
商店街等調査報告書
（概要版）

2016年3月22日

岡山大学

1



商圏（消費購買行動）調査
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① 調査対象者は3336人
② 回答者性比＝男性1684人、女性1652人
③ 年齢階層：10代13% 20代16% 30代19% 40代19% 50代19％ 60代以上21%
④ 居住地：岡山市民33％(前回34%) 岡山市外県民40%(同42%) 岡山県外者28%(同24%)
⑤ 世帯年収：200～400万円未満層22%、400～600万円未満層21%、600～800万円未満層

13%、平均525万円
⑥ 職業別：会社員・公務員が36%、経営者・自営業・自由業層が10%、専業主婦が18%、パ

ート13%、無職11%、学生9%

 イオンモール岡山オープン前と後の調査比較する前提条件は整っている

１．調査対象者（回答者）属性
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• カード保有率：イオンカード39% 他の流通系クレジット37% 銀行系クレジット30% 
天満屋カード12% セブンカード7% 高島屋カード5% 一番街ファーストカード3%
表町ＶＩＳＡ0.4%、それ以外のカードもしくは持っていても使わない人が29%

• カード利用頻度：他の流通系クレジット26% イオン21% 銀行系クレジット15%
• 天満屋カード3% セブンカード2%

2．クレジットカード利用と電子マネー利用

クレジットカードと電子マネー共に圧倒的にイオン系カードの利用が進んでいる
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• 電子マネー保有率：ＷＡＯＮカード45% ｎａｎａｃｏカード31% ＩＣＯＣＡ等交通系電子マネー
25% その他流通系電子マネー13% エディ付ハピーカード12% それ以外の電子マネーもし
くは持ってはいるが使うことはない32%

• 電子マネーの定着度（最頻利用率／保有率）：ＷＡＯＮカード70%、他の流通系電子マネー
45% nanaco41% 交通系電子マネー41%
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最寄品は近所のスーパーが強い

服、鞄、時計、家具はショッピングセ
ンター、百貨店・専門店が多い

贈答品はショッピングセンターと
百貨店が強い

趣味娯楽・飲食はショッピングセンター
と専門店が強い

書籍・文具、スポーツレジャー、家電は
専門店とショッピングセンターが強い

医療・化粧品、日曜家庭用品は
ドラッグストアが強い

インターネット通販も書籍や家電で健
闘している

3 買い物行動
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飲食

イベントや催し

洋服や家電など大きな買い物

食料品など毎日の買い物

通勤・通学

仕事（業務）で

通院

映画・音楽鑑賞

お見舞い

趣味・習い事

文化芸術鑑賞

理容・美容

その他

行くことは無い

Q19-C. あなたは岡山市内中心市街地の特定エリ

アに関して、どのような目的で行きますか。

＜岡山市北区奉還町ゾーン（奉還町商店街、およ

び周辺地域）＞

今年度(N=2422) 平成25年度（N=3188）

(MA)

表町・天満屋 駅前・イオン周辺 西口・奉還町

今のところイオン効果が
あまり見られない

客足がわずかながら
伸びている

特に「行くことは無い」
が減少している

イオン出店前後で
大きく変化している

４ エリア別顧客行動
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５ イオンモール出店による顧客行動

調査した約６０％がイオンモール岡山へ来店している

さらに、来店経験のない人も今後の来店可能性を示している

交通手段は自家用車と鉄道が多く、バスなど公共交通の利用が少ない、自転車は健
闘している
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• レディスファッションと飲食が多い
• 待ち合わせ利用も多い
• 1時間から3時間以内の滞在が多い

５ イオンモール出店による顧客行動
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来店頻度は多いが客単価はどうかやや疑問

５ イオンモール出店による顧客行動
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駐車場とお店の見つけやすさに不満が集中 天満屋などへ回遊性向上がテーマ

５ イオンモール出店による顧客行動
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岡山の百貨店と倉敷３大型商業施設への影響が多きい

５ イオンモール出店による顧客行動
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• クレジットカードと電子マネー共に圧倒的にイオン系カードの利用が進んでいる

• 買い物行動では、イオンは、①服、鞄、時計、家具、贈答品、書籍・文具、スポー

ツレジャー分野で強いと推測される

• インターネット通販も書籍や家電で健闘しているとの結果を得た

• エリア別顧客行動では、表町・天満屋は客足がわずかながら伸びている。駅前・
イオン周辺は大きくプラスに変化している。奉還町はイオン効果が見られない

• イオンモール出店による顧客行動は、約６０％がイオンモール岡山へ来店し、来
店経験のない人も今後の来店可能性を示している。なお、交通手段は自家用車と
鉄道が多く、バスなど公共交通の利用が少ない、自転車は健闘している

• イオンでの顧客行動は、レディスファッションと飲食が多く、待ち合わせ利用も多い。
また1時間から3時間以内の滞在が多い、さらに来店頻度は多いが客単価はどう
かやや疑問が残った

• 駐車場とお店の見つけやすさに不満が集中、天満屋などへ回遊性向上がテーマ

• イオンモール出店による経営への影響は、岡山の百貨店と倉敷３大型商業施設
への影響が多きいと推測される

６ 商圏（消費購買行動）調査の結果
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来街者のまちなか行動特性に関する調査
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イオンモール岡山に行っ
た際、立ち寄ったり利用
したりした既存の商業施
設や商店街の中で、「表
町周辺の商業施設」「表
町周辺の商店街」におい
て、イオンモールオープ
ン後3ケ月、6ヶ月、12ケ
月目の３時点の調査で、
順次利用した人の割合
が高まっている。イオン
モール岡山の利用者が
表町方面へと回遊してい
る状況も生まれているよ
うだ。

１．イオンモール来店者の回遊状況

資料：協同組合岡山文化情報研究所調べ
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２．主要地点の歩行者通行量（H26.3 休日)
 

 

 

 
 

   
 

 

  

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

イオンモール岡山 

ビブレ跡 

イトーヨーカ堂 

高島屋 

セントラルビル 

ビッグカメラ  ドレミの街 

クレド 
ロッツ 

天満屋 バスセンター 

JR 岡山駅 

桃太郎大通り 

県庁通り 

あくら通り 

天満屋前 
19,822 日生岡山スクエア前

2,458 

三菱東京 UFJ 前 
3,195 

ビブレ北 
2,693 

ビッグカメラ角
10.582 

高島屋正面 8,663 
高島屋背面 7,013 

チサンマンション前 
2,669 

クレド前 
11,678 

アムスメール上之町 
4,952 

「商店街等歩行者通行量調査」結果 (H26.3月休日)

商店街などの主要地点
の歩行者通行量調査結
果を見ると、天満屋前が
2万人ほどで最も多く、
ビッグカメラ角、NTTクレ
ド前が1万人ほどである。
JR岡山駅周辺、表町(天
満屋周辺）の2極に人が
集中していることが分か
る。

※10:00～18:00の合計、
両方向行き歩行者計で
ある。
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３．主要地点の歩行者通行量の推移
ｊ
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天満屋ｱﾘｽの広場前
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岡山髙島屋正面

岡山髙島屋背面

ビックカメラ前

岡山ビブレ北側

地下街2号(高島屋へ)

「商店街等歩行者通行量調査」結果 (3月休日)

商店街などの主要地点の
歩行者通行量は、昭和50
年代初頭をピークに減少
傾向にある。モータリゼー
ションの進展、商業施設
等の郊外展開もあり、天
満屋前や駅地下街では、
この間に、通行量が半減
している。
NTTクレド前は、クレド開
業後に通行量が伸びたが、
近年は横ばい状況にある。
ビッグカメラ角、岡山高島
屋前は、平成10年ごろか
ら若干回復したが、近年
は横ばい状態である。
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４．駅前地区の歩行者通行量
ｊ

駅前地区の歩行者通行量 H27.12 休日）
（100人／時間以上を表示）

高島屋背面の街路を中心
に通行量が多く、まちなか
の人の移動の観点からは、
付近に集中する駐車場が
人の発生源になっていると
言える。
東西方向は、桃太郎大通り、
県庁通りが主軸となってお
り、西川緑道公園では、野
殿橋付近での通行量が多く
なっている。

※10時～13時の間に各交叉点を複数回、５分間ずつ計
測した結果を基に60分に換算した結果である。クリスマ
ス前の日曜日で、西川緑道では有機生活マーケットいち
が開催されていた。数字には自転車も含む。

 

 

 

 

400 人以上 
300-399 人 
200-299 人 
100-199 人 

野殿橋
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５．市民各層へのヒアリング調査

高校生

日時：平成27年11月20日 17:00～18:00
場所：岡山後楽館高校多目的ホール
相手：岡山後楽館高校生（１，2年生 8人）

大学生

日時：平成27年11月25日 16:15～17:30
場所：岡山大学地域総合研究センター
相手：岡山大生 4年生1人、2年生1人、1年生1人

若手の働く人

日時：2015年12月10日 16：00～17：15
場所：岡山商工会議所
相手：商工会議所職6人 [男性3名（20～30代）、女性3名（20～40代）]

働く女性

日時：平成27年12月23日 10:00～11:30
場所：岡山大学まちなかキャンパス城下ステーション
相手：表町で勤務する女性3人（30代～50代）

主婦・子育て世代
の女性

日時：平成27年11月19日 12:00～13:00
場所：岡山大学地域総合研究センター
相手：主婦・パートタイマー女性4人（20代～40代）

高齢者（商業関係
者）

日時：2016年1月13日 16：00～17：30
場所：岡山市役所
相手：岡山在住シニア6人（男性：5名、女性：1名）

統計データに見る歩行者通行特性を質的な面から裏付けするため、市民各層に、
まちなかの回遊行動に関し、グループヒアリングを実施した。
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ヒアリング結果１

ヒアリング結果からまちなか回遊の特性を整理すると以下のとおりである。

◆回遊が複数に分化するまちの構造
○JR岡山駅前（噴水前）と表町バスターミナル、シンフォニーホール（南側の駐輪スペース
に自転車を止める）が、まちなかでの行動の起点とする人が多かった。

○ただし、ＪＲ駅前広場、表町バスターミナルからは、一旦地下街などを経由して目的施
設にアクセスする構造で、特に県外から来た人には動線が分かりにくい（市民はなれて
しまっている）。また、マイカー依存度の高い岡山では、目的地近傍まで車で移動し、回
遊が局所化する傾向。

○表町とＪＲ岡山駅前の間は、歩いて移動するには距離がある（特に高齢者や子ども連
れ）。両者を結ぶ県庁通り、桃太郎大通り沿いには、魅力ある商業集積、機能集積がま
だ足りないとの指摘。

○東西を結ぶ経路は、メインは桃太郎大通り、県庁通り。桃太郎大通りは、迷わずに歩け
る道という位置づけ。県庁通りは舗装の傷みを指摘する意見あり。

◆近年のまちなか行動の変化
イオンモール岡山が新たな目的地に躍り出た。ビブレ（ジュンク堂書店）、ファッションビ
ル「オーパ」がなくなったことで若い世代を中心に、従前のまちなか行動のパターンが壊
れた。
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ヒアリング結果 ２

ヒアリング結果からまちなか回遊の特性を整理すると以下のとおりである。

◆イオンモール岡山の評価
○大きすぎて歩くのに疲れる、高齢者には買うものがない、テナントは多いが小規模で魅
力不足との指摘がある。一方、今までにない買い物ができる、街が都会的になった、文
化イベントが増えた、といった評価あり。

○開業後、倉敷イオンにいかなくなった人、逆に使い分けをする人の両方が存在。イオン
モール岡山に充実したレストラン街ができたことへの評価は高い。高島屋や天満屋とは、
使い分けをしている人が多い。

○イオンモール岡山に行くようになり、ついでに県庁通りに足を延ばすようになったと発言
した若者もある。市外や県外からわざわざイオンに来た客は、ついでに表町も回るという
指摘もあった。

◆ハレノミーノ、満月バーなどの大人向けのイベントが、市民が、新たにまちに関わっていく
きっかけとなっている。奉還町における外国人バックパッカーの増加、その他のエリアでの新
しい飲食店の出店、内山下小学校におけるハイコーチャレンジなどが、新たなまちづくりの動
きとして注目されている。
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６．まとめ

○車社会の進展もあり、長期トレンドで見ると、主要商店街の歩行者通行量は減少傾向
が続き、昭和50年代初頭のピーク時に比べ半減。（天満屋前、駅前、駅地下など）

○岡山市の都市構造特性から、まちなか行動は、JR岡山駅前～イオンモール岡山、表町
天満屋周辺に大きく２つの中心がある。来街者の回遊は、まだ局所的である。

○イオンモール岡山が新たな目的施設として大きな吸引力を持つ。しかし、天満屋や表
町商店街との使い分けが見られ、全面的に激しく競合したわけではない。

○両者を結ぶ桃太郎大通り、県庁通りには、沿道に魅力的な機能集積がまだ弱いとの指
摘あり。車依存の高さ、電車やバスの利用もあって、徒歩での回遊はまだ局所的。

○しかし、イオンモール岡山に行くついでに県庁通りに足を延ばすようになったという
行動も見られる。イオンに来たついでに表町まで足を延ばす行動をとる人も、開業後
の１年間を見ると漸次増加する傾向。

○大きな集客力を持つイオンからの滲み出し効果への期待は大。

○西川緑道でのBARやマーケットなどのイベントが、市民がまちに足を運ぶ新たな目的
になっている。

◆まちなかの回遊性向上の第一ステップとして、西川緑道のイベントの活用や、県庁通
りの歩行空間の工夫により、この滲み出しを大きくしていくことが有効。第二ステッ
プとして、ハード整備も必要になろうが、この滲み出しをさらに遠くへ広げていく。 22
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商店街個店調査
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• オープン前に50％の商店主が「衰退している」と答えたのに対し、今回の調査では
１４％と激減している。これは、景気の回復が横這い状態である点を考慮するとイ
オンの集客効果により、まちに人が回遊し始めている証左であると推測できる。

• ただし「良くも悪くもない」との答えが前回16％から、今回54％と回答していること
から、プラスの景況感が出てきているが、売り上げ収益には、いまひとつ結びつい
ていないと考えられる。

• まちなかの回遊性を高める施策を継続してゆく必要があろう。

１ オープン前と現在の景況感

24
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２ オープン前後の変化と今後の予測

オープン前後の変化については、減少していると回答した項目で、来店客数45％、売上42％、
買上げ点数33％が上位に来ている。これは、イオンでの売り上げ分が影響していると考えられ
る。それは競合店舗数が以前に比べ22％増加したとの回答結果が裏づけとなっている。
一方で、外国人来店客数が24％増加していることより、「爆買」に代表されるように、外国人

向けのビジネスにどう向き合うべきか、真剣に議論する段階に入っていると考えられる。

25
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重視率の高い項目をみると、
①「顧客とのコミュニケーションの活発
化」67％（前回71%）
②「固定客の確保・囲い込み施策の実
施」55％（前回57%）、
③「接客技術・ホスピタリティの向上」
53％（前回59%）、
④「商品・サービス構成の見直し、差別
化」47％（前回55%）、
⑤「アフターサービスの充実」44％（前
回48%）がベスト5で重視されている。

特に顧客との関係（絆）を強化しようと
する意識が強い。

特筆すべきは
⑥「海外からの旅行者への対応施策」
であり、今回の調査では非重視率が
45％と前回の非重視率62%から大幅に
減少して、俄然、やる気が出ている。

３ 大型商業施設開業 21項目の対策

26
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• イオンモール岡山オープン後の雇用の変化（前回調査は過去5年間の雇用の変化につい
て）過去5年間で従業員の雇用状況は、「退職者が出た後新たに従業員を採用した」店は
6％（前回17%）、「新たに従業員を採用した」店5％（前回9%）、「従業員の自主的な退職が
あった」店が4％（前回10%）、「人員整理として従業員を減らした」店は1％（前回7%）であり、
雇用状況に変化があったのは16％（前回43%）と前回に比べて変化が無く安定的に推移し
ている。

• 雇用状況に変化がなかった店は83％（前回50%）と大きな変動が見られなかった。この結果
を見る限りにおいては、全体としてさほど大きな影響は認められない。

４ 雇用のへの影響
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• 今回の調査では、商店街の高齢者顧客は、「大幅に増加傾向にある」11％、「やや増加傾
向にある」42％と増加傾向にあると答えた比率が53％と半数以上であり、「大幅に減少して
いる」5％、「やや減少している」11％と減少傾向にあると答えた16％を大きく上回っており、
顧客の高齢化が確実に進行していることを示している。

• わが国の高齢化は急速に進行しておりそれは岡山市においても同様である。こうした点を
考慮に入れて、経営を如何に展開すべきか真剣に考える時代が到来している。

岡山市の年齢３区分別人口
（国の基本推計と将来展望推計）

５ 高齢者顧客
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• 子育て世代の顧客については、「大幅に増加傾向にある」は、わずか1％にとどまり、「やや
増加傾向にある」も13％となっている。一方で、「大幅に減少している」7％、「やや減少傾向
にある」11％と増加傾向よりも減少傾向であると答えた比率が高くなっている。

• 「変化は無い」との答えが68％と圧倒的に多い。
• ニーズの把握については、「十分に対応している」、「対応している」の合計は28％、「やや弱

い」、「対応できていない」の合計は25％で対応できていると対応できていないが拮抗。

• 実際のサービス対応は、ハード面・ソフト面で「十分に対応している」「対応している」の合計
は10％にとどまる。「やや弱い」「対応できていない」の合計は50％で、子育て世代の顧客に

対するニーズの把握、サービスの対応共に十分に出来ていないといわざるを得ない。

６ 子育て世代の顧客
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• 外国人顧客については、「大幅に増加傾向にある」５％、「やや増加傾向にある」34％を合
わせて「増加傾向」と答えた比率が39％と顕著な増加傾向を示している。

• 一方で「大幅に減少している」は1％、「やや減少している」１％と減少傾向にあると答えた合
計は2％に過ぎない。実際に外国人観光客は増加傾向にあると言え、こうした顧客への対
応が急務である。

• 外国人顧客の増減については、複数回答で、中国が最も多く79％、次いで韓国35％、台湾
25％、フランス20％、香港16％、ドイツ13％、タイとイギリスが12％と続いている。

７ 外国人顧客の動向
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• 「十分に対応している」、「対応している」の合計は23％、「やや弱い」、「対応できていない」
の合計は35％で、ニーズの把握への対応が、今後の課題となっている。

• 実際のサービス対応では、ハード面・ソフト面で「十分に対応している」、「対応している」の
合計は19％、「やや弱い」、「対応できていない」の合計が50％で、実際のサービス対応につ
いて実施できていないという結果となっている。

• つまり、外国人顧客に対するニーズの把握は不十分で、サービスの対応については出来て
いないといわざるを得ない。

• 最大の要因は「言葉」の問題に尽きる。今後対応策を検討しなければならない。

８ 外国人顧客ニーズ把握とサービス対応
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商店街が現在抱える課題・問題点は

①「空き店舗・非店舗が増加」81％
②商圏人口の減少45％
③イベントのマンネリ化43％
④経営者や後継者不足39％
⑤駐車場が少ない35％
⑥核店舗が少ない31％
⑦組合員のまとまりのなさ26％
⑧共同事業への足並みがそろわない20％
⑨店舗の配列や業種構成18％
⑩立地条件が悪化14％
⑪資金不足12％
⑫大型店や専門店の増加11％
⑬道路の狭さ・車両混雑4％
⑬街路などカラー舗装の整備4％

という結果となっている。
空き店舗対策が急務である。

９ 商店街が現在抱える課題・問題点

32

http://www.city.okayama.jp/index.html
http://www.city.okayama.jp/index.html
http://www.okayama-cci.or.jp/
http://www.okayama-cci.or.jp/


• イオンモール岡山の出店により、商店街に人が増えてきたと実感している

• 売上、収益面は低下、ウイン＆ウインには至っていない（食い合いの可能性）

• 商店街の強みは

①「顧客とのコミュニケーション」

②「固定客の確保・囲い込み」

③「接客技術・ホスピタリティ」がベスト３、地域密着型の生き残り策を模索

• イオンモール岡山オープン後の雇用の変化については影響なし

• 高齢者向けのサービスノウハウはあるが、子育て世代への対応が遅れている

• 外国人観光客が増えており、その対応が焦眉の急

• 一方で、外国人のニーズ把握やサービス提供体制が不十分（言葉の壁）

• 駐車場対策、後継者対策、カード戦略など、前回調査との比較を含め新たな戦略

を構築する必要性が認められた

１０ 商店街個店調査の結果
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本調査では、イオンモール岡山の出店を契機に、まち全体に人の流れが生まれ
はじめていることを確認できた。

一方で、商店街の活性化により、まち全体が元気になるためには、商店街が従
来から抱える課題の解決に向けて、これまで以上に真剣に向き合う必要があり、
そのために、子育て世代や外国人観光客向けサービスへの取組みが重要であ
るなど、前向きな方向性が調査結果により明らかとなった。

また、岡山市や岡山商工会議所が進めてきた、中心市街地における回遊性創
出に向けた施策、政策は重要であり、総合計画や創生戦略を踏まえつつ、今後
とも、大型商業施設と商店街や百貨店が共に岡山市の商業活性化に向けて、
活動を進めてゆく必要性がある点を確認できた。

商店街等調査報告のまとめ
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（参考）岡山市出生数の推移
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（参考）岡山市の人口推移
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（参考）岡山市人口将来推計
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地方創生 平成28年1月13日 内閣府

「地方創生人材支援制度」研修会 内閣府（合同庁舎4号館）

平成28年度“地方創生”＆“一億総活躍社会”実現計画説明会

石破大臣講話の要諦

おまかせ民主主義からの脱却
やりっぱなしの自治体からの脱却～縦割りの範囲でアリバイ作り

利益しか考えない企業からの脱却～あるべき論どまりでイベントやったらおしまい
無関心な市民からの脱却～市長、議員を選べば終わり

地方創生戦略の策定のポイント
本当に真剣に「産官学金労言」で議論を尽くしたか

市民協働をベースにした「KPI」の数値目標に裏付けを持てるか
PDCAサイクルを回す準備がきちんとなされているか

平成の合併への総括と今後
①行政サービスは低下した、②小さな拠点の整備だけでは賄えない

それを支援するために今回の予算措置を講ずる

財源は限界、本当にやる気ある自治体しか応援できない
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地方創生と地域再生制度

国の創生戦略の方向性に沿って医療産業展開を図るべき
40
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地方創生と地域再生制度

領域連携・事業連携による医療産業振興策の策定が鍵
41
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地方創生＝多様な公的主体や私的主体が地域活性化を担う

自治体の意識＝公共の主体＝国立大学時代からの意識
「単年度主義」「現金主義」のため「経営」や「収益」という概念が希薄

人口が半分に減少すれば、店舗や職員も半減するかも知れない
では、いかなる方策を講ずるべきか→「地域価値の創造」

経済が活性化する＝資本主義社会においては「儲かる」という概念が存在する

現在の自治体の課題：「人口ビジョン」と「地方創生総合戦略」策定
現在の作業分析状況：「人口動態の把握」と「地域経済産業の分析」

全員で展開

金融
機関

経済
界

自治
体

バリアを取り除く勇気
自治
体経済

界

金融
機関 KPI=重要業績評価指標

民
学

教育領域
地方創生を進める際の最大の課題

学

民
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国が地方創生で目指す最重点課題

高齢化の推移と将来推計

社会の変化に合わせた「地方創生総合戦略」策定の必要性

地方創生では将来にわたる都市の「人口ビジョン」が求められた

雇用創出

人口減少
対策

東京一極
集中是正
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• 量的・質的金融緩和に
より日銀による国債買
入れは急増を続け残高
前年差が広がる

• 中央銀行は国債を売り
（オペ）買い（オペ）
することで市場調整を
している

• 政府の債務にあたる国
債を買い続けるという
行為は通貨の番人とし
ての中央銀行の信任低
下につながる

日銀の国債買い入れと償還

2015九州大学マネタリーカンファレンス
「日本の金融政策の展開」
森田恭平氏報告から引用

アベノミクスと金融・資本市場
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株価と名目GDPの推移

2015九州大学マネタリーカンファレンス「日本の金融政策の展開」森田恭平氏報告から引用

アベノミクスと金融・資本市場
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• 政府は2015年4月には1200兆円を超える債務を抱える状態、財政の健全化は遠い
• 内閣府が表明した「地方創生」では頑張る自治体しか支援できないことを表明→ツ

ケを現場へ
• 超高齢社会の進行により、社会保障・医療面での財政負担が続く、また老朽インフ

ラ対策費も増大する

政府総債務残高の推移一般政府(国・地方自治体・社会保障基金)の債務として、公債や借入金などが含まれる。

政府総債務残高の推移
政府総債務残高の推移予想

(2011～2020年)

量的・質的金融緩和策の出口対策
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イオンモール倉敷
（郊外）

イオンモール岡山
（駅前）

山陽マルナカ
53店舗（県内)

マックスバリュ
4店舗（県内）

ミニストップ（岡山県内は無し）

イオンバンク
フルリテール取引

イオンネット
スーパー

ザ・ビッグ
9店舗（県内）

イオンモール津山
（郊外）

イオン
倉敷・岡山・津山・児島

岡山ビブレ

WAONカード
イオンクレジット

ヨーカ堂
アリオ

天満屋
ハッピータウン

高島屋
リョービプラッツ

商店街

生協
（宅配）

TV局

物流事業者

イズミヤ
（県外SM）

専門店
（飲食含む）

CVS

ダイエー
中国地区は店舗無し

ハローズ
（地元SM）

金融機関

納入業者
出店者

従業員
関連雇用
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イオンのビジネスモデルと競合・共存関係（岡山の場合）

岡山市における新たな潮流

イオン
宅配サービス

岡山県民全員が取引対象

映画館

交通事業者

岡山放送
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