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実践的エリアマーケティング分析システム　Final Marketing　について
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　　弊社システムの大きな特長について

弊社はエリアマーケティングの実務コンサルティングを行う会社で、豊富なコンサルティング実績と、
様々な業種へのシステム供給実績があります！

１．マーケティングコンサル会社が実践に基づいて開発したカユいところに手が届くシステム

他社のように現場がわからないシステム側の人間が開発したシステムではありません。多くの業種、企業の課題解決のために
コンサルティング現場のニーズを実現するために自社開発した全国で唯一のエリアマーケティングシステムです。
ですので、簡単な操作で　専門的な商圏分析と顧客データ分析→折り込みチラシ戦略・ポスティング戦略→効果検証
が行えます。大事なのはエリア分析をもとに販促まで簡単に行えることです。折込み・ポスティングまで行えるのは弊社システム
のみです。（大手折り込み会社、印刷会社と提携して開発しています。）
本当に重要なエリアはどこか？これが分析できないと意味がありません。それを可能にするために弊社は、日本初の推計年収
データ開発を始め、国勢調査データのクロス分析、エリアの勢いをみるための経年変化分析、営業品目ごとの購買力がわかる
推計消費出分析等、他社に出来ない分析が可能です。（これらもコンサルティング現場で開発しました。）
また、自社データ（顧客データ、他社競合データ等）のエリア分析が重要ですが、ポイントを地図にプロットするスピード・精度が
早く、番号レベルでプロットすることが可能です。（他社のものは番地レベルです。）また、プロットするだけでなく、売上げ等での
属性分析や、丁目単位での売上げの多寡等を見るエリア分析、自社シェア推移を簡単に把握できるシェア分析が出来ます。
また、分析結果を話題のGoogleEarthに連動してより詳細に立体的に見ることが出来ます。（無償サービスでは日本初）
オプションで、自社の作りたい雛形にそった、「自動帳票作成プログラム」もご提供します。

　　　　※商圏分析結果を眺めるだけでは、何も成果はあがりません。そうしたシステム導入企業が多いのです。

こうしたシステム本来の優位性以上に評価をいただいており重要なことは、せっかくのシステムを長きにわたって活用いただけ
るために、導入後のこまかなコンサルティングが行えることです。複雑な分析実務やレポートの作成等もお手伝いできます　。
（他社システムはシステムの保守・メンテのみです。）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
また、お使いいただくなかでのご要望をお聞きし、御社ニーズを汲んだ新たなカスタマイズやメニュー開発を行います。　　　　　
これも他社では出来ないことで高い評価をいただいています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
このような、専門的なフォローなしでは、せっかくのシステムも活用されないまま終わってしまいます。

　　　※システム導入後、うまく活用できずホコリを被ってしまう、そうしたシステム導入企業が多いのです。

２．システム導入後もマーケティングコンサル会社が実務とシステム面をお手伝い
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１．統計データクロスメニュー選択の簡便性（どの項目でクロス分析出来るか一目で判断）

２．統計データ分析手法が多様。（目的に合わせた分析手法を準備）

　・実数（各町の対象データの総数）　　・密度　（全ての町を１k㎡に換算）　・割合（町の総世帯に占める対象世帯の割合）　の3種で分析。

　割合でターゲット含有率が高い町を探し、密度で効率が良いかどうかを判断。実数でターゲット層を把握。

３．国勢調査データ2期分を使ってエリアの経年変化分析（ターゲット層が増えているエリアや、勢いのあるエリアの抽出）が出来る 。

４．推計消費支出データを町単位で内蔵し、それを町単位での合算集計と世帯平均で分析。

５．丁目レベルに推計計算した昼間人口データを内蔵　

６．地価データ（公示地価、基準地価）を内蔵。10年分内蔵（新しいものは自動更新）し、経年分析も可能。

７．新聞折込チラシ計画作成メニュー。　折込計画自動作成、効果分析機能を標準装備。日本全国全紙データあり。

８．ポスティング計画作成メニュー（効果分析機能も）。（新聞購読率の大幅低下を背景に今後もポスティングニーズは強い）

９．ユーザーデータを標準で号レベルでプロット。　目的に合わせて、番地レベル・号レベル双方での大量データの高速プロットが可能。

１０．各種分析結果に基づいた丁目別分析データ表を自動作成。ランキング等も付加されわかりやすい資料作成が瞬時で可能。

１１．商圏分析結果で得られた重要エリア内の顧客帳票を自動作成。

　　　※商圏分析結果に基づいた顧客抽出→ex.DM等が可能。　エリア分析結果を基に顧客データを抽出できるエリアＣＲＭが簡単にできる。

１２．GoogleEarthと連動する機能があり、各種分析結果やプロット状態を自動的にGoogleEarth上で見ることが出来る。

１３．顧客ニーズの合わせた自動帳票（レポート）作成機能（各種提案書、報告書作成時間の大幅軽減）

１４．複数のデータを用いて分析を行い、重要エリアや課題エリアの抽出を行うことがエリアマーケティングの最大の目的であるが、　　　　　　　　
　弊社システムは、独自のポジショニング分析の考えに基づき各種統計データ（国勢調査データ、推計消費支出、昼間人口、国勢調査データ　
　2期分により経年変化）を目的に合わせ選び、クロス分析を行いエリアのポジションを細かくわかりやすく解析出来る。　また、ユーザーデータ　
　（来場者数、購買額、購買額増減率等）を用いたポジショニング分析が可能。ex.ターゲット顧客層の増減率（国勢調査データの経年変化分析）
　×顧客の購買額の2年分の増減率等）　

　各種統計データ、ユーザーデータを駆使した細かな分析手法により、常にその時点での重要エリアが把握でき、適切な販促策を実施・検証　　
　が行える。　戦略立案→戦術策定→効果測定を一気通貫で行える実践的にこだわったエリアマーケティングシステムです。

弊社システムのオリジナル機能、メニュー
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ａ）基礎分析　　　　　　　　・・・４・５Ｐ　　各種統計データを用いてターゲットセグメントに基づいたエリア分析

ｂ）ポジショニング分析　　　・・・６Ｐ　　　　弊社独自のクロスデータ分析でエリアポテンシャルを細かく分析

ｃ）重要エリアの選定　　　　・・・７Ｐ　　　　統計データ的にみた（潜在的）重要エリアを抽出

ｄ）販促計画　　　　　　　　・・・８Ｐ　　　　潜在顧客（新規顧客）獲得のための効果的・効率的な販促計画立案

ｅ）販促効果分析　　　　　　 ・・・９Ｐ　　　販促策実施後の効果分析を行い、次回販促の精度向上

１．１．商圏分析商圏分析とと販促販促計画計画

２．２．顧客分析顧客分析とと販促販促計画計画

ａ）顧客分布　　　　　　　　 ・・・１０Ｐ　　顧客データプロット・エリア集計による実勢商圏把握

ｂ）顧客属性による分析　　　・・・１１Ｐ　　顧客属性別のエリア分析　

ｃ）重要エリアの選定　　　　・・・１２Ｐ　　統計データと顧客データをクロスさせ、重要エリア・課題エリアを抽出

ｄ）折込・ポスティング計画　・・・１３Ｐ　　上記分析によりリアルタイム（ex.四半期毎）での強化エリアに販促実施

ピンポイントエリアマーケティングシステム　Ｆｉｎａｌ　Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ 活用の流れ（目次）

　　　　　　３．３．重要エリアの補完分析重要エリアの補完分析　　　　　　　　

a ）重要エリアの人口ピラミッド・・１４Ｐ　　年代構成・男女比からエリア傾向を細かく把握

b ）重要エリアのエリアＣＲＭ・・・１５Ｐ　　１．２で抽出した重要エリア・課題エリア在住の顧客データをリスト化

c ） GoogleEarth出力　　　　　・・・１６Ｐ　　1、２で抽出した重要エリア・課題エリアを空撮写真、３Ｄ地図で把握

d ）その他機能１　　　　　　 ・・・１７Ｐ　　分析結果を自動リスト化（ターゲット層別丁目ランキング等）

e ）その他機能２　　　　　　 ・・・１８Ｐ　　エリア別各種地価ポテンシャル分析、自動レポート作成　
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システム活用の流れ

半径500m圏

某案件の設定商圏を基に弊社システムで行う分析作業を説明し
ます。

ａ）基礎分析

ｂ）ポジショニング分析

ｃ）重要エリアの選定

ｄ）販促計画

ｅ）販促効果分析

１．１．商圏分析商圏分析とと販促販促計画計画

２．２．顧客分析顧客分析とと販促販促計画計画

ａ）顧客分布

ｂ）顧客属性による分析

ｃ）重要エリアの選定

ｄ）折込・ポスティング計画

システムの実践　顧客データを活かすピンポイント・エリアマーケティング

案件A

半径1km圏

半径2km圏

　　　　　　３．３．重要エリアの補完分析重要エリアの補完分析　　　　　　　　

a ）重要エリアの人口ピラミッド

b ）重要エリアのエリアＣＲＭ

c ） GoogleEarth出力

d ）その他機能１

e ）その他機能２
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【基礎分析の一例】
※国勢調査データ２０００年、２００５年のクロス分析データ
　２０００－２００５年の各種経年変化分析、推計年収、　　
　各種推計消費支出、昼間人口等の統計データ、加工デー
　タが活用出来ます。

これらの分析は丁目単位で１．実数　２．密度　３．割合で
分析できます。１は絶対数を２は全ての町を同じ面積換算で
比較、３は世帯数あたりの該当世帯で、ポスティング等の　
ヒット率を重視する際に最適です。

2005年国勢調査（実数および密度）
世帯数
人口
年代別人口
　（年代別：20歳代、30歳代、40歳代、50歳代、60歳代、30-59歳）
専門的・技術的職業
持家等

2000-2005年国勢調査経年変化
（増減数および増減率）
世帯数
人口
年代別人口
　（年代別：20歳代、30歳代、40歳代、50歳代、60歳代）等

推計消費支出
食費
住居費
家賃
被服及び履物費
教養娯楽費等　等

昼間人口
総数
男性
女性
昼夜間人口差等

1．商圏分析と販促計画　　

例：国勢調査
持ち家150㎡以上（密度）　　　　　　　　　　

a）基礎分析

１．１．商圏分析商圏分析とと販促販促計画計画

２．２．顧客分析顧客分析とと販促販促計画計画

目次目次

ａ）顧客分布

ｂ）顧客属性による分析

ｃ）重要エリアの選定

ｄ）折込・ポスティング計画

　　　　　　３．３．重要エリアの補完分析重要エリアの補完分析　　　　　　　　

a ）重要エリアの

　　　　　人口ピラミッド

b ）重要エリアの

　　　　　エリアＣＲＭ

c ） GoogleEarth出力

d ）その他機能１

e ）その他機能２

※シルバー、富裕、子育て層をセグメントするデータも整備されています！

例：推計年収
700～1000万×40歳代×持ち家（割合）

ａ）基礎分析

ｂ）ポジショニング分析

ｃ）重要エリアの選定

ｄ）販促計画

ｅ）販促効果分析
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▼ご覧になりたいパートを
マウスでクリックしてください

1．商圏分析と販促計画 ｂ）ポジショニング分析

例：2005年国勢調査と推計消費支出
一戸建て世帯数×世帯平均住居費

【ポジショニング分析の一例】

2005年国勢調査データと
推計消費支出データの相関関係
30-59歳人口×食費+家具・家事用品費+被服及び履物費
30-59歳人口×食費+家具・家事用品費+被服及び履物費世帯平均
専門的・技術的職業×食費+家具・家事用品費+被服及び履物費
専門的・技術的職業×食費+家具・家事用品費
　+被服及び履物費世帯平均
持家×食費+家具・家事用品費+被服及び履物費
持家×食費+家具・家事用品費+被服及び履物費世帯平均

2005年国勢調査データと
2000-2005年国勢調査経年変化データの
相関関係
世帯数×世帯増減率
人口×人口増減率
年代別人口×年代別人口増減率
　（年代別：20歳代、30歳代、40歳代、50歳代、60歳代）

例：2005年国勢調査と推計消費支出
未就学児童のいる2世帯住宅×補習教育（塾等）

※複数の異なるデータをX軸（横軸）、Y軸（縦軸）として　　
　クロス分析を行い、重要エリアの抽出が行えます。　　　　
　ターゲット層が多くても、彼らの購買志向が強くなければ
　商品が売れない時代です。最先端の機能がこの分析を
　可能にしました。

１．１．商圏分析商圏分析とと販促販促計画計画

２．２．顧客分析顧客分析とと販促販促計画計画

目次目次

ａ）顧客分布

ｂ）顧客属性による分析

ｃ）重要エリアの選定

ｄ）折込・ポスティング計画

　　　　　　３．３．重要エリアの補完分析重要エリアの補完分析　　　　　　　　

a ）重要エリアの

　　　　　人口ピラミッド

b ）重要エリアの

　　　　　エリアＣＲＭ

c ） GoogleEarth出力

d ）その他機能１

e ）その他機能２

ａ）基礎分析

ｂ）ポジショニング分析

ｃ）重要エリアの選定

ｄ）販促計画

ｅ）販促効果分析
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1．商圏分析と販促計画 ｃ）重要エリアの選定

ポジショニング分析手法による分析の一例です。国調データ×国調データ、国調データ×経年変化
分析、国調データ×推計消費、経年変化×推計消費、国調データ×昼間人口、
国調データ×自社データ（顧客数、顧客売上げ集計、売上げ推移）等様々な組み合わせが
可能です。

設定商圏内で持ち家増加率が10％以上で、可処分所得が高い（世帯平均37万以上）の
丁目を重要エリアと設定。

ポジショニング分析 持ち家増減率×世帯平均教養娯楽費

１．１．商圏分析商圏分析とと販促販促計画計画

２．２．顧客分析顧客分析とと販促販促計画計画

目次目次

ａ）顧客分布

ｂ）顧客属性による分析

ｃ）重要エリアの選定

ｄ）折込・ポスティング計画

　　　　　　３．３．重要エリアの補完分析重要エリアの補完分析　　　　　　　　

a ）重要エリアの

　　　　　人口ピラミッド

b ）重要エリアの

　　　　　エリアＣＲＭ

c ） GoogleEarth出力

d ）その他機能１

e ）その他機能２

重
要
エ
リ
ア

ａ）基礎分析

ｂ）ポジショニング分析

ｃ）重要エリアの選定

ｄ）販促計画

ｅ）販促効果分析
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1．商圏分析と販促計画 ｄ）販促計画

案①重要エリアの町丁目にのみ折込（購読部数を面積按分する）
　　　朝日・読売・西日本の重要エリアかかる販売店に対して、折込計画を作成。

案②最重要エリアの町丁目のみにポスティング

　　新聞購読率が大幅低下している中、重要エリアの中でもさらに重要な最重要エリア　

　　への到達率を高めるためにポスティング計画を作成。　

システムの販促計画支援メニューで、簡単に各種戦略に基づいた折込計画とポスティ
ング計画が自動で作成出来ます。
システム内に日本全国・全紙の折込販売店データを網羅してあります。

折込計画の一例

１．１．商圏分析商圏分析とと販促販促計画計画

２．２．顧客分析顧客分析とと販促販促計画計画

目次目次

ａ）顧客分布

ｂ）顧客属性による分析

ｃ）重要エリアの選定

ｄ）折込・ポスティング計画

　　　　　　３．３．重要エリアの補完分析重要エリアの補完分析　　　　　　

※弊社クライアント事例で平均的に　
折り込みチラシ経費の２～４割の無駄
がカットできます。

a ）重要エリアの

　　　　　人口ピラミッド

b ）重要エリアの

　　　　　エリアＣＲＭ

c ） GoogleEarth出力

d ）その他機能１

e ）その他機能２

ａ）基礎分析

ｂ）ポジショニング分析

ｃ）重要エリアの選定

ｄ）販促計画

ｅ）販促効果分析



MarketScopeMarketScope Inc.Inc. 9

1．商圏分析と販促計画 ｅ）販促効果分析

案①の折込計画実施後のXX人のレスポンス顧客データをもとに販売店ごとの
レスポンス数・レスポンス率を集計分析します。
この結果を基に次回の折込計画を立案していきます。

システムの折込効果分析メニューで、折込後のレスポンス顧客データを自動計算し、
効果分析を行います。

折込効果分析の一例１．１．商圏分析商圏分析とと販促販促計画計画

２．２．顧客分析顧客分析とと販促販促計画計画

目次目次

ａ）顧客分布

ｂ）顧客属性による分析

ｃ）重要エリアの選定

ｄ）折込・ポスティング計画

　　　　　　３．３．重要エリアの補完分析重要エリアの補完分析　　　　　　

a ）重要エリアの

　　　　　人口ピラミッド

b ）重要エリアの

　　　　　エリアＣＲＭ

c ） GoogleEarth出力

d ）その他機能１

e ）その他機能２

ａ）基礎分析

ｂ）ポジショニング分析

ｃ）重要エリアの選定

ｄ）販促計画

ｅ）販促効果分析
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２．顧客分析と販促計画 ａ）顧客分布

【顧客データプロット・分析の一例】

約ＸＸＸ件の顧客データを用いています。
単純なプロットや丁目単位での集計による顧客
数での色分けを行っています。

全顧客数　町丁目別集計　　　　　　　　

顧客分布　　　　　　　　　　　　　　　　　 システムのユーザーデータメニューで、膨大な顧客
データや店舗データをピンポイントでプロット出来
ます。従来のシステムと違い。数十万件レベルの
データも高速でプロット・分析が可能です。
また、オプション機能により号レベルでのプロットも
可能になりました。

※顧客データを活用できる場合です

１．１．商圏分析商圏分析とと販促販促計画計画

２．２．顧客分析顧客分析とと販促販促計画計画

目次目次

ａ）顧客分布

ｂ）顧客属性による分析

ｃ）重要エリアの選定

ｄ）折込・ポスティング計画

　　　　　　３．３．重要エリアの補完分析重要エリアの補完分析　　　　　　　　

a ）重要エリアの

　　　　　人口ピラミッド

b ）重要エリアの

　　　　　エリアＣＲＭ

c ） GoogleEarth出力

d ）その他機能１

e ）その他機能２

ａ）基礎分析

ｂ）ポジショニング分析

ｃ）重要エリアの選定

ｄ）販促計画

ｅ）販促効果分析
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２．顧客分析と販促計画 ｂ）顧客属性による分析

システムのユーザーデータメニューで、顧客属性
（性別、年齢、職業、購買関連データ）での分析
も簡単に行えます。
弊社の提唱するエリアCRMです。
Ex.売上げ額が伸びているエリアや顧客シェアが減少し
ているエリア等が抽出できます。

例：顧客分析
全顧客　売り上げ金額帯別色分け

例：シェア分析
ターゲット顧客市場シェア

【今回行った顧客属性での分析】

全顧客
全顧客分布
町丁目別 全顧客数
町丁目別 全顧客 2007年売上
町丁目別 全顧客 2006-2007年売上増減額
町丁目別 全顧客 2006-2007年売上増減率
町丁目別 全顧客 2007年 衣料品売上
町丁目別 全顧客 2007年 家庭用品売上
町丁目別 全顧客 2007年 食料品売上
全顧客シェア

購入金額が年額50万円以上の顧客
顧客分布
町丁目別 顧客数
顧客シェア

年間１２回以上来店のある顧客
顧客分布
町丁目別 顧客数
顧客シェア

離反客（1年間購入がない顧客）
顧客分布
町丁目別 顧客数
顧客シェア

※顧客データを活用できる場合です

１．１．商圏分析商圏分析とと販促販促計画計画

２．２．顧客分析顧客分析とと販促販促計画計画

目次目次

ａ）顧客分布

ｂ）顧客属性による分析

ｃ）重要エリアの選定

ｄ）折込・ポスティング計画

　　　　　　３．３．重要エリアの補完分析重要エリアの補完分析　　　　　　　　

a ）重要エリアの

　　　　　人口ピラミッド

b ）重要エリアの

　　　　　エリアＣＲＭ

c ） GoogleEarth出力

d ）その他機能１

e ）その他機能２

ａ）基礎分析

ｂ）ポジショニング分析

ｃ）重要エリアの選定

ｄ）販促計画

ｅ）販促効果分析
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２．顧客分析と販促計画 ｃ）重要エリアの選定

統計データと顧客データをクロスしたポジショニング分析から重要エリアのセグメントが自動

で行えます。

この事例では、未就学児童のいる核家族世帯が5％以上増加し、売上が約２％以上増
加したエリアを重要エリアとして設定しています。
業種によっては、エリアのポテンシャルが伸びているにもかかわらず、自社の売り上げや
シェアが伸びていない丁目を重要エリアとして、定点観測しています。

ポジショニング分析 対象世帯増減率×2006-2007売上増減率
１．１．商圏分析商圏分析とと販促販促計画計画

２．２．顧客分析顧客分析とと販促販促計画計画

目次目次

ａ）顧客分布

ｂ）顧客属性による分析

ｃ）重要エリアの選定

ｄ）折込・ポスティング計画

　　　　３．３．重要エリアの補完分析重要エリアの補完分析　　　　　　

a ）重要エリアの

　　　　　人口ピラミッド

b ）重要エリアの

　　　　　エリアＣＲＭ

c ） GoogleEarth出力

d ）その他機能１

e ）その他機能２

ａ）基礎分析

ｂ）ポジショニング分析

ｃ）重要エリアの選定

ｄ）販促計画

ｅ）販促効果分析
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２．顧客分析と販促計画 ｄ）折込・ポスティング計画

案①重要エリアの町丁目にのみ折込（購読部数を面積按分する）
　　　朝日・読売・西日本の重要エリアかかる販売店に対して、折込計画を作成。

案②最重要エリアの町丁目のみにポスティング（購読部数を面積按分する）

　　新聞購読率が大幅低下している中、重要エリアの中でもさらに重要な最重要エリア　

　　への到達率を高めるためにポスティング計画を作成。　

システムの販促計画支援メニューで、統計データと顧客データのクロスによるポジショ
ニング分析でリアルタイムで重要なエリアを抽出し、そこに効果的・効率的な販促を
行います。

折込計画の一例

１．１．商圏分析商圏分析とと販促販促計画計画

２．２．顧客分析顧客分析とと販促販促計画計画

目次目次

ａ）顧客分布

ｂ）顧客属性による分析

ｃ）重要エリアの選定

ｄ）折込・ポスティング計画

　　３．３．重要エリアの補完分析重要エリアの補完分析　　　　

※弊社クライアント事例で平均
的に　折り込みチラシ経費の３
～５割の無駄がカットできます。

a ）重要エリアの

　　　　　人口ピラミッド

b ）重要エリアの

　　　　　エリアＣＲＭ

c ） GoogleEarth出力

d ）その他機能１

e ）その他機能２

ａ）基礎分析

ｂ）ポジショニング分析

ｃ）重要エリアの選定

ｄ）販促計画

ｅ）販促効果分析
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３．重要エリアの補完分析　a）重要エリアの人口ピラミッド

商圏分析結果を基に、30-59歳人口が多く、世帯あたりの購買力が
高いエリアを重要エリアとしています。　

重要エリアの人口ピラミッド

重要エリア

ポジショニング分析
30－59歳人口×世帯平均食費+家具・家事用品費+被服及び履物費

※外食費、被服費、教育費等あらゆる業種を網羅した
各種推計消費支出データが多く用意されています。

１．１．商圏分析商圏分析とと販促販促計画計画

２．２．顧客分析顧客分析とと販促販促計画計画

目次目次

ａ）顧客分布

ｂ）顧客属性による分析

ｃ）重要エリアの選定

ｄ）折込・ポスティング計画

　　　　　　３．３．重要エリアの補完分析重要エリアの補完分析　　　　　　　　

a ）重要エリアの

　　　　　人口ピラミッド

b ）重要エリアの

　　　　　エリアＣＲＭ

c ） GoogleEarth出力

d ）その他機能１

e ）その他機能２

ａ）基礎分析

ｂ）ポジショニング分析

ｃ）重要エリアの選定

ｄ）販促計画

ｅ）販促効果分析
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３．重要エリアの補完分析　b）重要エリアのエリアＣＲＭ

ポジショニング分析で抽出した重要エリアに居住する顧客（ex.離反客）を
自動的にリスト化します。　

重要エリア

ポジショニング分析
30－59歳人口×世帯平均食費+家具・家事用品費+被服及び履物費

重要エリア居住離反顧客リスト作成

１．１．商圏分析商圏分析とと販促販促計画計画

２．２．顧客分析顧客分析とと販促販促計画計画

目次目次

ａ）顧客分布

ｂ）顧客属性による分析

ｃ）重要エリアの選定

ｄ）折込・ポスティング計画

　　　　　　３．３．重要エリアの補完分析重要エリアの補完分析　　　　　　　　
　　　　　　

a ）重要エリアの

　　　　　人口ピラミッド

b ）重要エリアの

　　　　　エリアＣＲＭ

c ） GoogleEarth出力

d ）その他機能１

e ）その他機能２

ａ）基礎分析

ｂ）ポジショニング分析

ｃ）重要エリアの選定

ｄ）販促計画

ｅ）販促効果分析
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３．重要エリアの補完分析 c） Google Earth 出力

ＦｉｎａｌＭａｒｋｅｔｉｎｇ（エリアマーケティングシステム）では商圏分析した結果を
Google Earth上に展開することができます。これにより、重要エリアの細かな
地理的な情報を容易に得ることができます。１．１．商圏分析商圏分析とと販促販促計画計画

２．２．顧客分析顧客分析とと販促販促計画計画

目次目次

ａ）顧客分布

ｂ）顧客属性による分析

ｃ）重要エリアの選定

ｄ）折込・ポスティング計画

　　　　　　３．３．重要エリアの補完分析重要エリアの補完分析　　　　　　　　
　　　　　　　　

a ）重要エリアの

　　　　　人口ピラミッド

b ）重要エリアの

　　　　　エリアＣＲＭ

c ） GoogleEarth出力

d ）その他機能１

e ）その他機能２

ａ）基礎分析

ｂ）ポジショニング分析

ｃ）重要エリアの選定

ｄ）販促計画

ｅ）販促効果分析



MarketScopeMarketScope Inc.Inc. 17

３．重要エリアの補完分析 d） その他機能１

・複数商圏を同時に分析（複数の案件を同じ条件で動じ分析（比較が簡単）
・分析結果の自動リスト作成（分析項目別ランキングや各種統計値を一覧）
・分析結果の自動グラフ作成（統計データ、ユーザーデータ）
・男女別人口ピラミッドの作成（任意のエリアでも自動作成）

１．１．商圏分析商圏分析とと販促販促計画計画

２．２．顧客分析顧客分析とと販促販促計画計画

目次目次

ａ）顧客分布

ｂ）顧客属性による分析

ｃ）重要エリアの選定

ｄ）折込・ポスティング計画

分析結果リスト 分析結果グラフ

人口ピラミッド　　　　　　３．３．重要エリアの補完分析重要エリアの補完分析　　　　　　　　

a ）重要エリアの

　　　　　人口ピラミッド

b ）重要エリアの

　　　　　エリアＣＲＭ

c ） GoogleEarth出力

d ）その他機能１

e ）その他機能２

ａ）基礎分析

ｂ）ポジショニング分析

ｃ）重要エリアの選定

ｄ）販促計画

ｅ）販促効果分析
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３．重要エリアの補完分析 e） その他機能2

・公示地価・基準地価でのエリア分析（過去10年分自動更新、経年変化分析等）
・各種自社シェア（ex.顧客属性別、売上げ別等）の分析
※リアルタイムで自社の状況を定点観測でき、課題エリアの抽出が容易
以下はオプションメニューです。
・全国地価マップ連動機能（分析エリアの状態で該当サイトに自動ジャンプ）
・自動帳票作成機能（基礎エリアマーケティング資料等を数分で作成）
　
　

公示地価・基準地価分析 自社シェア分析

自動帳票作成

１．１．商圏分析商圏分析とと販促販促計画計画

２．２．顧客分析顧客分析とと販促販促計画計画

目次目次

ａ）顧客分布

ｂ）顧客属性による分析

ｃ）重要エリアの選定

ｄ）折込・ポスティング計画

　　　３　　　３．．重要エリアの補完分析重要エリアの補完分析　　　　　　　　

a ）重要エリアの

　　　　　人口ピラミッド

b ）重要エリアの

　　　　　エリアＣＲＭ

c ） GoogleEarth出力

d ）その他機能１

e ）その他機能２

＊帳票内容によりカスタマイズいたします。

ａ）基礎分析

ｂ）ポジショニング分析

ｃ）重要エリアの選定

ｄ）販促計画

ｅ）販促効果分析


