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新潟支社　新潟営業所　〒950-0078　新潟県新潟市中央区万代島 5-1 万代島ビルディング 10F　TEL 025-243-0048

IT 初級者向け WEB活用・経営革新セミナー WEB戦略で顧客を勝ち取る！
　パソコンやインターネットの活用が当たり前になり、消費者の購買動向が変化する中で、実店舗の店先で黙って顧客を待ってい
たのでは、時代に取り残されてしまいます。本セミナーでは、IT初級者向けに３回シリーズで様々なソーシャルメディアの特徴や
違いを解説しながら、人脈構築や販売促進に期待できるITツールを活用した情報発信のノウハウを学んで頂きます。ITを活用した
いがやり方がわからない方、ITを活用して効果的に会社・お店の情報を発信したい方、この機会に是非ご参加ください。
●カリキュラム

開催日 テ　ー　マ ●講師：㈱中嶋商店　代表取締役　中嶋茂夫氏
●会場：新潟商工会議所　大会議室
●時間：13：30～16：30　●受講料：無　料
●お問い合わせ先
　中小企業振興部　広域経営支援センター
　Tel：025-290-4411
※詳しくはホームページをご覧ください。

10月21日（金） 御社が活用すべきWEB
サービスはこれだ

10月28日（金） ネット販売に向いている
商品・サービス

11月９日（水） 自動販売機のように販売
する仕組み作り

簡単に商圏の見える化！商圏分析ツールを導入
　当所では、小規模事業者のマーケティングや販売促進などを支援するために、全国のありとあらゆる施設及びエリ
アのマーケット（商圏）データを閲覧・分析することができる「マケプラ（Market Platform）」＆「JPS 
Web レポートサービス」を導入しました。

　●人口・世帯などの基本的な統計情報がわかる　　●同じ街並みが探せる
　●どんなライフスタイルの人がどれだけ住んでいるかがわかる
　●どんな業種のどんな店舗・施設が何件あるかがわかる　　●なんでもランキングでいろいろな項目を順位付け

こんなお悩みはございませんか？
　 自分のお店の周りにはどんな人が住んでいるのだろう？　　 近くにライバル店はどれくらいある？
　 売上をのばす為にはどういう商品を並べたらいい？　　 新規店を出したいけど、どこに出したらうまくいく？
　 無駄なく効果的にチラシやＤＭを配りたい　　　 マーケティングって…何から始めたらいいの？
　 忙しくて調べるヒマがない!!　　 マーケティング自体に予算をかけられない…

簡単な商圏レポートが作成できます！
　　・商圏地図
　　・商圏人口データ
　　・人口ピラミッド
　　・商圏世帯データ
　　・商圏消費データ
　　・店舗プロット　など

経験と勘に頼らない数値データによる経営判断が可能になります。
ご利用を希望される方は、お気軽にご相談ください。問合せは経営相談課まで（☎290-4411）



早期景気
観測調査
新潟商工会議所管内
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平成27年
8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月

平成28年
8月

 売　上 3.9 ▲ 6.5 ▲ 2.9 ▲14.0 ▲ 6.7 ▲ 8.7 ▲11.8 ▲2.9 2.0 ▲19.4 ▲18.8 ▲21.0 ▲20.0
 採　算 ▲ 1.0 ▲12.0 ▲ 3.9 ▲ 8.6 ▲ 9.6 ▲14.1 ▲16.1 ▲11.8 ▲ 7.1 ▲24.7 ▲18.8 ▲24.8 ▲19.0
 業　況 ▲ 1.9 ▲10.9 ▲13.5 ▲19.4 ▲14.4 ▲22.8 ▲15.1 ▲14.7 ▲ 8.1 ▲18.3 ▲22.8 ▲17.1 ▲28.4
 仕入単価 ▲26.0 ▲23.9 ▲34.6 ▲19.4 ▲16.4 ▲12.0 ▲14.0 ▲19.6 ▲15.2 ▲18.3 ▲24.8 ▲15.2 ▲16.8
 従業員 19.2 18.5 23.1 15.1 21.2 19.6 19.4 16.7 17.2 10.8 18.8 9.5 16.8
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【８月の概要】
　７月に比べると、従業員ＤＩはプラス幅が拡大し、売上ＤＩ、採算ＤＩはマイナス幅がそれぞれ縮小したもの
の、業況ＤＩはマイナス幅が拡大し、仕入単価ＤＩもマイナス幅が若干上昇した。建設業では工事量の減少、卸
売業では売上不振などの声が聞かれ、景況回復の動きは弱く、改善の兆しが見えてこない。
　先行きについては、７月に比べ、仕入単価ＤＩはマイナス幅が縮小したが、売上ＤＩはプラスからマイナスに
転じ、従業員ＤＩはプラス幅が若干下降した。採算ＤＩ・業況ＤＩはともにマイナス幅が拡大するなど、先行の
不透明感が払拭できず、改善の期待感は低下気味となっている。

【全産業平均DI】　※DI（景況判断指数）＝（良い割合）－（悪い割合）
　全産業の前年同月比では、７月に比べ従業員ＤＩは7.3ポイントプラス幅が拡大し、売上ＤＩが1.0ポイント、採算ＤＩが5.8ポイント
とそれぞれマイナス幅が縮小したものの、業況ＤＩは11.3ポイント、仕入単価ＤＩは1.6ポイントとそれぞれマイナス幅が拡大した。
　先行きは、仕入単価ＤＩが4.6ポイントマイナス幅が縮小したものの、売上ＤＩはプラスからマイナス2.1ポイントとなり、採算
ＤＩは5.0ポイント、業況ＤＩは12.8ポイントとそれぞれマイナス幅が拡大した。従業員ＤＩは1.9ポイントプラス幅が縮小した。

【参考】全産業平均DI－向こう３か月間の先行き見通し
売上（受注・出荷） 採　　算 仕入単価 従業員 業　　況

7月 7.6 ▲ 7.6 ▲16.2 21.9 ▲ 1.9
8月 ▲ 2.1 ▲12.6 ▲11.6 20.0 ▲14.7

建
設
業

総合建設 建設業の業況は発注者からの工事量の減少や一件当たりの工事発注額も少なくなって地方の建設業界の先行きの活況は
暗い。

設備工事 下半期に向け上昇を期待しているが、このまま減る一方に思える。

製
造
業

酒造 原料の収穫時期に差し掛かっており、本格的な製造時期を迎えつつある。業界全体では減産傾向にあるが、新たな販路
を探り活路を見出したい。

食品 原油価格の安値安定と円高が起因して輸入材料や資材関係の価格が安定している。

卸
売
業

日用品 定番商品の売れ行きが悪い。

青果 不景気感の広がりによる購買意欲の低下がみられる。

小
売
業

スーパー 消費者の低価格志向が続き、一品単価が伸び悩んでいる。

家具 業界に限らず、業績の格差が拡大の傾向。

サ
ー
ビ
ス

ソフトウェア 中小の製造業では、ITシステム（主に生産管理システム）の潜在ニーズは、まだまだあると思う。ニーズにこたえる商
品の開発がポイントと思う。

タクシー 夏の催し物や猛暑が落ち着くと利用者が減少する。

【業界から寄せられた主なコメント】

景気動向（前年同月比）全産業DI値
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（平成27年８月～平成28年８月）

◆就業規則・諸規則の作成・改正
◆社会保険・労働保険等の手続
◆コンプライアンス・個人情報保護・マイナンバー対応
◆労災保険特別加入（事業主・役員・一人親方）

〒950-0982 新潟市中央区堀之内南2-19-14 和合ビル2F（駐車場多数完備）

労働保険事務組合　企業経営支援研究会
一人親方団体　新潟建設建築技能者組合

西山経営労務事務所
社会保険労務士法人

ご相談ください！

TEL025-256-8373  FAX025-256-8374 西山経営労務 検 索

エヌガイア株式会社

海外ビジネスを考えていませんか？
新しい船出のお手伝いを致します！
海外ビジネス/マーケティング/国際法務（顧問
弁護士）国際税務（顧問税理士）/翻訳のプロ　

が、御社の“ナビゲーター”です。

http://www.n-gaea.jp

今すぐお電話を！025-282-7698 025-278-8331 http://www.aruba-g.jp 

集客と求人の「悩み！」

アルバ株式会社アルバ株式会社

解決に自信アリ

まずは無料相談

新潟市東区江南 6 丁目 8-4 3F

景気の き動


