⑤費用合計

⑧売上高

⑨売上総利益

費用の計算 利益の計算

枚

円 人

円 円

円 円

円円

デザイナーに依頼すると１~ ３万円くらい。
困ったら２万円と記載。

反応率の目安……一般的には 0.1〜 1％。
　　　　　　　　困ったら 0.5％

①×20円（目安）

①×82円（目安）

②＋③＋④

①×反応率

⑥×⑦

×売上総利益率
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ダイレクトメール（DM）

　ダイレクトメール（DM）とは、ハガキや

封書などを直接自宅や会社に送付しサービ

ス・製品やキャンペーンの案内をする販売促

進施策である。主に、既存客や見込み客をター

ゲットにしている。

　工務店であれば、家を建てたお客様（既存

客）に対し「そろそろリフォームを検討して

はどうですか？」とDMを送ることができる。　

　また、資料請求をしたお客様（見込み客）

に「いま、家を建てれば○％割引」などと送

ることもできるだろう。

　DMを使えば、一旦関係性が切れてしまっ

たお客様に対しても、再度、営業活動をする

ことが可能である。新規顧客を獲得するのは

コストがかかる。まずは、既存客を再度掘り

起こせないか考えてみてほしい。



※１　RESAS（産業構造マップ→製造業→製造品出荷額等）より引用、一部加工

地域データ

販売促進
05

製造品出荷額

展示会・商談会

■出荷額はリーマン・ショックから持ち直し　－ 製造品出荷額等の推移 （※１） -

■製造業の出荷額は全国平均以上に回復

　－ 製造品出荷額等の推移 （※１） -

全国 93.3%
徳島市 103.0%100％

2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年

リーマン・ショック

471,384

453,425

489,356

490,250

485,492

530,144

485,733

532,203

13

　参考として、徳島市の製造

品出荷額等を全国平均と比較

する。

　リーマン・ショック前の

2008 年（平成 20 年）を基

準にみると、徳島市のグラフ

は全国平均に比べ変動幅が少

ないことがわかる。

　製造業を取り巻く経営環境

は比較的安定しているのでは

ないかといえる。

出荷額はリーマン・ショックから持ち直し

　2015 年（平成 27 年）の徳島市の製造品

出荷額等は 4,857 億円である。

　推移をみると、リーマン・ショック後の

2009 年（平成 21年）に一時的に 4,534 億円

まで落ち込んだが、翌年には回復がみられた。

　現在、大企業（特に大都市圏）をはじめと

して製造業の業況は良い。つまり、新たな下

請先を探している大企業等が多いといえる。

自社の強みをアピールし、新たな取引先を

つけていく絶好の機会ではないだろうか。



※２　平成 29年に複数の商工会・商工会議所で実施した「経済動向調査アンケート」より抜粋

地域データ

販売促進

オススメ
販売促進

展示会・商談会の利益プラン

経営指導員のコメント

　展示会や商談会は、３年くらい継続出展すると効果があがり始めると言われます。
他の出展者や毎年チェックしに来る来場者と顔見知りになるためです。自社の繁忙期
に開催される展示会等は避けるなど、できるだけ毎年継続出展できる展示会等を選択
することをオススメします。

③受注数

②展示会・商談会で
　集めた名刺の数

④受注単価

①費用合計

⑤売上高

⑥売上総利益

費用の計算

利益の計算

件

枚

円

円

円

円

②×受注率

ブースのレンタル費、ブース装飾代、人件費、旅費、ポスター
等の備品、ノベルティなどの合計

⑤×売上総利益率

③×④

大きな展示会で 100 万円くらい。
小さな展示会だと 20 万円くらいを見込む。

受注率は一般的には 0.1％～ 1％。
困ったら 0.5％

14

展示会・商談会

　中小製造業には専門の営業人員がいないこ

とが多い。ではどのようにして新規顧客を獲

得しているのであろうか。

　あるアンケート調査結果（※ 2）では、小規

模製造業の 25.0％が展示会・商談会に出展

している。つまり、小規模製造業の 4社に 1

社が展示会・商談会に出展していることにな

る。また、同調査では、展示会・商談会に出

展した事業者のうち、64.3％は「効果があっ

た」と判断している。

　自社にとって有益な展示会・商談会を見つ

けてみてほしい。



※１　RESAS（産業構造マップ→小売・卸売業（消費）→年間商品販売額）より引用

地域データ

販売促進
06

商品販売額

店内イベント

野菜 30％ 30％

10％ 20％

5％ 10％

惣菜

飲料

売上構成比 陳列スペース

経営指導員のコメント

　商品の陳列を見直すことで、売上をアップさせられます。

陳列の原則は、「売上構成比＝陳列スペースの割合」です。

　たとえば、右表の「惣菜」をみると、売上構成比（＝お

客様のニーズ）10％に対し、陳列スペースは 20％と多く

なっており、陳列のミスマッチが生まれています。この差

を解消することで、売上アップにつながっていきます。

13,012 13,490 13,264 

10,935 10,663 
9,979 

7,672 7,800 
9,050 

平成6年 9年 11年 14年 16年 19年 24年 26年 28年

（億円）

■平成 24年以降、市場は回復基調　- 卸・小売業の商品販売額等の推移 （※１） -

15

　卸売業、小売業事業者に直接的に関係があ

り、かつ押さえておきたいデータとして、商

品販売額等の推移がある。

　平成 28年の徳島市の卸・小売業の商品販

売額等は 9,050 億円である。およそ 10年前

である平成 19 年の金額（9,979 億円）と比

較すると９％減少していることがわかる。

市場が縮小している？それとも競争に負けている？

　左記を言い換えると、直近 10年で売上高

が９％以上減少している場合は、他の店舗に

お客様が流れているといえる。他の店舗とし

ては、地域の大型店やショッピングモール、

インターネットショップが考えられるであろ

う。マーケットはあるので、これらの店舗と

の差別化を図い、持続的な経営を行いたい。



地域データ

販売促進

オススメ
販売促進

店内イベントの利益プラン

③参加者のリピート率

②新規客数

④来店者の客単価

①費用合計

⑤売上高

⑥売上総利益

費用の計算

利益の計算

％

人

円

円

円

円

②×③×④× 12 回

⑤×売上総利益率

集客用のチラシ代、イベントで使用する材料
など、多くても５万円くらい

リピーター化したお客様が年 12 回来店する
と仮定。

店内イベントに参加する新規客
（今まで来店していなかったお客様）の数

目標とするリピート率。100％を目指そう

16

店内イベント

　近年、小規模店舗（特に小売店）から、「大

型店との競争にさらされて売上が減少してい

る」という声を聞くことが多い。品揃えなど

で大型店と差別化を図れれば良いが、なかな

か難しいのが現実である。ここでは品揃えの

差別化ではなく、サービスの差別化により大

型店と差別化を図る方法を紹介したい。

　その方法が、『店内イベント』の実施である。

店内イベントは、安売りイベントなどの販売・

集客イベントと、ミニセミナーなどを通じて

自店の魅力を発信するファンづくりイベント

に大別される。後者はたとえば、鮮魚店の「魚

の捌き方講座」、生花店の「フラワーアレン

ジメント講座」、飲食店の「日本酒飲み比べ会」

などである。講座は、基本的に少人数向けに

店内で開催する。受講した方に、お店のファ

ンになってもらうことを目的としている。地

域全体でこういったイベントを行う『まちゼ

ミ』というものも存在するが、個店でも十分

に開催は可能である。

　最初は常連客向けに小さく開催し、慣れて

きたら頻度をあげても良いだろう。店舗の

ファンになったお客様が、リピーターとして

定期的に訪問することは想像に難くない。



※１　総務省 自治税務局 市町村税課「ふるさと納税に関する現況調査結果」より引用

地域データ

販売促進
07

ふるさと納税

ブログ

ふるさと納税の返礼品 人気商品ランキング！

■ふるさと納税市場は急拡大

　- ふるさと納税の納税件数および納税金額の推移（※１） -

件数 32 25 28 26 25 41 
78 

414 3,310 
⾦額（千円） 1,863 1,099 3,019 1,331 1,125 1,340 2,645 

14,926 

109,686 

平成20年度 24年度 28年度

一番人気！徳島のソウルフード「大野海苔」（6本）

【徳島県鳴門わかめ認証事業所】カットわかめ詰合せ（16g×8pc）

【日本ギフト大賞2016徳島賞】天然鳴門鯛 鯛しゃぶセット（3～4人前）

　徳島市の人気商品ランキングは以下のとおりである。地元産食材の人気が高いことが伺
える。新たに商品開発を行う場合は、徳島市だけでなく他の市区町村の人気商品なども確
認して、どのような商品が選ばれるのかを検討したい。

17

ふるさとチョイスの徳島市のページ「お気に入り数ランキング（平成 30年８月28日現在）」より引用

「ふるさと納税」の返礼品市場は新たなビジネス機会

　食料品製造業やサービス業

は「ふるさと納税」を新たな

ビジネス機会として着目した

い。多くの地方自治体が「ふ

るさと納税」の返礼品に中小

企業の加工品（地域特産品）

や、宿泊・体験型のサービス

などを扱っている。

　総務省の調査によれば、徳

島市の平成28 年度のふるさ

と納税件数は 3,310 件で、

金額は1.1 億円となってい

る。件数、金額とも急拡大し

ていることが読み取れる。



地域データ

販売促進

オススメ
販売促進

ブログの利益プラン

①ブログの作成費用

③ブログの月間閲覧者数

④閲覧者のうち来店する割合

⑤来店者の客単価

②費用合計

⑥売上高 ⑦売上総利益

費用の計算

利益の計算（ブログによる店舗への来店誘導）

円

人

円

円円

％

円

①と同じ

③×④×⑤ ⑥×売上総利益率

目標人数。
半年で月 1,000 人を目指したい

一般的には 0.1％〜１％。
困ったら 0.5％

無料で作成可能。5 万円くらいで
業者に依頼すると、デザインにも
こだわれる

18

ブログ

　ブログとはインターネット上の日記のよう

なものである。販売促進に活用されることも

多く、近年では自社ホームページの代わりに

している事業者も多い。最大の利点は、日記

（記事）が蓄積されていくことである。記事

が蓄積されると、誰かが検索したときに表示

される可能性が高くなる。すると、多くの人

がブログをみてくれるようになり、そのうち、

興味を持ったお客様が来店・購入してくれる

可能性が高まる。

　特にブログによる販売促進をオススメした

いのが小売業である。ブログを始める事業者

は多いが、成果があがる前にやめてしまう

事業者が多いのも事実。だいたい、記事が

100 ～ 150 本くらいになると成果があがり

始めると言われるが、これだけ続けるのは実

際、大変なのである。しかし、小売業であれ

ば話は違う。小売業は、毎日商品を仕入れて

いる。つまり、毎日、記事のネタが自然に生

まれているといえる。たとえば、鮮魚店であ

れば「今日の鯖は○○産。特徴は××」「今

日のアジは脂が乗っている。オススメ料理は

○○」などという記事の投稿ができる。つま

り、店頭での謳い文句をそのまま記事にすれ

ばよいのである。

　無料で簡単に始められる点、記事の蓄積に

より販売促進効果がどんどん上がる点から、

現代の最強の販売促進といえるブログ。まだ

未活用の事業者は、ぜひ、導入を検討してみ

てほしい。



※１　経済産業省「電子商取引に関する市場調査の結果を取りまとめました～国内 BtoC-EC 市場規模が 16.5 兆円に成長。

　　　国内 CtoC-EC 市場も拡大～」より引用

全国データ

販売促進
08

EC市場

インターネット広告

80歳代女性経営者がＥＣ市場で奮闘事例

19

■ EC市場の拡大が続く　- EC市場の推移（※１） -

7.8 8.5 
9.5 

11.2 
12.8 

13.8 
15.1 

16.5 

2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年

（兆円）

拡大する EC市場

　80歳代の女性がひとりで切り盛りする、

大通り沿いの小さなアメカジ専門店。数年前、

この店の女性経営者は、地元で開催された「ブ

ログ活用セミナー」を受講したのをきっかけ

に、お店のブログを開設した。PC の扱いは

不慣れなので、ガラケーでメールを送るよう

な感覚で書けるサービスを利用した。

　ブログの記事は、仕入れた商品の写真と価

格、特徴や問い合わせ先などに３行程度の文

章を添えるシンプルな内容だが、毎日継続し

て更新を続けたところ、ブログを読んだと思

われる消費者からの問い合わせが徐々に増え

ていった。現在では、売り上げの大半をＥＣ

で賄っているという。

　ＥＣ（インターネット販売）市場の拡大が

著しい。ＥＣ市場は 2017 年（平成 29 年）

に 16.5 兆円まで拡大しており、今後も急成

長していくことが予測されている。

　地域の人口が減少することを前提とすれ

ば、店舗型ビジネスを営んでいる限り、顧客

の絶対数の減少は必然である。そのなかで、

客数を増やすためには２つの方法しかない。

　一つ目は、集客力を高めマーケットシェア

を増やす方法。もう一つが市場を広く捉える

方法である。「市場を広く捉える」とは、端

的にいうと、地元住民以外にも商品を販売す

るということを意味する。

　経営資源が限られている中小企業にとって

前者の戦略を取ることは難しいであろう。す

ると、取るべき戦略は後者となる。現在では

インターネットの活用によって、容易に全国

に商品を販売することができる。中小企業こ

そこれを活用し、販路を拡大する方法を検討・

実施したい。



全国データ

販売促進

オススメ
販売促進

インターネット広告（１ヶ月間のテスト広告を想定）の利益プラン

▶
一
番
上
の
﹁
広
告
﹂
と
示
さ
れ

て
い
る
部
分
が
、
広
告
に
よ
�
て

表
示
さ
れ
た
情
報
で
あ
る
。

①インターネット広告予算 ④広告経由のホームページの閲覧者数

②クリック単価

⑤閲覧者のうち購入する割合

⑥販売する商品の価格

③費用合計

⑦売上高

⑧売上総利益

費用の計算 利益の計算

円 人

円
％

円

円①と同じ

①÷②

④×⑤×⑥

×売上総利益率

任意の金額

迷ったら 100 円。
無料で調べることもできます。

1%～ 10％くらい。
困ったら 1％
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インターネット広告

　近年、インターネット広告という、インター

ネット検索に対する広告手法がよく使われて

いる。

　たとえば、東京商工会議所は『商工会　東

京』というキーワードに対し、広告をかけて

いる。これにより、誰かが『商工会　東京』

と検索した場合、最上部に東京商工会議所の

ページが表示される（右下写真）。

　広告料の仕組みは単純である。誰かが、広

告のかかったページをクリックすると料金が

発生する。誰もクリックしなければ一切、料

金はかからない。料金は、検索キーワード

ごとに設定されている。たとえば、『商工会　

東京』という検索キーワードであればクリッ

ク単価は 100 円前後であろうか。

　優れた点は、一日ごとの広告費上限を決め

られる点である。一日あたり 2,000 円の広

告費に抑えたい場合、設定すれば、これ以上

の広告費はかからない。また、表示されるエ

リアなども指定することができる。

　まずは少額からテストし、費用対効果がプ

ラスであれば広告費を増やせばよいだろう。



※ここでいう新商品・新サービスについては、商品・サービス発売予定または発売後おおむね６ヶ月以内を目安としてお考え下さい。

※本サービスは新聞・雑誌、放送等での掲載・放映を保証するものではありません。
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　徳島商工会議所では、中小企業・小規模事業者様の情報発信をサポートするため徳島県商工会
議所連合会・徳島県商工会連合会・徳島県中小企業団体中央会と連携し「新商品・新サービス合
同プレス発表会」を開催いたします。マスコミ記者を前に貴社の新商品・新サービスについて発
表いただきます。また、発表後には記者や参加者と自由に交流いただける機会も設けます。
　ぜひこの機会に皆様イチオシの新商品・新サービスを PRしてください！

◆内容

◆参加特典

新商品・新サービス合同プレス発表会

中小企業・小規模事業者のための

徳島商工会議所会報「会議所だより とくしま」でのご紹介

徳島商工会議所および各商工団体のホームページ・SNSサイトでのご紹介

徳島経済産業会館（KIZUNAプラザ）玄関ホール電子掲示板でのご紹介

プレゼンテーションについて支援します

　当所会報でご紹介いたします。全会員 4,000 社や全国の商工会議所に向けたアピールが行えます。

　当所や各商工団体のホームページ・SNSサイト上にて、貴社商品・サービスのご紹介をいたします。

　徳島経済産業会館（KIZUNAプラザ）玄関ロビーの電子掲示板にて、貴社商品・サービスのご紹介を
いたします。

　発表会の前に、PR資料の作り方やプレゼンテーションの方法について学ぶことができます。

第１部　プレス発表会（１時間）

各社５分程度で直接マスコミ記者に新商
品・新サービスについて発表いただきます。
※発表資料をご準備いただきます。

マスコミや参加者との情報交換など自由交
流。この時間を使って試食やデモンストレー
ションを行っていただく事が可能です。

第2部　交流会（30分）

◆日時  4 月・7 月・10 月・1 月：下旬頃　       13：00～ 14：30
　　　　　　  その他の月：第３火曜日　13：30～ 15：00
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※１回 １時間３０分程度

徳島商工会議所１階　小会議室（徳島市南末広町５番８−８号）

商工 3 団体会員事業所 2,000 円　非会員事業所 5,000 円

10 社まで

別紙申込書又はホームページにより、徳島商工会議所総務企画部まで
ご連絡下さい。　http://www.tokushimacci.or.jp

◆会場

◆参加料

◆定員

◆申込方法

〒 770-8530　徳島市南末広町５番 8-8 号　徳島経済産業会館 (KIZUNAプラザ)１階
TEL　088-653-3211　FAX　088-623-8504
E-Mail  tokucci@tokushimacci.or.jp

協力：徳島県商工会議所連合会　　TEL　088-653-3211　　　　徳島県商工会連合会　　　　TEL　088-623-2014
　　　徳島県中小企業団体中央会　TEL　088-654-4431

徳島商工会議所 又は各商工団体
お問い合わせ・
お申し込み先

マスコミ記者にアピールできるチャンス！



事業計画書雛形
　実施する販売促進が決まったら、事業計画書を作ってみてください。
事業計画書作成を通じて、販売促進のプランを具体的にしていきます。

　商工会議所では、事業計画書を元に、販売促進をサポートします。
できあがった事業計画書を商工会議所に FAX してください。

もちろん、事業計画書作成時のサポートも受け付けています！



事業計画書を作ってみよう！
- 作成時の３つのポイント -

事業の方向性を決めるポイント１

商工会議所が事業者様の「強み」や「事業機会」を一緒に考えるサービスです。
自身では「強み」や「事業機会」が分からない……という方。
ぜひ、お問い合わせください。

商工会議所の「経営分析サービス」

23

　事業計画書とは、経営者の頭のなかにあるざっくりしたアイデアを、実行に向けて具体

化させた書類です。書類に落とし込む過程で、アイデアを整理・洗練させます。実際、事

業計画書を作成している企業の売上げは、作成していない企業に比べて増加している傾向

にあるのです。作成はとても簡単です。

　ここでは、P1で紹介した食堂が「新聞折り込みチラシ」を実行する際の事業計画書を

みながら、作成時の３つのポイントを確認していきます。

　まずは、『経営者として掴みたい市場（事業機会）』を考えます。食堂の場合は、「近

隣に高齢者が増えている」といった市場の動向や、「高齢者は栄養バランスの取れた食

事を求めている」という顧客ニーズがあげられます。

　次に考えるのが、『事業機会を掴むために活かせる自社の武器（強み）』です。この食

堂は「栄養バランスが良い食事メニューを提供している」ことが強みですね！

　ここまで考えると、自然に事業の方向性が決まってきます。事業の方向性は、『栄養

バランスの取れた食事（強み）で、近隣の高齢者（事業機会）を集客する』となりますね。

事業の方向性は、このように『自社の強み』を活かして『事業機会』を掴む！が鉄則です。
この方法がもっとも成功する確率が高いのです。

■ＳWOＴ分析

自社の強み

事業機会・

ビジネスチャンス

栄養バランスが良い食事メニューを提供している

・近隣に高齢者が増えている

・高齢者は栄養バランスの良い食事を求めている



商工会議所の「事業計画書策定支援サービス」

事業計画書のキモは行動計画ポイント２

費用対効果がプラスか確認するポイント３

商工会議所が事業計画書の作成を支援するサービスです。
作成後は、一緒に事業計画の実行までサポートしていきます。
ぜひ、お問い合わせください。
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　事業計画書を作成する上での最大のポイント。それは、行動計画（アクションプラン）

です。「誰が・何を・いつまでに」するのかを書き出していきます。頭のなかにあるざっ

くりしたアイデアを具体化させていく作業ですね。

　最後は数値計画です。いくら良いアイデアであっても、利益が上がらなければ事業と

して成立しません。実行するかどうかのポイントは「費用対効果」です。数値計画の作

成を通じて、費用対効果がプラスになるのかを確認していきましょう。

　本冊子の数値計画では、各ページで計算した「売上高」や「費用合計」を転記すれば

良いようになっています。

次ページに事業計画書の雛形があります

事業計画書を作成してみて、「よし、この計画ならイケる」と思ったら、それは実行する
価値のあるアイデアといえます。ぜひ、実行に移してください！

■販売促進実施に向けた行動計画（アクションプラン）

担当者 いつまでに 何をする

社長 ９月末 新聞折り込みの委託先を決める

チラシ用の料理の写真撮影

チラシのデザイン

娘 ９月末

娘 10月15日

■数値計画

今期見込み前年実績 or
当期見込み

上記販売促進をしなかった場合の 売上高

上記販売促進による 売上高 ー

売上高計　…… ①

各ページで

計算した

「売上高」を転記

822 820

822 823

3



■事業者概要

■ＳWOＴ分析

■１年後の目標売上高

■１年後の目標売上高を達成するためにすること

会社名
（屋号・店舗名）

代表者名

住所

業種

担当者名

電話番号

メール
アドレス

自社の強み

■数値計画

事業機会・

ビジネスチャンス

URL
ホームページを保有していない

現在の売上高
（月商 or 年商） 円 円

１年後の目標売上高

（月商 or 年商）

■従業員

常勤役員の人数
（法人の方のみ）

従業員数
（うち家族）

パート・
アルバイト

人 人（　　　　　　人）

人

■事業環境

市場は拡大しており、今後も売上増加が見込める 市場は横ばいの見込み

市場は縮小する見込み市場は拡大しているが、競合他社との競争が激化する見込み

■今回実施する販売促進

■販売促進実施に向けた行動計画（アクションプラン）

担当者 いつまでに 何をする

１年後目標前年実績 or
当期見込み

上記販売促進をしなかった場合の 売上高

上記販売促進による 売上高

上記販売促進をしなかった場合の 経費

ー

ー上記販売促進にかかる 経費

売上高計　…… ①

売上総利益（①×売上総利益率）…… ②

経費計　……　③

営業利益　（＝②ー③）

各ページで

計算した

「費用合計」を転記

事業計画書

各ページで

計算した

「売上高」を転記

徳島商工会議所　FAX：088-623-8504
※FAXは P25／ P26の見開きでお送りください

本事業計画書は当所ホームページから
もダウンロードできます。

http://www.tokushimacci.or.jp
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■事業者概要

■ＳWOＴ分析

■１年後の目標売上高

■１年後の目標売上高を達成するためにすること

会社名
（屋号・店舗名）

代表者名

住所

業種

担当者名

電話番号

メール
アドレス

自社の強み

■数値計画

事業機会・

ビジネスチャンス

URL
ホームページを保有していない

現在の売上高
（月商 or 年商） 円 円

１年後の目標売上高

（月商 or 年商）

■従業員

常勤役員の人数
（法人の方のみ）

従業員数
（うち家族）

パート・
アルバイト

人 人（　　　　　　人）

人

■事業環境

市場は拡大しており、今後も売上増加が見込める 市場は横ばいの見込み

市場は縮小する見込み市場は拡大しているが、競合他社との競争が激化する見込み

■今回実施する販売促進

■販売促進実施に向けた行動計画（アクションプラン）

担当者 いつまでに 何をする

１年後目標前年実績 or
当期見込み

上記販売促進をしなかった場合の 売上高

上記販売促進による 売上高

上記販売促進をしなかった場合の 経費

ー

ー上記販売促進にかかる 経費

売上高計　…… ①

売上総利益（①×売上総利益率）…… ②

経費計　……　③

営業利益　（＝②ー③）

各ページで

計算した

「費用合計」を転記

事業計画書

各ページで

計算した

「売上高」を転記
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〒 770-8530
徳島市南末広町５番 8-8 号
徳島経済産業会館 (KIZUNAプラザ)１階

TEL　  088-653-3211　FAX　088-623-8504

http://www.tokushimacci.or.jp
E-Mail  keieishien@tokushimacci.or.jp

徳島商工会議所 中小企業相談所


