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　大手印刷会社にて、DTPなどのシステム導入及びPC保守管理、冊子などの編
集やデザインを担当。営業写真館、PCインストラクター会社の統括（セミナー企
画運営、IT講習講師）を経て、広告制作事務所を開業。広告写真撮影から、各種デ
ザイン及びWeb 制作まで幅広く活動する。また、中小企業の広報コンサルティ
ングにも従事。　IVY総合技術工学院 Webデザイン非常勤講師。

略　歴

　あなたの広報はあなたのお客さんへ届いていますか？
　相談をお聞きすると、「広告を掲載したけど、全く効果がな
かった」「ホームページを作ったけれどほとんどお客さんか
らの問合せがない」という声をよく聞きます。
　広報を始めてすぐに効果が出ることはとても希です。しか
し、効果的に広報を行い、成果を得ている企業やお店がある
ことも事実なのです。もしかしてそれは運が良いからなので
しょうか？たまたま時代に合ったサービスだったからで
しょうか？事業としてみると、広報とはかけた費用以上に、
売上げや利益を得るために行う活動です。成長するお店は経
費の中に2～3割の広報費を割いています。それは掛けた費
用の分だけ効果があるからなのです。
　では、どのようにすればお客様へ届く広報ができるので
しょうか？
　ヒントは「創業計画書」の中にあります。「あなたの事業の
顧客は誰ですか」と書かれた欄がありますが、ここが空欄若
しくは「みんな」と書かれた方は要注意です。効果的な広報を
行っている企業は、ほぼ例外なしに「事業に合った自分の顧
客」を決めています。伝わる広報の第一歩は正にこれなので
す。「みんな届く広報」を考えたとき、普及率のめざましい
Webサービス（ホームページやFacebookなど）を利用すれ
ばよいとお考えの方もいるかもしれませんが、表1を見ると
年代によってその利用率が大きく違っていることが解りま
す。65歳から70歳の方へ届ける媒体としても、Webは果た
して効果的なのでしょうか？自分の顧客を具体的に決める
ことで広報の効果は大きく変わってきます。性別や年齢、興
味や指向によって、媒体や手段が決まってくるのです。
　例えば、自分の顧客＝20～30代、幼稚園の子どもを持っ
た主婦。この顧客へ知ってもらうには、どのような媒体を
使って、どのようにして届くようにすればよいのでしょう
か？たったこれだけでも、いくつか手段が想像できません
か？
　一例としてですが、チラシ若しくはフリーペーパーを作
り、幼稚園を回り「園たより」に挟んで保護者へと届くように
するというのはどうでしょうか？保護者や園児、ひいては幼
稚園にとってメリットのあるもの（割引や特典付き）であれ
ば配布してもらえる確率は高くなりませんか？

　「自分の顧客」を決めることで、初めて具体的な媒体や内
容、文章や写真などが想像できるのです。効果の出る広報を
行っている企業は「自分の顧客」を明確にすることで、具体的
な方法を考えることができるのです。
　もう一つ大切なことは、その広報の「目的」を決めることで
す。その広報をすることで、「自分の顧客」がどのような気持
ちになって、どのような行動を取ってもらいたいかを想定す
ることです。

　･自社のサービスや商品を購入してもらいたいのか？
　･他の人に勧めてもらいたいのか？
　それとも知ってもらいたいだけなのか？

　具体的であればあるほど、先程と同じく媒体の手段や内
容、そして頻度も考えることができるのです。やみくもに行
う広報ほど効果のないものはありません。

「自分の顧客」・「目的を」持って伝わる広告を作ってみません
か？
　大分県よろず支援拠点では、それぞれの事業に合った、効
果的な広報戦略をご一緒に考えるお手伝いもしております。

「伝わる広報」のご相談をお待ちしております。
（ご予約は大分県よろず支援拠点 TEL： 097-537-2837）

伝わる広報のつくりかた

大分県よろず支援拠点
サブコーディネーター

や す ゆ きに い  な

氏新名  康行

年齢階級別インターネット普及率

表1

資料：総務省「平成24年通信利用動向調査」

日銀コーナー

統計の散歩道統計の散歩道統計の散歩道

　日本銀行大分支店では、四半期に一度、県内の金融経済情
勢に関する調査・分析の結果を「県内金融経済概況」（四季報）
として公表しています。当該資料の作成にあたっては、各種
経済統計や企業ヒアリングなどから得られた情報を踏まえ
て景気判断を行っています。また、こうした景気判断の材料
になり得る重要な経済統計については「主要金融経済指標」
として日本銀行大分支店のホームページ

（http://www3.boj.or.jp/oita/index.html）で毎月公表し
ています（図表1）。
　そこで今月は、日本銀行大分支店が毎月公表している「主
要金融経済指標」で取り上げている統計の全体的な特徴につ
いてご紹介します。
　まず経済統計は、データの性質によって「ハードデータ」と

「ソフトデータ」に区分することができます。ハードデータと
は、生産数量や売上高、価格など、実際の経済活動の結果を集
計したもので、消費者物価指数、乗用車新車登録台数、新設住
宅着工戸数などがこれにあたります。ハードデータは、調査
対象者の主観に左右されない客観的なデータですが、集計・
加工に時間を要するため、速報性が低いというデメリットが
あります。一方、ソフトデータは、調査機関が対象者に行った
アンケート等に基づき業況や業績見通しなど主観的に判断
された数字を集計したものです。日本銀行が公表している全
国企業短期経済観測調査（日銀短観）や内閣府・財務省が公表
している法人企業景気予測調査における判断項目などがこ
れに該当します。これらは、速報性が高いというメリットが
ある一方、回答者の主観的な判断が介在する点などに留意す
る必要があります。
　次に、調査対象の範囲により「全数調査」と「標本調査」に区
分することができます。全数調査は、調査対象全てを集計し
たもので、有効求人倍率・貿易統計などがこれにあたります。
全数調査は、後述する標準誤差が存在しないため精度の高い
統計を作成することが可能ですが、回答しない調査先がある
場合や、企業の合併・倒産などによって調査対象数自体が変
動した場合、それらが集計結果に反映される点に留意する必
要があります。一方、標本調査は、特定の標本（サンプル）の調
査結果を基に、母集団（全体）の動向を把握しようというもの
で、家計調査や毎月勤労統計調査などがこれにあたります。
標本調査は、標本抽出時や収集したデータから母集団の動き
を推計する際に、全数調査にはない標本誤差1を伴う点に留
意する必要があります。また、標本の入替えに伴う集計値の
時系列的な変化に独自のクセをもたらす場合がある点にも
注意が必要です。
　経済統計を有効に活用するためには、こうした区分に応じ
た統計の特徴を理解し、各統計の性質や特徴（クセなど）を踏

まえて、適切に統計を解釈することが重要となります。
　今回はいつもと趣向を変えて、個別の統計についての解説
ではなく、統計一般の全体的な特徴についてご紹介しまし
た。次回以降は、再び県民の皆さんの関心が高いと思われる
統計を取り上げ、分かりやすく解説していきたいと思いま
す。

日本銀行　大分支店　総務課　岡　亮平 氏
おか りょうへい

日本銀行大分支店公表の
「主要金融経済指標」について

  1.標本を調査した結果得られる値（推計値）と、母集団を調査した場合に得られる値（真の値）
　　との差のこと

主要金融経済指標図表1

経済指標名 作成機関 データの種類/
対象の範囲 統計の散歩道掲載号

鉱工業生産指数 大分県統計調査課 ハード/標本 10年4月、11年7月、
13年5月

大口電力販売量 九州電力大分支社 ハード/全数 11年7月

輸出入総額（貿易統計） 財務省 ハード/全数 10年12月、12年8月

産業用建築着工床面積 大分県建築住宅課 ハード/全数 ―

新規求人数 ハード/全数 11年12月

有効求人倍率 ハード/全数 10年7月、11年12月
13年8月、14年10月

所定外労働時間・
常用労働者数・
現金給与総額

大分県統計調査課 ハード/標本 ―

ベア・ボーナス 大分県労政福祉課 ハード/標本 ―

大型小売店売上高 経済産業省 ハード/標本 10年11月、13年6月

乗用車新車登録台数 日本自動車販売協会
連合会大分県支部 ハード/全数 10年9月、11年9月

12年7月、14年1月

家計調査 総務省 ハード/標本 ―

新設住宅着工戸数 国土交通省 ハード/全数 10年10月、12年5月、
13年11月

公共工事請負額 西日本建設業保証
大分支店 ハード/全数 13年7月

公示地価・基準地価 国土交通省、
大分県都市計画課 ハード/標本 11年５月

消費者物価指数 総務省 ハード/標本 11年1月、13年9月、
14年9月

預金・貸出・
貸出約定平均金利 日本銀行大分支店 ハード/全数 11年11月、12年2月

倒産件数 ハード/全数 11年3月

負債総額 ハード/全数 ―

保証債務残高・代位弁済件数・
代位弁済額 大分県信用保証協会 ハード/全数 ―

手形交換枚数・手形交換高・
不渡手形枚数・不渡手形高 大分県銀行協会 ハード/全数 ―

銀行券受払高 日本銀行、
日本銀行大分支店 ハード/全数 14年8月

日本銀行全国企業
短期経済観測調査
　（判断項目）

ソフト/標本
10年5月、10年8月、
11年8月、12年1月、
12年10月、14年5月

　（事業計画） ハード/標本 10年8月、12年10月

県内企業の景況意識調査
大銀経済経営研究所、
大分信用金庫、
大分県産業創造機構

ソフト/標本 ―

県内中小企業動向調査
　（小企業編）

日本政策金融公庫
大分・別府支店 ソフト/標本 ―

大分県設備投資計画調査 日本政策投資銀行
大分事務所 ハード/標本 ―

大分県内の設備投資
動向調査 大銀経済経営研究所 ハード/標本 ―

事業主都合解雇者数 ハード/全数 ―大分労働局

東京商工リサーチ
大分支店

日本銀行、
日本銀行大分支店

　百貨店を取り巻く環境が大きく変わっていく中、現場で
どのように感じていましたか。
池辺　コンビニエンスストアもショッピングセンター（以
下「SC」）もなかった時代から次々と新しい業態が現れるに
つれ、お客様の暮らし方に対する考え方も変わり、様々な場
面で消費行動を使い分けるようになりました。現在、国内総
売上ではSCが約29兆円、ネットショッピングが約13兆円、
百貨店が約6兆円と言われています。そこで、今こそ百貨店
の存在意義を見つめ直す時期と考え、2009年から3年間か
けて取り組んだのが中期経営計画であり、その一連の取組
が実を結び、2011年度を終えて百貨店75社中で売上総利
益率5位、営業利益率6位、経常利益率7位という成果を得る
ことができ、続く2012年からの中期経営計画に繋いでいき
ました。そこではまず、企業理念を再構築し、その実現に向
けて邁進することから着手しました。新しい企業理念は
CSR（Corporate Social Responsibility＝企業の社会的責
任）重視の経営に立ち、「私たちはお客様の豊かな暮らしと
ふるさとの文化の向上に貢献するため、時代に即応した品
質の高い『商品・サービス・ライフスタイル』を提案します」
と掲げました。単にものを売るだけでなく、お客様の生活を
高めていくことで、大分の文化向上に寄与し、地域ナンバー
ワンを目指すというものです。

　消費増税後の業績はいかがでしょう。
池辺　増税前の3月は対前年130％と想定以上の売上とな
り、高級時計やインテリア家具等の高額品が売れました。し
かし、増税後の落ち込みが続き、この秋にどうにか前年並み
に戻りました。消費増税後は売れるものと売れないものが
二極化しましたね。さらに、お客様個人の中でも、お金を使
うもの、これは安くていいものといった具合に、区別するよ
うになっています。そこで、現場力強化を考慮すべく、私自
身も店舗を巡回しながら、社員とのやりとりを繰り返し、バ
トルフィールド・マーケティング（戦場分析）を実践してい
くよう心掛けています。

　トキハグループは3店舗ありますが、それぞれの店舗戦略
は、どのように打ち出しましたか。
池辺　本店、別府店、わさだタウンの性格を明確にし、これ

　昨年5月に社長へ就任して既に半年を越えましたが、簡単
な略歴をお聞かせください。
池辺　入社して間もなく本店3階の婦人服売場に配属され
て以降、現場経験が長かったのですが、2003年に総合企画
室の室長となり、改めて経営の視点からトキハについて考
えるようになりました。いかに収益体質の高い会社にして
いくかに取り組み、コスト面の見直しなどを図りました。そ
の後、商品統括部の部長となり、わさだタウンでも商品部部
長、執行役員になってからも商品政策部部長と、商品調達に
関する部署を通算8年経験させていただき、常務取締役を経
て2014年に社長就任となりました。

まで重なる部分もあった3店舗の目指す姿を明確にし、各店
舗にあった戦略を立案しました。まず本店は、圧倒的な地域
ナンバーワン店を目指し、旗艦店にふさわしいグレード感、
ここにしかないオンリーワンの品揃えを誇る、百貨店本来
の強みを活かした店づくりを打ち出しました。わさだ店は、
SCとして磨きをかけることを目指しました。実はオープン
当初、百貨店の発想で店づくりをしたものですから、一般的
なSCとは違う形態となってしまい、場合によっては本店と
お客様を奪い合う形になりかねませんでした。そこで思い
切ってデベロッパー的視点に立ってローコスト・オペレー
ションに徹するように方針を転換。自営店舗とテナント店
舗との調整を図り、GAPやロフトを始めとする新しいブラ
ンドや店舗の誘致も進めました。結果的に、他には類のない
ハイブリッド型SCとしての特徴を際立たせることに成功
しました。

　百貨店がデベロッパーを兼ねる形態は珍しいのですか。
池辺　通常はプロパティマネジメントに運営を委託する形
式が主流ですが、トキハのように百貨店の旗艦店がありな
がら、地域SCを手掛ける形態は全国的に珍しいとされてい
ます。店舗数も売上も比率で見るとテナントが6割、直営が
4割となっています。百貨店ならではの上質なギフトもあれ
ば、ファストファッションもあるといった具合に、お客様そ
れぞれの消費ニーズに合ったマーチャンダイジングを考慮
し、販売チャネルに柔軟性を持たせた店舗形態を心掛けて
います。

　同じく大規模SCであるパークプレイス大分に比べ、客層
も幅広そうですね。
池辺　ヤングファミリーだけでなく老若男女、親子三世代
に喜んでいただけるSCとなっています。新しく設けたジュ
ニアゾーンでは小学校高学年から中学1～2年を対象にし
た二つのブランド店がオープンし、親子で楽しめるフード
コートも充実させました。さらに食品ゾーンではデパ地下
のノウハウを導入する計画も進めています。従業員満足度
を考慮して営業時間は20時までとしていますが、他店と遜
色ないお客様サービスをご提供できると信じています。ま
た、東九州自動車道の開通に伴い、県南から宮崎地区のお客
様に向けたイベントや広告展開も積極的に実施していきま
す。パークプレイス大分さんのある米良で降りるか、わさだ

タウンそばの光吉で降りるか、駅ビルがオープンする大分
で降りるか、IC同士の競い合いにもなりそうですね（笑）。

　別府店も従来とは違った店舗戦略を展開されています
ね。
池辺　高齢者層が多い地域特性を考慮して、都市型のミニ
SCとしてマーケットを絞った展開に切り替えました。ここ
でも百貨店の特徴を活かしながら、県下最大の売場面積と
なるファストファッションの『しまむら』が入居し、オフィ
スフロアとしての貸出も実施し、収益性を重視した店づく
りを徹底しています。

　いよいよ大分駅ビルがオープンしますが、本店はどのよ
うな対策をお考えですか。
池辺　知人からは、この時期に社長になって大変だろうと
よく言われますが、むしろ私はワクワクしています（笑）。駅
ビルができ、大分県立美術館ができ、二つを繋ぐ動線上に商
店街があり、中心市街地が面となることで新たな客層が増
えることを期待しています。もちろん駅ビルのオープン当
初による影響は折り込み済みですが、新しい環境の下で本
店が百貨店としての存在意義を再確認する、良い機会にな
ると考えています。そこで掲げている3つのキーワードが

「グレード」「ファッション」「オンリーワン」です。「グレー
ド」とは単に高いものを置くというのではなく、お客様に
とって絶対価値の高い商品、最高のおもてなし、上質な空間
でお買い物をしていただく、つまり「品揃え」「接客」「店舗環
境」の三位一体で取り組んでいくことを意味しています。次
の「ファッション」とは、最新トレンドの発信基地としての
役割に加え、クリスマスや雛祭りなど、百貨店が得意とする
四季のイベントを通じた“旬”の提案を迅速に提供できる機
能を発揮していくことを指しています。最後の「オンリーワ
ン」は、本店にしかできないことにこだわった店づくりで
す。昨年の秋には投資額約20億円に及ぶ約10年ぶりのリモ
デルを実施しました。エントランスは天井を高く明るい空
間に改装し、新ブランドの導入はもちろん、地下1、2階の全
面改装、生活雑貨フロアの充実、大型書店や遊びパーク、中
庭オープンカフェも設置した子供雑貨フロア等々、抜本的
な大改装となりました。

　実店舗以外の部門とし
て外商部門とネットショッ
ピングに関する施策もお聞
かせください。
池辺　外商は百貨店なら
ではの営業部隊であり、九
州では井筒屋と並ぶ営業
力を誇っています。また富
裕層の確保というだけで
なく、マンツーマンにより直接お客様からご意見ご要望を
伺える数少ない機会であり、マーケティング的な位置付け
も担っています。一方のネットショッピングですが、ご来店
できないお客様のために、こちらも大規模なサイトリ
ニューアルを行いました。「トキネット」という名称で新た
にオープンさせ、県産品ギフトを軸とした商品のほか、トキ
ハインダストリーの商材も含めた商品展開も好評です。ま
た、早々に取り組んでいたカード戦略では、友の会カード、
トキハカード、ルッチャカード、外商カードの全てを併せる
と35万口座となっており、これもまた実店舗を持つ強みを
IT戦略に活かしたサービスへと結びつけていく計画です。

　いよいよ来年は創立80周年ですね。改めて経営の指針を
お聞かせください。
池辺　中期経営計画により導き出された事業のコアは「ふ
るさと大分で圧倒的No.1の品揃えと感動を提供するおも
てなし」です。企業理念にあげた「文化の向上」を実現させる
には、「満足」だけでなく、「感動」が求められると考えます。
来るべき創立80周年に向けた記念事業プロジェクトがス
タートしますし、次の中期経営計画も立案します。80年間、
支えられたことを誇りに思い、県民の皆さまのご期待に添
えるよう社員一同、努力していく所存です。
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