
住宅展示場来場者分析

渋谷レールシティ住宅展示場

幕張八ウジングパーク

ハウジングギャラリーつくばH

明石公園住宅展示場

を比較して

財団専務理事大川　陸

　当財団ではこの4月末にオープンした明石

公園住宅展示場のほか関東地区に渋谷、幕張、

つくばの3つの展示場を運営している。

　これらの展示場で行っている来場者動向調

査および来場者アンケートは、これまで夫々

の展示場の運営の参考にされてきたが、今回

極めて簡単な作業であるが、横並びで比較し

てみることとした。

　地域特性なり立地特性なりが存在するか否

か等少しでもマーケットの理解に参考になれ

図一1　商圏規模と来場者数の関係
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　　明石06月　●7月　▲平均

衰刈　商圏規模と来場者数の関係

ばと考えた次第である。

　来場者数は何によって決定されるかを観念

的に考えてみると、①交通条件とそれに依存

する商圏の規模、②商圏内の住宅地の質（住宅

の古さ、所得階層等）と建替、新築等の需要予

測、③出展棟数、④広報計画と予算、⑤競合

する他の展示場の存在ということになるだろ

う。

　以下実際の来場者の動向をみてみよう。

平59～平73　　　1回当り　　　　　（A）！（B）　（B｝／（A｝

月平均来場者数（A）　最大チラシ枚数（B）　　　（C）　　　　〔D）

渋谷レールシティ展示場 L630組 35万部 0．465％　　　　215

幕張ハウジングパーク 2136 49 0436 229

ハウジングギャラリーつくば 1ρ64 26 0409 244

（1）商圏の規模と来場者数の関係

　ここでは既存のデーターのみで短時間の作

業であるので、折込チラシの枚数を一応のマ

ーケット規模と見なし来場者数との関係をみ

てみた。

　この表でみるようにマーケット規模は15万

～49万とかなり異なるが、来場者発生率（C）は

被災地である明石を除いては0．4％台で比較的

バラツキが少ない。2度3度と来場するものも

当然存在するが、これを無視すれば0．4×12ヵ

月＝4．8％であり、年間住宅着工数約150万戸／

住宅存在数約4，600万戸≒3．3％　と比して妥

当な数値ということができよう。

　逆に来場者1人当りチラシ枚数（D）をみると

200枚台の前半となる。

　チラシの配布エリア、折込む新聞による購

読者の特性等詳細な分析を行うことによりチ

ラシの効果や限界効用的な側面も見えてくる

ように思われる。

明石公園住宅展示場 954＊ 蓬5 α636 157

＊5月のオーブン月は7，783組という異常値を示したので

6月・LO55組、7月・8，53組の平均値とした。
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（2）展示場の規模と来場者数の関係

三一2　出展総数と来場者数

出展二二　　来場者数　　1棟当り来場者数

　　（A｝　　　　　　（B）　　　　（C》＝（3）／｛A）

渋谷 22棟　　　L630組 74

幕張　　4◎ 2，B6 53

果である。立地はもちろんだが地域のサラリ

ーマン比率や主婦の有業率等が関係している

かもしれない。

　年52週で週休2日として104日、国民の祝

日14日を加えて118日の休日は365日の

32．3％にあたるので休日の集客の強さは平日

の2．5～3倍にあたることになる。

つく嫉　24
明石　　　め

1ρ64 嘱
954 95

（注）1，棟数は出退展による出入りがあるが

　　軍成6年度來の棟数g明石は平成7年7月の回数。

　　2．来場考数は薮刈と同じ。

　一見展示場の規模が大きいほど魅力があり

集客の面でもパワーがありそうに考えられる

がこの点はどうであろうか。

　表一2に見る通り比較的展示場規模の大きい

ところが来場者数も多いという傾向はあるが、

1棟当りでみると必ずしも大展示場が集客力が

強いということではない。むしろ立地特性や

商圏の質によるところが大きいと思われる。

（3）休日集客率

表一3休日の集客比率

全等冠者数　土日電鍵来場者数　　　　休周比率

　　もA）　　　、　　IB）　　（C）＝（B）／（A）

　　　　　　　　　　　82，0％

（4）記名者の比率

　来場者の動向を調査するため展示場のセン

ターハウスにおいてアンケート等による記名

を求めているが、この数字を一応熱心な顧客

の比率と考えてみることもできるであろうし、来

場者に対するその比率が何かを意味する可能

性もあるということで、その比率をみてみた。

　表一4に見るように展示場によりかなり記名

者の比率は異なる。明石は被災者の関係があ

るので熱心というより真剣なお出様が多いこ

とがうかがわれるし、概して地方の方が記名

率が高いように思われる。この数値はリピー

ターの比率、イベント時のノベルティ等によ

って左右されるであろうが、単に顧客リスト

と考えるのか、より積極的な集客や営業の戦

略材料たり得るのか検討の必要があろう。

渋谷　　　1，630組　　1，337組

幕張　　2，136 ao◎1 93．7

つくば　　LO64 854 80．3

明：石　　　　3230　　　　2β79 82．9

2．アンケートによる分析

く注）来場者数は表一1と岡O。

　　明石は4月29日目7月末猿のV3

　休日集客率と仮に名付けたが、住宅展示場

は家族単位の客が多く、いきおい土日祝日の

来場が多い。立地条件等により差異はあると

思うが、平日と休日の集客の差はどの程度か

をみてみた。

　予想ではターミナル駅であり副都心でもあ

る渋谷の休日率が低く（逆に平日率が高い）住

宅地的性格になるにつれて休日率が高くなる

と思われたが、幕張が休日率が断然高く

93．7％であり、他の3地区は80％強という結

　夫々の展示場でアンケートを行っているが

必ずしも設問が統一されていない。比較でき

るものを中心に分析を試みた。

　なお用いたデーターは次のとおり。

渋谷一平成7年3月11日（土）、12日（日）、

　　　　18日（土）、19日（日）、21日（祝）、

　　　　データー数248

幕張　　平成7年4月1日～5月10日の

　　　　土日祝日、データー数987

つくば一平成7年4月30日～5月7日、

　　　　データー数995

明石　　平成7年4月29日～5月7日遅

　　　　データー数2，494

婁4罰名者の比率

平5下期
廉回数、記名者数　　姥田

平6上期
来場賓数　詑名者数　　　比率

、渋谷

∫幕張・

つく催

1β18　　223　　韮3．8 1，376　　　225　　　書64

平6下期　　　　　　　　　合計比率
果場者数　記名者難　　　比率

1ρ雪6　　　】9茎　　τ8．8　　　　　　τ5．9

凄β17、　383　　21窪

801　　2ア2　　34．0

2293　　564　　24β 1894　　280　　148 204

964　480’　49β 796　　　296　　37．2 40．9

明；醍 おβ95　孝β98．、、433 734，　289　　394 6α3　　426　　7◎．0 450

（注＞1．記名は土日祝日の数字であるので、来場者数も土日祝日の数字を用いた。

　　2．明石は平成7年、5月、6月、7月の数孚である。
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ア．年齢

最多年齢層

年齢層　　　実数 比率

次位年齢層

年齢層　　　実数 比率

渋谷 50代以上　　箋00 408 30代 70 28．6

幕張 30代 431 48．5 峨
204 22．9

つくば 30代 437 539 蝋
191 23．6

明石 30代 666 368 50代以上　　511 28．3

（注）1．渋谷、幕張は建築主の年齢。つくば、明石は来場者の年齢。

　　2比率は無回答、不明を除いた％である。以下同様。

イ．職業

ウ、家族人数

　どこの展示場でも4人家族が最多で30～

40％程度を占める。次位も3人家族で4分の1

弱である。結局3～4人家族が55％～60％で

あり、年齢層が30～40代ということから成

長期の子供1～2人世帯が主力ということにな

る。

多
業

最
職 実数 比率

鉱
業

次
職 実数 比率

渋谷 会社員 τ45 58．5 自由業 27 10．9

幕張 会社員 681 72．3 公務員　　　125 13．3

つくば 会社員 559 58ρ 公務員　　　258 26．8

明：石 会社員　　1471 64、9 公務員　　326 144

ウ．家族人数

多
数

最
人 実数 比率

位
数

次
人 実数 比率

渋谷 4人 75 30．2 3人 61 246

幕張 4人 328 3a2 3人 201 222

つくば 4人 343 4】9 3人 189 23．1

明石 4人 654 35。3 3人 460 24㌔9

エ、世帯年収

　年収の調査は年収階級のきざみ方が調査に

よって異なるため全数を直接比較することが

できない。共通で比較できる500万～1，000万

～1，500万の比率をみてみる。

　渋谷以外は500万～1，000万の階層が約3分

の2であり、1，000万～1，500万が10％強であ

るなど極めて類似したパターンを示している。

　渋谷は1，000万未満の比率もやや高いが、そ

れ以上に1，000万超、1，500万超の階層の多さ

が顕著である。その意味でも最も多様な客層

の存在をうかがわせる。

　層間中央値を用いてあえて平均収入を導く

と次のとおりとなる。

渋谷　871万円、幕張　752万円

つくば　785万円、明石　772万円

エ．世帯年収

～500万　　　　500万～1，∞0万1，000万～L500万　1，5∞万～
実数　　比率　　　実数　　比率　　　実数　　比率　　実数　　比率

渋谷 44　204 104　48．1 47　2L8 21　　97

幕張 雇54　183 556　66D 99　117 34　　4．0

つくば 王24　　15．1 566　688 104　　12β 29　　3．5

明石 389　19．7 1，269　644 235　11．9 78　　4、0

34

（1）来場者プロフィール

ア、年齢

　幕張、つくばは30代次いで40代が最多で

合わせると71．4％、77．5％に達する。渋谷は

50代以上が40％で最多層を形成し、明石は

比較的年齢層がバラつき平均化している。

　古い市街地と比較的新しい市街地の差のよ

うに思われる。

イ、職業

　当然ながらどの展示場でも会社員の比率が

圧倒的に多いが、その比率は幕張の72．3％か

らつくばの58．0％までの差がある。研究学園

都市であるつくばでは26．8％という高い比率

で公務員が存在する。
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（2）来場に関する事項

ア、来場回数

　この評価もなかなか難しいものがある。特

に近隣に競合展示場があるかないかが気にな

る。一般的にはリピーターの多い展示場が人

気が高いということになろうが、契約後に設

計内容の相談で来る来場者も多い。出展者の

立場からは契約率が高いかどうかが問題であ

ろう。

　明石はオープン後間もないという事情で当

然大部分の人が初めてであるが、すでに3回

以上来場している人も49人いる。

イ、来場のきっかけ

　一見バラつきがあるようであるが、チラシ

と新聞広告の効果が大きく、両者で3分の2か

ら4分の3を占めている。首都圏の場合比較的

広域の集客が可能な展示場ほど新聞の効果が

高いように見える。そこでチラシの折込エリ

アからの来場者の比率を集計してみると、渋

谷64，3％、幕張75．8％、つくば90．0％であ

り高い相関があるといえよう。明石は神戸新

聞という地方紙の性格が効いているかもしれ

ない。



　首都圏の場合紙面広告の価格が高いため費

用効果という面だけから見ればチラシの優位

性が高いといえよう。

ウ、来場目的

　来場目的を正しく知ろうとするにはもう少

し設問そのものを考え直す必要がある。とり

あえず、渋谷、幕張の設問は実際的に有効で

あろう。つまりモデルハウスを見るというこ

との意味を明確に目的として仕分けできてい

ると評価できるからである。

　施工業者と間取りのどちらを先に決めるか

という問題があるが、この設問だけであれば

モデルハウスの選択というのはかなり施工業

者の決定と考えてよいであろうし、間取りの

参考にというのは業者決定済のニュアンスが

強い。

　インテリア、住宅設備という回答はリフォ

ームか業者決定済かはこの問いだけでは判然

としない。

　イベント等に相談会などが含まれるのであ

れば、それも区別するなど、この問いの答え

させ方はもう少し研究する余地があるだろう。

　アンケートにはこの他に住宅に関する問い

がかなりあるのであるが、今回は主として「来

場」ということに着目したところで止めること

としてこの稿を終える。

渋谷レールシティ住宅展示場の家並み
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ア．来場回数

初めて

　実数 比率

2圓図

実数 瞬
3回層

案数 比率

渋谷 153 61．7 60 242 35 14．1

幕張 553 560 260 26．3 174 176

つくば 371 39．3 263 2ス8 311 32．9

明石 2，080 92．6 118 5，1 49 2．1

イ．来場のきっかけ

1位

媒体　比率
2位

媒体　比率
立
体

餅
媒 比率

4位
媒体　比率

籔
比率

渋谷 チラシ38．7 新闘　298 住宅メーカーa5 人から7．7 通りがかり　　7．3

幕張 チラシ49．3 新聞　196 通りカぐかり　　i35 人から7．0 住宅メーカー63

つくば　　チラシ6α7 新聞　145 以前から　137 DM　　84 通りがかり　　5．5

明石 新聞　39，6 チラシ366 通りがかり　　　8．5 看板　　80 人から 5q

（注）いずれも複数団答である。設問は必ずしも各展示場が同じではない。

ウ．来場霞的

項囲 渋谷 幕張 つくば 明石

モデルハウスの選択 44，0％ 36。7％ ＊1、　81．3％ ＊1．　82．2％

問取りの参考に 34．3 43．7 ＊2．　7．0 ＊2．　72

インテリアの参考に 肇6．9 24．6 寧3．　15．署 ＊3，16．7

住宅設備の参考に 15．3 20．0

特定住宅メーカーとの交渉 65 4，6

契約後の打ち合わせ 44 L7
イベント等 3．6 6．3 23．8 7B
その他 40 4．1 2．0 28
無回答 α4 0，5

129．4 142．2 1292 1167

（注）複数回答である。＊1．設問はモデルハウスの見学　＊2．設問はプランの相談。　＊3，設問はインテリアの勉強
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