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任意のエリアの住民特性や商業ポテンシャルが、たちどころにわかる…

７日間

無料

商圏データ
集計ソフト

商圏データ
集計ソフト
Windows10 対応
◆Vector でダウンロード。７日間無料。格安で継続できます。
人口密集エリアが一目瞭然！
出店やポスティングなどの地域選定に役立ちます。

データ更新も

期間ライセンス

1 ヶ月(31 日)

8,023 円(税込)～

人口の多い年齢層を見つけ
販促の効果アップが図れます。

年収別世帯数から
地域の購買力がわかります。

無料

ずっと

商圏デー
タ集計ソ
フト

経年推移から地域の成長性(⇔衰退性)を把握できます。

将来の人口を予測！
地域の未来が見えてきます。

●ダウンロードしてお使いいただけます。
ベクターで検索
h t tp:// www.v ecto r .co.j p/

活 用 例

●高精度な出店戦略を目指すなら･･･
◎人口や昼間人口の密集地域を、分布図で探し出す
ことができます。
◎商業統計のデータから、商圏の購買ポテンシャル
が高い地域を見つけ出すことができます。
◎経年推移分析で、地域の特徴を判断できます。
◎成長していく地域なのか衰退していく地域なのかを
見極めることで、出店のリスク回避につながります。

●ライバル店に差をつけるなら･･･
◎既存の顧客データをプロットし、人口分布図と照
らし合わせることで、折り込み広告やポスティング
など、販促活動を強化するべき地域が見えてきま
す。
◎商品のターゲットとなる年齢層が、商圏内のどの
エリアに多く住んでいるか、細かく把握できます。
◎無駄のない販促でライバルに差をつけます。

●不動産の成約率をアップさせるなら･･･
●共同住宅世帯と一戸建て世帯の分布図を比較
するなど、地域のニーズに合わせた営業ができま
す。
●年収別世帯数分析と年齢別人口分析を組み合
わせて、さらに質のよい顧客を絞り込めます。
●人口予測機能により、今後の需要の変化を予想
できます。

●その他にも、役に立つ使い方いろいろ
●集計値のメモ機能を使い、既存店の商圏データを比較
することで、不振店の原因究明にもつながります。
●コンサルティングや不動産鑑定などで、説得力のある

ユーザーの声①

課題が一気にクリア！

「統計てきめん」は、既に当社の出店戦略・
商圏調査において、大きなウエイトを占めて
います。地図を見ながら多角形商圏を設定出
来るようになっているので、これまで難しか

レポートを作成してお客様に提供できます。

った「正確な商圏範囲で統計データを集計す

●実際に多くのユーザーが様々な使い方をしています！

る」という課題が一気にクリアされました。

飲食業・小売業・サービス業の店舗開発・経営企画・マー

商圏データの精度が上がることで、売上予測

ケティング／ＦＣチェーン本部／医院・病院／介護・福祉
事業／経営コンサルタント／不動産仲介業／不動産鑑定
業／保険業／冠婚葬祭業／建設業／ポスティング業／
広告代理店／会計事務所／大学など

の精度が上がります。結果として出店判断が
早くなり、今後の出店を加速できそうです。
そして、年収別世帯数データ、これは使えま
すね！ありがとうございます。
ラーメンチェーン店舗開発ご担当者

基 本 機 能

クリックだけで簡単に集計、簡単に分布表示
◎地図や地点検索から集計したい地
点を表示させるだけの簡単操作。
◎瞬時に任意のエリアのデータを集
計できます（右図赤枠）。
◎分布の状況は濃淡図で表現。
◎色や境界値はユーザーが変更で
きます。

経営判断
ビジネスを展開するエリアの
住民特性や商業ポテンシャル、

色分けの設定

将来性などを数値で把握。
経営者の必携ツールです！

集計できる統計指標は 3,000 項目以上

多角形商圏の集計に対応

◎国勢調査・商業統計を中心に３０００項目以上の統計

◎集計範囲は、円半径の指定に加えて、多角形

指標を搭載。最大３０項目まで同時集計できます。

にも対応しています。

◎項目の組み合わせは、保存しておくことができます。

◎地図に合わせて、河川や鉄道などを考慮した
集計範囲の設定が可能です。

販売促進
折り込み広告・ポスティングなど
各種プロモーションの
ターゲット選定に！
費用対効果がアップ！

ユーザーの声②

登山にはコンパスを、マーケティングには「統計てきめん」を

現在の経済状況下にて、アミューズメント施設に関する事業は、業界全体として危機感が高まっております。中でも
店舗運営に関する状況は厳しく、その事業モデル自体を再検討する時期にあるといわれております。しかしひとつ忘
れていることがあります。それは、ロケーションビジネスを運営しているとう基本的スタンスに立ち戻り、ロケーシ
ョンに対するマーケティングを行うことです。特に険しいエリアで事業を営む際には自分たちが必要とする顧客のデ
ータが必要となります。それら情報と過去の事例を分析することでより安全なロケーションビジネス実現できるので
す。だから、ロケーションビジネスを営む者にとって「統計てきめん」は、重要なパートナーになります。あなたは、
山に登るとき何を準備しますか？ 必要なものを揃えるには、専門店に出かけ、そこで働くスタッフに訊いてみるのが
よいでしょう。しかし、注意してください。「コンパス」を勧められない場合は、その店員を疑うことも必要かもし
れません。「登山にはコンパスを、マーケティングには統計てきめんを」
アミューズメントコンサルタント

株式会社デフオフィス

代表取締役

森永正則様

自 動 分 析 機 能

．．．．
「統計てきめん」は、ニーズの高い分析機能を標準搭載しています！
年齢別人口分析

年収別世帯数分析
◎年収別世帯数を推計し、分布グラフを作成します。

◎５歳区切りの人口ピラミッドを自動作成します。

※「国勢調査 2010」と「住宅・土地統計調査 2008」からの弊社推計

◎全国や都道府県平均との比較が可能です。
◎過去データ（2005 年・2010 年）への切り替えも可。

立地判定
1000 項目以上の豊富な統計で
多角的な商圏分析。
開業立地の判定に必要な
データ収集も効率的に！

経年推移分析
◎「人口」「世帯数」および「小売業
年間販売額」「同商店数」について
増減グラフを作成します。
◎地域のポテンシャルの推移を把
握することができます。

人口動態分析

ユーザーの声③

患者数の推計に一役

医院や介護施設の新規開業を手掛けて１０余

◎「出生数」「死亡数」「婚姻件数」「離婚件数」を推計します。

年。今までは、診療圏調査で患者数を推計する

全国・都道府県標準値との比較も可能です。

のに、地図と市町村が出している人口動態表を

※「国勢調査 2010」と「人口動態調査 2010」からの弊社推計

使っての手作業でした。大変時間がかかってい
て困っていました。｢統計てきめん｣を知り、早
速、個人で導入したところ、大幅な時間短縮を
図ることができました。早く正確に様々なデー
タが取得できるので助かっています。さらにド
ラッグストアの商圏調査では近隣の年収データ
など、活用範囲が広がっております。プレゼン
に効果があり、提案書作成にも活用しています。
ほんとに良いソフトを安く出していただき、助
かっています。
医院・介護施設開業コンサルタント

要介護者数分析
◎「要介護度 7 階級（要支援 2、要介護 5）」別、
「年齢別 2 階級（65 歳～74 歳、75 歳以上）」別に、
要介護者数を推計します。

通勤通学分析
◎住民の通勤・通学のための交通手段、およびその時
間を自動集計しグラフ表示します。
◎人々のライフスタイルの推測に役立ちます。

※「国勢調査 2010」と「介護保険事業報告(2010/10)」からの弊社推計

人口予測
◎２０２０年～２０４０年までの５年ごとの人口を予測します。
◎２０００年～２０１５年の国勢調査データから「コーホート変化率法
※」により算出しています（※年齢別人口の推移などをもとにした手法で、将来
的な宅地開発などによる人口変動は加味されません）。

◎人口グラフのほか、年齢別人口（男女別）の構成比や変化率を見
ることができます。

ユーザーの声④

折り込み広告のヒット率が向上

このソフトの優れているところとして、①コストパフォーマンス、②操作性、③簡易性が挙げられます。通常のこの
手のソフトより大幅に安い価格でありながら、本格的な機能を搭載しています。私は中小企業診断士をしており、中
小企業の広告・マーケティング支援を行うことが多いのですが、この「統計てきめん」を使うことによって、指導先
企業に対して、しっかりと分析を行って施策することの重要性を視覚的に伝えていくことができます。例えば、折り
込み広告や、最近流行りの郵便事業者のタウンプラス（配達地域指定郵便）などを使った広告を行う場合、通常、中
小企業では｢どういったエリアに自社のターゲットとなる顧客が存在するか｣といった重要な要素を分析しないか、あ
るいは推定だけで施策しているケースがほとんどです。ところが、このソフトを使って分析してみると、実際には多
くのエリアで人口などに数倍の差が出ることがわかります。高齢者向けのビジネスを行っている企業が折り込み広告
を行う場合においても、高齢者が多いエリアと少ないエリアでは、数倍の差があることをこのソフトで認識できます。
つまり、１万件配布してヒットが数件程度といったような結果になりがちな低確率の折り込み広告などにおいて、タ
ーゲットエリアを分析・選定することで、そのヒット率を向上させることが可能となるのです。このように「統計て
きめん」は、店舗出店やマーケティング施策などの「質」を向上させるツールとして非常に有効なソフトです。これ
からも指導先企業と共にどんどん活用していきます。
中小企業診断士

高杉康成様

分析結果（データ＆グラフ）は、他のアプリにコピー＆ペーストできます。
集計結果や分布画面、自動分析機能の結果(データやグラフ)は、クリック操作だけで他のアプリケーション
に貼り付けることができます。この機能を活用すれば、オリジナルのレポートを作成することができます。
ワープロソフト

表計算ソフト

プレゼンテーションソフト

【データの集計方法について】 国勢調査・商業統計のデータは、緯度経度にしたがって全国を 1km 四方や 500m 四
方の区画（メッシュ）に分けて整理されています。「統計てきめん」では、このメッシュに分けられたデータを面積案分
y
することで各統計値を集計しています。町丁目単位などの集計はできませんので、あらかじめご了承ください。

使い方はアイデア次第！

集計地点をプロットできる「地点の編集」
◎集計地点を色別にプロットする機能です。
◎ＣＳＶからの読み込みもできます（緯度経度情報が必要です）。
◎顧客分布図としての応用なども可能です。

豊富な便利機能

施設名や駅名で「地点の検索」
◎住所のほか、昭文社の地図に搭載されている
施設名や駅名などでの地点検索が可能です。

分布図と集計結果をシンプルに「印刷」

複数集計で「集計値のメモ」
◎集計結果を一時的にメモできます。
◎複数の集計地点でのデータ比較が可能です。

◎メイン画面の分布図と集計数値を印刷することができます。

１５種のバリエーションから選べます 「地図の変更」
標準

鉄道・バス路線強調表示

用途に応じて「表示切り替え」
行動ベクトル(弊社オリジナル)

スケール円

白図

ユーザーの声⑤

中小企業でも気軽に導入

当社は、コインランドリー出店及び開業指導を主
幹業務として、営業活動を行っております。出店
希望地のマーケティングの基本調査ツールとし
て「統計てきめん」を導入いたしました。おかげ
さまで、従来の資料作成に要する時間が３分の１
で済むようになりました。統計データの項目が豊
富なので、クライアント様のニーズに合った提案
資料を短時間で出力できます。スピーディにクラ

統計値表示

分布図ドット表示

イアント様に提案できるため、営業効率が良くな
りました。パソコン初心者でも簡単に資料作成が
出来ます。導入コストが他社のＧＩＳソフトより
安くかつ操作が簡単なので、少人数の企業でも気
軽に導入していただける、すばらしいソフトだと
思います。
コインランドリー開業コンサルタント

オプション拡張機能

より専門的な分析機能 が追加されま した 。
①時間圏作成シミュレーション
◎自動車・自転車・徒歩の移動手段で、一定時間に到達する
範囲を自動的にシミュレーションし集計する機能です。
◎移動方法、時間、平均速度などは、任意に設定できます。
◎一般には「ドライブタイム商圏」とも呼ばれています。

②クロス表示分析
◎２つの統計指標について、同時にグリッド画面に色分布表
示をおこなう機能です。
例えば、「人口総数」と「昼間人口総数」の両方が多いエリア
などを、視覚的に知ることが可能になります
．．
（注）いわゆる「クロス集計」とは異なりますのでご注意ください。例えば、「年収の高
い世帯が多い」エリアと「単身世帯が多い」エリアを同時に分布表示することはできま
すが、「年収の高い単身世帯が多い」エリアを表示することはできません。

■拡張機能のライセンスは、体験利用の期間中は、別途購入する必
要があります。

商圏データが、売れない時代に打ち勝つ「武器」になります。地域特性を把握したい
あらゆるビジネスシーンで、ご活用ください。
「統計てきめん」プロデューサー 林原安徳
はやしはら やすのり ： 有限会社ソルブ代表。立地判定コンサルタント。昭和３１年さいたま市生まれ。東京大学卒業後、日本
マクドナルド（株）に入社。出店調査部にて「立地と売上予測」を研究し、都市型店舗の高精度売上予測システムを構築。また、
日本の飲食業界では初となるＧＩＳ（地理情報システム）を用いたエリアマーケティング手法を導入して実践応用した。
独立後、（有）ソルブを設立。立地理論を独自に深耕させ、多くのチェーン企業をコンサルティングしている。主な著書に『これが
「繁盛立地」だ！』（同文館出版）、『売上予測と立地判定』（商業界）など。専門誌の連載も多数。

動作環境
Microsoft® Windows® 10／８／７（いずれも日本語版）

ＯＳ

ＣＰＵ
メモリー

ハードディスク

※64 ビット版 ＯＳでご利用になる場合は、32 ビット互換モードで動作します。
※インストール／アンインストールは、コンピュータの管理者（Administrator）権限で実行する必要があります。

１GHz 以上推奨
Microsoft® Windows® （32 ビット版）：8GB 以上を推奨
Microsoft® Windows® （64 ビット版）：8GB 以上を推奨
以下の空き容量が必要です（専用地図ソフトのインストール容量を含みます）。
◎軽量インストール時：10GB 以上 ◎標準インストール時：11GB 以上
◎詳細地図を全てインストールする場合：16GB 以上

ディスク装置

DVD-ROM ドライブ必須（片面二層式対応）
※CD のみでなく DVD も読めるドライブ

ディスプレイ

１０２４×７６８ピクセル以上

その他

インターネットが使える状態であることが必須です（Internet Explorer6.0 以上）

入 手

方 法

◆ [統計てきめん 2 プレミア]は、Vector でダウンロードしてください。約 750MB。
*インストール DVD(5,000 円税別)はライセンス購入時に別途お求めください。
◆ 本ソフトウェアを起動するには「スーパーマップルデジタル」（昭文社）が必要です。
ライセンス期間をお選びください。

「統計てきめん 2 プレミア」ライセンス

1 ヶ月 8,023 円（税込）～

◆国勢調査データなどのデータ更新はずっと無料です。
◆1 本購入で、もう 1 本無料
百年電池をお買上げいただきますと、もう 1 台分のライセンス（百年電池）が無料。
拡張機能用ライセンスを 1 本お買上げで、もう 1 本無料でお付け致します。

◆ 期間ライセンスは「ソフト電池(注 2)」で管理されています。
◆ 起動に必要な「スーパーマップルデジタル」（昭文社）は別途ご用意ください。

◆ 初めてお使いの方は、インストール後７日間は全機能(注 1)無料で利用できます。
ライセンス期間

料金（税込）

ライセンス期間

料金（税込）

１ヶ月

８，０２３円

１年

８７，４２９円

３ヶ月

２３，６５７円

３年

２０１，６００円

６ヶ月

４６，０８０円

無期限（百年電池）

４９８，０００円

*
*どの期間でも、何回でも追加購入することができます。
*「統計てきめん 2 プレミア」はコピーフリーですので、PC 何台でもインストールしてご利用できます(注 3)。
*「オプション拡張機能」 のご利用には別途料金がかかります。３２,４００円 （+税込）

よくある質問
Ｑ：集計結果を第三者提供（２次利用）してもいいですか？
Ａ：集計された統計データについては、商用目的でない場合「ソルブ
社『統計てきめん２プレミア』で集計」というクレジットを入れてくださ
い。商用目的の場合は事前にご相談ください。なお、分布図について
は地図の版権（著作権）が昭文社にありますので、お問い合わせくだ
さい。
Ｑ：期間ライセンスは、どのように管理されているのですか？
Ａ：パルティオソフト社の「ソフト電池」という仕組みで管理しておりま
す。ライセンス期間分のソフト電池（パスワード）をパソコンの画面か
ら入力してご使用いただきます。ライセンス期間を経過すると、電池
が切れて使用できなくなります。期間の延長（追加）についても同様
です。
Ｑ：市区町村や町丁目ごとのデータ集計はできますか？
Ａ：半径を指定する円集計と、商圏の形状を指定する多角形集計の
みとなります。それぞれメッシュデータを面積案分して集計します。市
区町村や町丁目ごとのデータ集計はできません。

Ｑ：データの更新はどうなっていますか？
Ａ 新しい統計データが発表された場合は、できるだけ早く更新をし
ていく方針です。費用については現在までのところ無料で提供して
おります。地図データについては、昭文社から毎年、最新の地図ソ
フトが発売されますので、別途ご用意ください。。
Ｑ：国勢調査データが２０１０年というのは古くないですか？
Ａ：国勢調査は５年に一度、実施されます。また、調査してからメッ
シュシュデータが発表されるまでに約３年かかります。商業統計な
ども同様です。２０１５年の国勢調査は２０１８年春に搭載予定で
す。
Ｑ：実際の操作方法など、実物を見ることはできますか？
Ａ：弊社のパソコンにあるソフトウェアをお客様が遠隔操作して、実
際にお使いになることができます。メールにてご連絡ください。
tekimen@sorb.co.jp

(注 1)オプション拡張機能を除きます。(注 2)「ソフト電池」は株式会社パルティオソフトの登録商品です。

(注 3)ただし、どの PC でもソフト電池が必要です。また、地図ソフトウェアの著作権をお守りください。

集計できる統計データ

合計 3,972 項目

「統計てきめん」では、「メッシュデータ」を面積案分することで各統計値を集計しています。
「メッシュ」とは、緯度経度を基準に日本全域を四角形で細分した地域単位のことで、総務省によって定義されています。
国勢調査や商業統計などのデータは、このメッシュに分けて整理されており、これを「メッシュデータ（メッシュ統計）」と呼びます。
「統計てきめん」では、町丁目などの行政区単位ではデータ集計できませんので、あらかじめご了承ください。

ソフトウェアに搭載されているメッシュデータは、メッシュの種類により内容が異なります。
メッシュの種類
３次メッシュ

搭載している項目数

メッシュの一辺

集計に適した半径

１，２０４項目

約１ｋｍ

１０～３０ｋｍ

２次メッシュを縦横１０分の 1 にした区画

４次メッシュ

８９９項目

約５００ｍ

１０ｋｍ未満

３次メッシュを縦横２分の１にした区画

２次メッシュ

５４２項目

約１０ｋｍ

３０ｋｍ～１５０ｋｍ

１次メッシュを縦横８分の１にした区画

１次メッシュ

５４２項目

約８０ｋｍ

１５０ｋｍ以上

（基準メッシュ）

メッシュの概要

東西１度、南北３分の２度（４０分）の区画

３次メッシュの統計項目
【国勢調査 2015 年（135 項目）】 人口（男・女・計）、年齢別（５歳刻み）人口（男・女・計）、年齢別人口（0-2 才・3-5 才・18 才・19 才）（男・女・計）、外国人人口（男・女・
計）、世帯総数、構成人数別世帯数（１人・2 人・3 人・4 人・5 人・6 人・7 人以上）、各種世帯数（核家族・子供扶養・高齢者居住・20 歳代単身・高齢単身・高齢夫婦）、所
有別世帯数（持ち家・公団等借家・民営借家・給与住宅・間借）、建方別世帯数（一戸建て・長屋・共同 1・2 階建・共同 3-5 階建・共同 6-10 階建・共同１１階以上建）
【国勢調査 2010 年（197 項目）】 人口（男・女・計）、年齢別人口（５歳刻み）（男・女・計）・年齢別人口（0-2 歳・0-5 歳・3-5 歳・6-11 歳・12-14 歳・15-17 歳・18 歳・19 歳）
（男・女・計）、外国人（男・女・計）、就業者（男・女・計）、完全失業者（男・女・計）、従業上の地位別人口（雇用者・正社員・派遣社員・ﾊﾟｰﾄｱﾙﾊﾞｲﾄ）（男・女・計）、自営業
主総数、家族従業者総数、就業職業別人口（第 1 次産業・第 2 次産業・第 3 次産業・農/林業・漁業・鉱業・建設業・製造業・電気ｶﾞｽ水道・情報通信業・運輸・通信業・
卸売/小売業・金融/保険業・不動産業/物品賃貸業・学術/専門/技術・宿泊/飲食業・医療/福祉業・教育学習支援業・複合ｻｰﾋﾞｽ事業・その他のｻｰﾋﾞｽ業・公務）通園
通学別人口（幼稚園・保育園・その他・小/中学校・高校・短大/高専・大学/大学院）、最終学歴別人口（小中学校、高校、短大高専、大学大学院）（男・女・計）、居住期
間別人口（出生時から・1 年未満・1 年-5 年未満・5-10 年未満・10-20 年未満・20 年以上）、世帯総数、一般世帯数、構成人員別世帯数（1 人・2 人・3 人・4 人・5 人・6
人・7 人以上）、各種世帯数（核家族・子 0-5 養育・高齢者居住・20 代単身・高齢単身・高齢夫婦）、所有別世帯数（持ち家・公団等借家・民営借家・給与住宅・間借）、
建て方別世帯数（一戸建・長屋建・共同 1･2 階建・共同 3-5 階建・共同 6-10 階建・共同 11-14 階建・共同 15 階建以上）、居住階別世帯数（共同 1･2 階・共同 3-5 階・
共同 6-10 階・共同 11-14 階・共同 15 階以上）、居住面積別世帯数（0～29 ㎡・30～49 ㎡・50～69 ㎡・70～99 ㎡世帯・100～149 ㎡世帯・150 ㎡以上）
【国勢調査 2005 年（157 項目）】 人口（男・女・計）、年齢別人口（５歳刻み）（男・女・計）・年齢別人口（0-2 歳・0-5 歳・3-5 歳・6-11 歳・12-14 歳・15-17 歳・18 歳・19 歳）
（男・女・計）、外国人（男・女・計）、就業者（男・女・計）、完全失業者（男・女・計）、就業時間別人口（男・女・計）（35 時間未満・35 時間以上・雇用形態別人口（常時・臨
時・自営業主・家族従業者）、就業職業別人口（第 1 次産業・第 2 次産業・第 3 次産業・農業・林業・漁業・鉱業・建設業・製造業・電気ｶﾞｽ水道・情報通信業・運輸・通信
業・卸売/小売業・金融/保険業・不動産業・飲食/宿泊業・医療/福祉業・教育学習支援業・複合ｻｰﾋﾞｽ事業・サービス業・公務）、世帯総数、一般世帯数、構成人員別
世帯数（1 人・2 人・3 人・4 人・5 人・6 人・7 人以上）、各種世帯数（核家族・子 0-5 養育・高齢者居住・20 代単身・高齢単身・高齢夫婦）、所有別世帯数（持ち家・公団等
借家・民営借家・給与住宅・間借）、建て方別世帯数（一戸建・長屋建・共同 1･2 階建・共同 3-5 階建・共同 6-10 階建・共同 11 階建以上）、居住階別世帯数（共同 1･2
階・共同 3-5 階・共同 6-10 階・共同 11 階以上）、居住面積別世帯数（0～29 ㎡・30～49 ㎡・50～69 ㎡・70～99 ㎡世帯・100～149 ㎡世帯・150 ㎡以上）
【国勢調査：通勤通学 2000 年（6 項目）】 各通勤通学者数［徒歩のみ・電車利用・乗合バス利用・自家用車利用・オートバイ利用・自転車利用］
【国勢調査：最終学歴 2000 年（12 項目）】 最終学歴別人口（男・女・計）［小中学校、高校、短大高専、大学大学院］
【国勢通勤学 1990 年（14 項目）】 電車（JR）通勤通学者、電車（除 JR）通勤通学、乗合バス通勤通学者、自家用車通勤通学者、バイク通勤通学者、自転車通勤通学者、
0-29 分通勤者数、0-29 分通学者数、30-59 分通勤者数、30-59 分通学者数、1-1.5 時間通勤者数、1-1.5 時間通学者数、1.5 時間以上通勤者数、1.5 時間以上通学
者数
【国勢経年（36 項目）】 各項目 1990 年・1995 年・2000 年 2005 年［人口（男・女）、0-14 才人口（男・女）、15-64 才人口（男・女）、65 才以上（男・女）、世帯総数］
【商業統計 2014 年（174 項目）】 【商業統計 2007 年（36 項目）】 小売業商店数、小売年間販売額、小売業売場面積、販売商品別店数（各種商品・織物衣服・飲食料
品・自動車自転車・家具什器・その他）、従業員人数別店数（1-4 人・5-29 人・30-49 人・50 人以上）、年商別店数（200 万円未満・200-2000 万円未満・2000-1 億円未
満・１億円以上）、売場面積別店数（20 ㎡未満・20-50 ㎡未満・50-500 ㎡未満・500-1500 ㎡未満・1500-3000 ㎡未満・3000 ㎡以上）、買回り品小売店数・最寄り品小売
店数・、形態別店数（各種商品・その他・百貨店・総合ｽｰﾊﾟｰ・専門ｽｰﾊﾟｰ・ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ・ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・その他ｽｰﾊﾟｰ・専門店・中心店・その他）
【商業統計 2004 年（105 項目）】 販売商品別店数（小売業計・各種商品・衣服見回品・飲食料品・自転車自動車・家具什器・その他の小売・百貨店 GMS・その他各種商
品・呉服寝具・男子服・婦人子供服・靴履物・他織物衣服見回品・各種食料品・酒・食肉・鮮魚・野菜果物・菓子パン・米穀類・その他飲食料・自動車・自転車・家具建
具・その他の什器・医薬化粧品・農耕用品・燃料・書籍文具・スポーツ娯楽楽器・写真機・時計眼鏡・その他）、販売商品別年間販売額（前に同じ）、販売商品別売り場
面積（前に同じ）
【商業統計 2002 年（71 項目）】 小売業商店数・小売業従業者数・小売年間販売額・小売業売場面積・小売業来客駐車場、従業員人数別店数（1-4 人・5-29 人・30-49
人・50 人以上）、年商別店数（200 万円未満・200-2000 万円未満・2000-1 億円未満・１億円以上）、売場面積別店数（20 ㎡未満・20-50 ㎡未満・50-500 ㎡未満・
500-1500 ㎡未満・1500-3000 ㎡未満・3000 ㎡以上）、買回り品小売店数・最寄り品小売店数・販売商品別店数（各種商品・その他・百貨店・その他各種商品・呉服服地
寝具・男子服・婦人子供服・靴履物・他織物衣服身回品・各種食料品・酒・食肉・鮮魚・乾物・野菜果物・菓子パン・米穀類・その他飲食料・自動車・自転車・家具建具
畳・機械器具・その他什器・医薬品/化粧品・農耕用品・燃料・書籍文房具・ｽﾎﾟｰﾂ娯楽品楽器・写真機写真材料・時計眼鏡・その他）、形態別店数（大型百貨店・その他
百貨店・大型総合ｽｰﾊﾟｰ・中型総合ｽｰﾊﾟｰ・衣料品ｽｰﾊﾟｰ・食料品ｽｰﾊﾟｰ・住関連ｽｰﾊﾟｰ・ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ・ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・その他ｽｰﾊﾟｰ・衣料品専門・食料品専門・住関連
専門・衣料品中心・食料品中心・住関連中心・その他）、卸売業商店数・卸売業従業者数・卸売年間販売額
【商業統計販売額 2002 年（53 項目）】 販売商品別年間販売額（各種商品・衣服身回品・飲食料品・自動車自転車・家具什器・その他の小売・百貨店 GMS・その他各種
商品・呉服寝具・男子服・婦人子供服・靴履物・他織物衣服身回品・各種食料品・酒・食肉・鮮魚・乾物・野菜果物・菓子パン・米穀類・その他飲食料・自動車・自転車・
家具建具畳・他の什器・医薬化粧品・農耕用品・燃料・書籍文具・ｽﾎﾟｰﾂ娯楽楽器・写真機・時計眼鏡・その他）、形態別販売額（百貨店計・大型百貨店・その他百貨
店・大型総合ｽｰﾊﾟｰ・中型総合ｽｰﾊﾟｰ・衣料品ｽｰﾊﾟｰ・食料品ｽｰﾊﾟｰ・住関連ｽｰﾊﾟｰ・ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ・ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・その他ｽｰﾊﾟｰ・衣料品専門・食料品専門・住関連専
門・衣料品中心・食料品中心・住関連中心・その他）
【商業統計 1999 年（73 項目）】 小売業商店数、小売業従業者数、小売年間販売額、小売業売場面積、従業員人数別店数（1-4 人・5-29 人・30-49 人・50 人以上）、年
商別店数（200 万円未満・200-2000 万円未満・2000-1 億円未満・１億円以上）、売場面積別店数（20 ㎡未満・20-50 ㎡未満・50-500 ㎡未満・500-1500 ㎡未満・
1500-3000 ㎡未満・3000 ㎡以上）、買回り品小売店数、最寄り品小売店数、販売商品別店数（各種商品・その他・百貨店・その他各種商品・呉服服地/寝具・男子服・婦

人子供服・靴履物・他織物衣服身回品・各種食料品・酒・食肉・鮮魚・乾物・野菜果物・菓子パン・米穀類・その他飲食料・自動車・自転車・家具建具畳・金物荒物・陶磁
器ガラス器・家庭用機械器具・その他の什器・医薬品化粧品・農耕用品・燃料・書籍文房具・ｽﾎﾟｰﾂ娯楽品楽器・写真機写真材料・時計眼鏡光学機械・中古品・その他）、
形態別店数（大型百貨店・その他百貨店・大型総合ｽｰﾊﾟｰ・中型総合ｽｰﾊﾟｰ・衣料品ｽｰﾊﾟｰ・食料品ｽｰﾊﾟｰ・住関連ｽｰﾊﾟｰ・ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ・その他のｽｰﾊﾟｰ・衣料品専
門・食料品専門・住関連専門・衣料品中心・食料品中心・住関連中心・その他）、卸売業商店数、卸売業従業者数、卸売年間販売額
【商業統計販売額 1999 年（38 項目）】 販売商品別年間販売額（各種商品・衣服身回品・飲食料品・自動車自転車・家具什器・その他の小売・百貨店・その他各種商
品・呉服/服地/寝具・男子服・婦人子供服・靴履物・他織物衣服身回品・各種食料品・酒・食肉・鮮魚・乾物・野菜果物・菓子パン・米穀類・その他飲食料・自動車・自転
車・家具建具畳・金物荒物・陶磁器/ガラス器・家庭用機械器具・その他の什器・医薬品/化粧品・農耕用品・燃料・書籍文房具・ｽﾎﾟｰﾂ娯楽品楽器・写真機写真材料・
時計眼鏡光学機械・中古品・その他）
【商業経年（20 項目）】 各項目 1991 年・1994 年・1997 年・1999 年・2002 年［小売業商店数・小売業従業者数・年間販売額〔万円〕・小売売場面積］
【国勢 2000 年リンク（21 項目】 昼間人口（男・女・計）、夜間人口（男・女・計）、在学者数、65 歳以上人口、第 2/3 次産業就業者、世帯数、第 2/3 次産業従業者、全産
業事業所数、小売業事業所数、飲食料品小売業事業所数、飲食店事業所数、病院数、一般診療所数、歯科診療所数、生徒/学生数（男・女・計）
【国勢 1995 年リンク（12 項目）】 昼間人口（男・女・計）、第 2/3 次産業従業者数、全産業事業所数、飲食店事業所数、病院数、一般診療所数、歯科診療所数、生徒/
学生数（男・女・計）
【年収別世帯数 2010（12 項目）：国勢調査（2010 年）と住宅・土地統計調査（2008 年）からの推計値】 年収 100 万円未満、年収 100～199 万、年収 200～299 万、年収
300～399 万、年収 400～499 万、年収 500～599 万、年収 600～699 万、年収 700～799 万、年収 800～899 万、年収 900～999 万、年収 1000～1499 万、年収 1500
万円以上
【年収別世帯数 2005（10 項目）：国勢調査（2005 年）と住宅・土地統計調査（2003 年）からの推計値】 年収 200 万円未満、年収 200～299 万、年収 300～399 万、年収
400～499 万、年収 500～699 万、年収 700～999 万、年収 1000～1499 万、年収 1500 万円以上、住宅に住む一般世帯数、住宅に住む人口
【国勢調査 1995 年齢別人口（73 項目）】 年齢別人口（５歳刻み）（男・女・計）・年齢別人口（0-2 歳・0-5 歳・3-5 歳・6-11 歳・12-14 歳・15-17 歳・18 歳・19 歳）（男・女）
【国勢調査 1990 年齢別人口（73 項目）】 年齢別人口（５歳刻み）（男・女・計）・年齢別人口（0-2 歳・0-5 歳・3-5 歳・6-11 歳・12-14 歳・15-17 歳・18 歳・19 歳）（男・女）
【国勢調査 2010 年主要項目（4 項目）】 人口（男・女・計） 、世帯総数 【昼間人口 2012 年】 昼間人口

４次メッシュの統計項目
【国勢調査 2015 年（135 項目）】 ３次メッシュと同じです。【国勢調査 2010 年（197 項目）】 ３次メッシュと同じです。
【国勢調査 2005（157 項目）】 ３次メッシュと同じです。【国勢調査 2000（136 項目）】 ３次メッシュと同じです。
【国勢調査：通勤通学 2000 年（6 項目）】 ３次メッシュと同じです。【国勢調査：最終学歴 2000 年（12 項目）】 ３次メッシュと同じです。
【商業統計 2014 年（61 項目）】 【商業統計 2007 年（70 項目）】 小売業商店数・小売業従業者数・小売年間販売額・小売業売場面積・小売業来客駐車場、販売商品別
店数・年間販売額（各種商品・織物衣服・飲食料品・自動車自転車・家具什器・その他）、従業員人数別店数（1-4 人・5-29 人・30-49 人・50 人以上）、年商別店数（200
万円未満・200-2000 万円未満・2000-1 億円未満・１億円以上）、売場面積別店数（20 ㎡未満・20-50 ㎡未満・50-500 ㎡未満・500-1500 ㎡未満・1500-3000 ㎡未満・
3000 ㎡以上）、買回り品小売店数・最寄り品小売店数、買回り品小売年間販売額・最寄り品小売年間販売額、形態別店数・年間販売額・売場面積（各種商品・その他・
百貨店・総合ｽｰﾊﾟｰ・専門ｽｰﾊﾟｰ・ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ・ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・その他ｽｰﾊﾟｰ・専門店・中心店・その他）
【商業統計 2002 年（38 項目）】 小売業商店数・小売業従業者数・小売年間販売額・小売業売場面積・小売業来客駐車場、販売商品別店数（各種商品・織物衣服・飲
食料品・自動車自転車・家具什器・その他）、従業員人数別店数（1-4 人・5-29 人・30-49 人・50 人以上）、年商別店数（200 万円未満・200-2000 万円未満・2000-1 億円
未満・１億円以上）、売場面積別店数（20 ㎡未満・20-50 ㎡未満・50-500 ㎡未満・500-1500 ㎡未満・1500-3000 ㎡未満・3000 ㎡以上）、買回り品小売店数・最寄り品小
売店数、形態別店数（各種商品・その他・百貨店・総合ｽｰﾊﾟｰ・専門ｽｰﾊﾟｰ・ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ・ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・その他ｽｰﾊﾟｰ・専門店・中心店・その他）
【商業統計 1999（36 項目）：人口集中地域［DID 地区］のみ】 小売業商店数・小売業従業者数・小売年間販売額〔万円〕・小売業売場面積〔㎡〕・従業員 1-4 人小売店
数・従業員 5-29 人小売店・従業員 30-49 人小売店・従業員 50 人以上店数・年 200 万円未満小売店・年 200-2000 万円未店・年 2000-1 億円未満店・年商１億円以上
小売店・売場面積 20 ㎡未満店・面積 20-50 ㎡未満店・面積 50-500 ㎡未満店・面積 500-1500 ㎡未店・面積 1500-3000 ㎡未店・面積 3000 ㎡以上店数・買回り品小売
店数・最寄り品小売店数・各種商品小売店数・その他小売店数・各種商品店数・織物/衣服/身回品店・飲食料品小売店数・自動車/自転車小売店・家具/什器/家庭機
器店・その他店数（業種別）・百貨店店数・総合ｽｰﾊﾟｰ店数・専門ｽｰﾊﾟｰ店数・ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ店数・その他ｽｰﾊﾟｰ店数・専門店数・中心店数・その他店数（業態別）
【国勢 2000 年リンク（21 項目】 ３次メッシュと同じです。
【国勢 95 リンク（12 項目）：人口集中地域［DID 地区］のみ】 ３次メッシュと同じです。
【年収別世帯数 2010（12 項目）：国勢調査（2010 年）と住宅・土地統計調査（2008 年）からの推計値】 ３次メッシュと同じです。
【年収別世帯数 2005（8 項目）：国勢調査（2005 年）と住宅・土地統計調査（2003 年）からの推計値】 年収 200 万円未満、年収 200～299 万、年収 300～399 万、年収
400～499 万、年収 500～699 万、年収 700～999 万、年収 1000～1499 万、年収 1500 万円以上
【国勢調査 1995 年齢別人口（73 項目）】 ３次メッシュと同じです。
【国勢調査 1990 年齢別人口（73 項目）】 ３次メッシュと同じです。
【国勢調査 2010（4 項目）】 ３次メッシュと同じです。【昼間人口 2012 年】 昼間人口

１次メッシュ・２次メッシュの統計項目
【国勢調査 2015 年（135 項目）】 ３次メッシュと同じです。
【国勢調査 2010 年（197 項目）】 ３次メッシュと同じです。
【国勢調査 2005（125 項目）】 ３次メッシュと同じです。
【国勢経年（36 項目）】 ３次メッシュと同じです。
【商業経年（20 項目）】 ３次メッシュと同じです。
【商業統計 2007 年（36 項目）】 ３次メッシュと同じです。
【商業統計 2004 年（105 項目）】 ３次メッシュと同じです。
【商業統計 2002 年 5 項目）】 小売業商店数・小売業従業者数・小売年間販売額・小売業売場面積・小売業来客駐車場
【国勢 2000 年リンク（18 項目】 ３次メッシュと同じです。
【データの秘匿について】 国勢調査で人口・世帯数が２以下のメッシュでは、個人情報保護のため総数以外の詳細データが秘匿処理されています。また、商
業統計で店舗数２以下のメッシュでも、同様に年間販売額・売場面積等が秘匿処理されています。データ利用に際してはご注意ください。

(有)ソルブ行
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「統計てきめん２プレミア」は、ソフト電池をご購入・充電していただくことで継続ご利用（利用期間の延長）が可能です。
※お使いのパソコンに電池が残っている状態で新たに充電すると、継続期間が加算されます。※ソフト電池は、1 台のパソコンに 1 回限り充電する
ことができます。 ※充電後は、「統計てきめん２プレミア」を利用するしないにかかわらず、残り利用期間は減少していきます。※ソフト電池の性質
上、ご購入後の返金や継続期間の変更はできません。

下記の申込み書に必要事項をご記入の上、FAX にてお送りください。

「統計てきめん２プレミア」専用ソフト電池 購入申し込み書
※太枠内をもれなくご記入ください。

ご記入日

年

フリガナ

氏

法人

名

・

月

個人

印

会社名
部

署

住

所

電

話

役

職

〒
ＦＡＸ
（本ソフトに関するご連絡に用いますので、必ずご記入ください。）

Ｅ-ｍａｉｌ
●延長したい期間の電池に、購入枚数をご記入ください。
購入枚数

電池の種類

ライセンス期間

一枚あたりの価格（税込）

本

１ヶ月電池

３１日

８，０２３円

本

３ヶ月電池

９２日

２３，６５７円

本

６ヶ月電池

１８４日

４６，０８０円

本

１年電池

３６６日

８７，４２９円

本

３年電池

１０９６日

２０１，６００円

本

百年電池

∞日（※）

４９８，０００円

百年電池

拡張機能用（※）

６，４８０円

本

（※）1 本申し込まれますと 2 本お送りします。ライセンス期間が切れますと拡張機能は使えません。

●ご希望のお支払い方法に☑を入れて、必要事項をご記入ください。
□銀行振込
ご請求書をお送りいたしますので、記載された口座にお振り込みください。
振込手数料はご負担ください。

請求書お宛名［

］

□代金引換宅急便
代金は商品を配送するドライバーにお支払いください。領収書（兼送付伝票）は宅配業者から発行されます。
ご希望のお届け日時がございましたらご記入ください。

［

月

〔 午前中

日］

※お申し込み日の３営業日以降をご記入ください。

12～14 時

14～16 時

16～18 時

18～20 時

20～21 時 〕

通信欄

お問合先 ： 有限会社ソルブ 〒338-0002 埼玉県さいたま市中央区下落合 4-17-18 ﾄﾞﾐｰﾙ吉田 101
TEL 048-711-7195 http://www.sorb.co.jp/

日

