４．南関東（地域別調査機関：株式会社日本経済研究所）
分野
家計
動向
関連

景気の現状判断
◎
◎

(南関東)

◎

◎
◎

○

○
○

○

○

○

○

○
○
○

○

○

○
○

（−：回答が存在しない、＊：主だった回答等が存在しない）
業種・職種
判断の理由
追加説明及び具体的状況の説明
スーパー（経営 販売量の動き ・来客数の増加により、売上が伸びてきている。
者）
スーパー（販売 販売量の動き ・気温低下により衣料品の売行きが良く、前年の1.5
促進担当）
倍となっている。
その他専門店 販売量の動き ・人材確保が難しくなってきていることから、思うよ
［貴金属］（統
うに伸ばせてはいないものの、市場全体の景気は好調
括）
に推移している。競合他社も売上を伸ばしている（東
京都）。
その他小売［雑 販売量の動き ・来客数と売上が増加している（東京都）。
貨卸］（経営
者）
旅行代理店（販 販売量の動き ・今月は教育旅行が順調であり、法人関係も予定以上
売促進担当）
の結果になっている。海外についてはあまり良い材料
がないが、可もなく不可もない（東京都）。
商店街（代表 それ以外
・株価が好調だと、良好な住宅街の景気は良い方向に
者）
向いていく。衆議院選挙で与党が勝ったので、更に良
い方向に動いている気がする。クレジットカードの取
扱、来街者数共に好調である（東京都）。
一般小売店［和 販売量の動き ・長雨による来客数の減少がみられたが、大口の注文
菓子］（経営
が入ったため、売上につながっている。
者）
一般小売店
販売量の動き ・最近の降雨や台風で販売量が増えている。
［傘］（店長）
百貨店（総務担 販売量の動き ・中旬までは全体的に安定した気候にも助けられ、衣
料、雑貨共に好調に推移したが、台風や気温の乱高下
当）
とともに秋物、冬物共に足踏み状態となっている。消
費に力強さは足りないものの、やや回復基調と思われ
る。
百貨店（営業担 販売量の動き ・前月から引き続きファッション関連が浮上してい
当）
る。あわせて、美術、宝飾品、時計などを中心に富裕
層需要も拡大しており、基調はプラスとなっている。
ただし、毎週末の雨天により、ボリュームゾーンの動
きが鈍い（東京都）。
百貨店（営業担 販売量の動き ・気温の変化もあるが、衣料品関連の動きが良くなっ
当）
てきている。また、美術、宝飾といった高額品の動き
も堅調である（東京都）。
百貨店（販売促 単価の動き
・雨天や台風の影響が大きく、10月は全体的な売上が
進担当）
減少しているものの、来客数は３か月前より好調に推
移しており、買上単価も増加傾向にある。衣料品や雑
貨などの買上単価がアップしており、消耗品だけでな
く、ファッションなどへの支出がやや改善してきてい
る。
百貨店（販売促 単価の動き
・国内富裕層、訪日外国人共に高単価雑貨の動きが依
進担当）
然として良い（東京都）。
百貨店（店長） 販売量の動き ・先の改装効果もあり、天候不順のなか、ファッショ
ン、生活雑貨関連が好調である。売上客数も２か月連
続で前年を超えている。
衣料品専門店 来客数の動き ・気温の低下、悪天候により、セーターを含めたアウ
（統括）
ターなどの防寒衣料が活発に動いている。
家電量販店（経 来客数の動き ・前年の数字、３か月前、前月と比較しても、来客数
営企画担当）
が確実に増加している。インバウンド需要は、前年が
悪すぎたせいもあるが、来客数が大きく伸びている。
また、カテゴリ別にみても、今まで厳しかった情報家
電に復活の兆しがはっきりと見えている（東京都）。
一般レストラン 来客数の動き ・当店の業態は定食屋である。原料の高騰により値上
（経営者）
げをした後も来客数は落ちていないものの、夜の来客
数が減少している。多少のお酒も提供している飲食店
へ移っているか、勤務時間の削減により夜の外食が
減っていることも推測できる。土日祝日などはあまり
変わらず、繁華街の来客数は伸びている（東京都）。
その他飲食［給 単価の動き
・取引先との委託料交渉を継続してきたが、今年度に
食・レストラ
入り当社の提示条件に応じる取引先が続けて出始めた
ン］（役員）
ことから、収益は改善の方向に向かっている（東京
都）。
観光型旅館（ス お客様の様子 ・値上げを行なったが、客足には変わりがない（東京
タッフ）
都）。

○
○

都市型ホテル
（スタッフ）

来客数の動き

旅行代理店（営 販売量の動き
業担当）
タクシー運転手 お客様の様子

○
タクシー運転手 お客様の様子
○
○
○
○

通信会社（経営 お客様の様子
者）
通信会社（経営 販売量の動き
企画担当）
ゴルフ場（企画 単価の動き
担当）
競輪場（職員） 来客数の動き

○

○

住宅販売会社
（従業員）

販売量の動き

□

住宅販売会社 それ以外
（従業員）
その他住宅［住 販売量の動き
宅資材］（営
業）
商店街（代表 販売量の動き
者）

□

一般小売店［印 来客数の動き
章］（経営者）

○
○

一般小売店［文 販売量の動き
房具］（経営
者）
□

□

□

一般小売店［文 お客様の様子
具］（販売企画
担当）
一般小売店
販売量の動き
［茶］（営業担
当）
百貨店（売場主 来客数の動き
任）

□

□

□

百貨店（営業担 それ以外
当）
百貨店（営業担 お客様の様子
当）

・10月は行楽シーズンなので来客数が増加している。
インバウンド団体の利用や学会絡みの長期滞在ゲスト
も多く、高稼働が続いている。
・販売量が増加している。
・夜間の駅周辺は、空車タクシーが足りなくなる時間
帯が適時ある。時折、深夜のタクシーチケットでの長
距離利用客がおり、景気はやや良い（東京都）。
・今月は雨天が続いたお陰で、思ったよりタクシーの
量が多い。天候に左右される仕事だけに、恵みの雨に
なっている。
・直接の契約になかなか結び付かないところもある
が、秋のイベントシーズンで、出展ブースでの客の反
応が良い時もある（東京都）。
・案件数の増加により、やや良くなっている（東京
都）。
・10月は大雨と台風で来客数が大きく減少している
が、リーダー１人のグリーンフィーを含めて収益単価
が上昇し、収入面に関しては年度予算どおりである。
・年に一度の大きなイベント開催で、雨天にもかかわ
らず、前年度より出足も良く、６％ほど来場客が増え
た。年末に向けてトップシーズンになるため、この好
景気が続くよう、広告も戦略的に行うことができてい
る。
・３か月前は販売量が目標数字の約145％だったが、
10月はやや増加し約168％となり、景気は若干良く
なっている。５か月連続で販売量が目標数字を超えて
いる。
・協力会社の仕事量が増えているようで、特に杭工事
の業者手配が困難になってきている。
・これまで荷動きがあまりない状況が続いていたが、
前年比で建築資材の需要が活発になっている（東京
都）。
・季節的なものでもあるが、10月は台風が何回も来て
いるため、客の出足が非常に悪くなり、売上が減少し
ている（東京都）。
・流通の形態が完全にインターネット通販に移行して
きているのではないか。ＰＣの普及とともに、どうに
もならない現状である。
・今月は台風などにより天候不順であったため、商店
街で行われているイベントへの来街者数が伸びず、結
果として当店の来客数も減少したため、売上がやや減
少している。ただし、この売上減は天候によるもので
あり、２〜３か月前と同様に商品のまとめ買いをする
客も多くみられるため、当月の売上減が景気の低迷と
は思っていない（東京都）。
・店頭については、台風などが来たが、夜だったこと
もあり、天候不順の影響はあまりない。客単価もさほ
ど変わらず、来客数も変わらない。９月と比べて、店
頭はほとんど変化がなく、外商もさほど変わりはな
い。
・現状維持も難しい状況である。販売量は伸びを欠
き、新規の受注も競争が激しくてなかなか取れない
（東京都）。
・前月までは非常に良かったが、今月は天候不順等も
あり、菓子、生鮮を中心に店頭販売が厳しい。当地域
は工事等の影響もややあるので、今のところ前年比マ
イナス１ポイントほどで推移している。全店の売場で
もマイナス２ポイントほどで推移している。まだ牛肉
等の動きも厳しいので、衆議院選挙も終わり、どう変
わっていくか様子を見ている（東京都）。
・天候の影響が大きく、土日がほぼ雨か台風等のた
め、秋物が大苦戦している（東京都）。
・台風21号など毎週末の天候不順により、来客数が少
なく、売上も厳しい状況である。一方で、晴天時は来
客数も戻り、特別提供品などのお値打ち品が完売する
など、消費そのものが落ち込んでいる様子は見受けら
れない。来店するきっかけがあれば購買につながって
いるようである。今月も、売上は厳しいものの、全体
的な景気はほぼ変わっていない（東京都）。

□

百貨店（販売促 来客数の動き
進担当）

□

百貨店（副店
長）

□

百貨店（営業企 販売量の動き
画担当）

□

□

お客様の様子

スーパー（販売 単価の動き
担当）
スーパー（経営 来客数の動き
者）
スーパー（店
長）

来客数の動き

スーパー（店
長）

お客様の様子

□

□
□
□
□
□
□
□

スーパー（営業 来客数の動き
担当）
スーパー（仕入 販売量の動き
担当）
コンビニ（経営
者）
コンビニ（経営
者）
コンビニ（経営
者）
コンビニ（経営
者）
衣料品専門店
（経営者）

販売量の動き
来客数の動き
来客数の動き
来客数の動き
来客数の動き

□

□

衣料品専門店 単価の動き
（店長）
家電量販店（店 来客数の動き
長）

□

□
□
□
□
□

乗用車販売店
（経営者）

販売量の動き

乗用車販売店
（経営者）
乗用車販売店
（営業担当）
乗用車販売店
（店長）
その他専門店
［ドラッグスト
ア］（経営者）

販売量の動き
販売量の動き
販売量の動き
販売量の動き

・前月に引き続き、化粧品、時計、ラグジュアリーブ
ランドを中心に免税売上が大幅に回復している。地区
によっては２けたの伸びを見せ、売上をけん引してい
る（東京都）。
・今月は週末に２週間連続で台風の影響があり、実態
が把握しにくい。影響がなかった場合は、比較的順調
な推移であったと思われる。
・販売状況としては前月ほどの好調さを感じないが、
天候などが影響していると考えるため、悪いという状
況ではない（東京都）。
・競合店との価格競争があり、客の買上点数は前年を
上回ってきているが、平均単価が下落しているので、
客１人当たりの買上額がなかなか前年に届かない状況
である（東京都）。
・10月は降雨が多く、来客数が減少している。客単価
は上がっているが、それでもやや悪い状態が続いてい
る。特に、競合が多く出店し、その影響が最も大きい
が、それ以外に天候の影響もある。
・来客数の減少が売上減少の一番の要因になってい
る。平均客単価、買上点数については前年を上回るも
のの、来客数が前年を大きく下回り、１日平均約240
名が減少している。原因としては、客が近隣の競合店
との間で買い回りしており、本当に必要な物だけを当
店で買い、安い特売品を他店で買うという状況が続い
ていることである（東京都）。
・価格にシビアな面がうかがえ、数円の違いで販売量
に差が出るものの、圧倒的な違いにはならないので、
客は必要以上の出費を控えている様子である（東京
都）。
・全体的に来客数が前年を割る状況が続いている。
・気温の低下に伴い、鍋関連の秋冬商材の動きが良
い。生鮮関連は、青果が天候与件による価格の不安定
と、鮮魚がアニサキス事件以来、特に生魚を中心に売
上が落ち込んでいる。
・ここのところ降雨が続き、台風も来たため、来客数
が激減している。
・景気はどちらとも言えないが、天候の影響が大きい
（東京都）。
・天候が悪かった割にはあまり変わらないので、良い
ほうである。
・10月に入ってからの天候の影響を受け、売上は前年
比86％と開店以来の最低記録となっている。
・中旬までは天候に恵まれ、予定どおり来客数、売上
共に前年を上回っていたが、２度の台風上陸で来客数
が激減している。目的買いの客が多いため、客単価は
上がっており、１か月トータルで３か月前の売上はク
リアしたものの、前年売上には届いていない。
・客単価が下落しているなか、来客数の微増により売
上を維持している（東京都）。
・来客数は新店込みで前年並みに推移している。既存
店では、依然として５％ダウンのため、単価を上げる
販促施策を行ない、売上を前年並みに維持している。
インバウンド売上は、関西では好調であるが、東京で
は中国人客の単価下落の影響を受けている（東京
都）。
・自動車整備は順調であるが、販売はあまり芳しくな
い。新型車が出て、来客は多いが、なかなか成約に結
び付かない。
・新車の販売量が前年よりもかなり伸びている。
・決算が過ぎても大幅な増減もなく、数字的には変化
が少ない。
・販売量、客の動向共に前月とあまり変わらない。
・販売量が増えたように思い注目してみたものの、前
月と変わっていない。

□

□
□

□
□
□

□

□
□
□

□

□

□

□
□
□
□
□
□
□
□
□

その他小売
［ショッピング
センター］（統
括）
その他小売［生
鮮魚介卸売］
（営業）
その他小売
［ゲーム］（開
発戦略担当）
その他小売
［ショッピング
センター］（統
括）
高級レストラン
（副支配人）
高級レストラン
（仕入担当）

来客数の動き

・寒暖差があるため、衣料品を中心に動いている（東
京都）。

単価の動き

・商材の品薄が続いており、値上げを余儀なくされて
いる（東京都）。

販売量の動き

・年末を控え、目立ったタイトルの発売もなく、谷間
の月となっている（東京都）。

販売量の動き

・前年メガヒット作があった映画部門は、今年は振る
わないものの、例年に比べて悪いというほどではな
い。

来客数の動き

・法人関連の宴会利用状況は、ほぼ前年並みで推移し
ている（東京都）。
来客数の動き ・来客数、販売単価、売上高いずれもほぼ前年並みで
あり、特に景気が良くなっているとも悪くなっている
とも感じられない（東京都）。
一般レストラン 販売量の動き ・例年は夏を過ぎると少し回復し、売上もやや伸びて
（経営者）
くるが、今のところその兆しはない。売上はほとんど
伸びておらず、やや悪くなった夏頃と同じくらいで、
横ばいである。
一般レストラン それ以外
・近隣の再開発に伴い、商業施設を持つ超高層ビルが
（経営者）
完成したが、情報の周知も少なく、地元との密着度が
感じられない（東京都）。
一般レストラン 来客数の動き ・３か月前と比べて来客数もあまり変わらず、伸びも
（経営者）
せず、通常の状態である。
一般レストラン 販売量の動き ・３か月前の７月１〜31日の前年比は、売上
（経営者）
109.2％、来客数99.2％である。10月１〜29日の前年
比は、売上104.4％、来客数100.2％である（東京
都）。
一般レストラン 競争相手の様子 ・極端に暇な日もあれば、そこそこ入る日もあり、差
（経営者）
が激しくなっている。特に今月は、本来客が入るべき
週末に台風が来たり雨が降ったことが、売上減少の大
きな要因になっている（東京都）。
一般レストラン 来客数の動き ・求人募集のためハローワークに電話したところ、10
（経営者）
月から東京都の最低賃金が958円になっていると知っ
た。飲食店なども人手がないため募集を掛けているに
もかかわらず、人件費だけが上がっているのは、果た
して景気が上向きな証拠なのだろうか。周りの店も人
手不足ということなので、人件費ばかりが上がり、人
が不足している現状をもう少し考えてもらいたい（東
京都）。
都市型ホテル お客様の様子 ・ホテルの客室稼動率を上げるための単価引下げ、宴
（総務担当）
会予約数の低迷などを見ると、景気が良いとは感じら
れない。
旅行代理店（経 販売量の動き ・天候不順の影響も重なっているかもしれないが、今
営者）
はインターネットやスマートフォン等で予約ができる
ので、競争相手も苦戦しているようである。新規顧客
の開拓がなかなか思うようにできない。
旅行代理店（従 販売量の動き ・前月からの北朝鮮のミサイル問題の影響で、良くな
業員）
いまま変わらない（東京都）。
旅行代理店（従 お客様の様子 ・衆議院選挙があったせいか、客の動きがなかった
業員）
（東京都）。
旅行代理店（従 販売量の動き ・国内旅行は台風、海外旅行はアメリカのハリケーン
や山火事等の影響で、旅行の予約がキャンセル、延期
業員）
になっている（東京都）。
旅行代理店（営 販売量の動き ・新商品の申込が少ない（東京都）。
業担当）
旅行代理店（営 販売量の動き ・過去３か月と比べて、大きな好材料も悪材料もな
業担当）
く、横ばいである（東京都）。
タクシー（団体 来客数の動き ・タクシー業界は天候、衆議院選挙結果の影響か、利
役員）
用者に上向きの動きがみられたものの、曜日、日によ
り大きく変動しており、安定感にはまだ不安が残る。
通信会社（営業 お客様の様子 ・新規契約数は伸びておらず、大きな変化はみられな
担当）
い。
通信会社（営業 単価の動き
・ここ数か月、携帯電話も含め競合他社との価格競争
担当）
が激しくなっており、消費者も安価なサービスに流れ
る傾向が続いている。

通信会社（管理 単価の動き
担当）
□

□
□
□

通信会社（局
長）

販売量の動き

通信会社（営業 お客様の様子
担当）
通信会社（総務 お客様の様子
担当）

□

通信会社（営業 販売量の動き
担当）
通信会社（経理 単価の動き
担当）

□

観光名所（職
員）

□

ゴルフ場（従業 お客様の様子
員）

□

パチンコ店（経 来客数の動き
営者）

□

□
□
□
□
□

美容室（経営
者）
その他サービス
［保険代理店］
（経営者）
その他サービス
［電力］（経営
者）
設計事務所（経
営者）
設計事務所（職
員）
住宅販売会社
（経営者）

来客数の動き

お客様の様子
販売量の動き
お客様の様子
お客様の様子
それ以外
販売量の動き

□

□
□

▲
▲
▲
▲
▲

住宅販売会社 販売量の動き
（従業員）
その他住宅［住 お客様の様子
宅管理・リ
フォーム］（経
営者）
商店街（代表 来客数の動き
者）
商店街（代表
者）
一般小売店［家
電］（経理担
当）
一般小売店［家
電］（経理担
当）
一般小売店［家
具］（経営者）

販売量の動き
来客数の動き
販売量の動き
お客様の様子

・携帯電話のショップ活動に大きな波があり、通信業
界の客の移動は非常に小幅で不安定に感じる。高齢者
は固定インターネット回線を利用せず、利用するのは
若年層から団塊の世代だが、その世代は自ら考えて判
断できるため、営業活動の効果が薄れているように感
じている。
・ケーブルテレビ及びインターネット契約が３か月前
や前年同月比でほぼ横ばいであること、起爆剤となる
新サービスがないことなどから、しばらくは現状のま
ま推移する（東京都）。
・新規加入、コース変更共に必要最低限のプランを選
択をする傾向は相変わらずである。
・夏の異常気象と最近の悪天候の影響で、農作物の価
格が依然として高騰しており、そのあおりを受け、ほ
かの消費が若干落ち込んでいる（東京都）。
・当社の加入者数の変動をみると、ここ数か月はほと
んど動きがなく、爆発的な伸びはない（東京都）。
・一時的に販売単価が下げ止まったものの、上がって
いく材料がない。たとえ単価が下がっても、販売努力
を続けていくしかない。
・例年ならば、今月は３か月前より良い成績になると
ころだが、長雨の影響で、３か月前とほとんど変わら
ない（東京都）。
・河川敷にあるゴルフ場のため、台風の影響で冠水被
害を受けた。多くの客に再開を待たれ、決して景気が
良いとはいえないが、特に変わってもいない。
・天候の悪い日が続き、全体として数字はさほど上
がっていない。むしろ悪いくらいである。しかし、天
候面を抜きにすると変わらないのではとも思える。
・衆議院選挙、台風、災害に伴い、客は落ち着かない
様子で、やや微妙な雰囲気である。
・増額、増収はほとんどない。良いと思う商品を推奨
しても、関心はあるが購入しない。
・株価が上がり、景気回復しているように見えるが、
相変わらず実態と合っておらず、良くない状況が続い
ている（東京都）。
・以前からのプロジェクトがそのまま動いているだけ
であり、新たなプロジェクトが動いていない。
・上向き、下向きどちらも感じられない（東京都）。
・当社は不動産デベロッパー業と総合建設業である。
インバウンドが増加していることからホテルの建設は
増えているが、住宅が全く売れない。中小企業の給与
が上がらないまま物価が上がっているため、客が長期
の住宅ローンを組むのに不安を持っているからであ
る。公共工事については、工事量はあるが、発注価格
が低く、赤字になってしまうこともあり、不調になる
工事も増えている。
・例年10月は半期締めの反動で受注がやや少ない。今
月も同じような状況である。
・相談はいくつかあるが、この先景気が良くなること
が分かれば仕事量も考えていきたいという話が多い。
・10月の動向は、３週連続、土、日の天候が良くな
かったこともあり、来客数が大変少ない。特に土、日
が悪い。
・10月に関しては、毎週末の悪天候が売上を大きく下
げる原因となっている（東京都）。
・例年10月は売上が落ちるが、この長雨のせいで、例
年以上に売上が落ちている。電話での問い合わせも少
ない。
・節約志向というか、購買意欲がないというか、商品
の動きが悪い。しかし、工事はそこそこで、車の充電
システムの工事の申込が複数入っている。
・最近、日本人より外国人の来店客のほうが多く、販
売に結び付けるのがより難しい状態である（東京
都）。

▲
▲
▲

▲

▲

一般小売店［祭 来客数の動き
用品］（経営
者）
一般小売店
来客数の動き
［茶］（営業担
当）
百貨店（売場主 来客数の動き
任）
百貨店（総務担 お客様の様子
当）
百貨店（計画管 お客様の様子
理担当）
百貨店（店長） 販売量の動き

▲
▲
▲
▲
▲
▲

スーパー（経営 お客様の様子
者）
スーパー（店 来客数の動き
長）
スーパー（営業 単価の動き
担当）
スーパー（仕入 来客数の動き
担当）
コンビニ（経営 来客数の動き
者）
コンビニ（経営 来客数の動き
者）

▲

▲
▲

コンビニ（経営 単価の動き
者）
コンビニ（経営 来客数の動き
者）
衣料品専門店 来客数の動き
（営業担当）

▲

▲
▲
▲

乗用車販売店
（総務担当）
住関連専門店
（統括）

来客数の動き
販売量の動き

その他専門店 単価の動き
［ドラッグスト
ア］（経営者）
一般レストラン 来客数の動き
（経営者）

▲

都市型ホテル
（スタッフ）

販売量の動き

▲

▲

タクシー運転手 来客数の動き

・天候不順で祭事に中止等が発生したため、売上は今
一つである。
・今月の来客数が10％ほど減少しており、それに伴い
売上も減少している。
・悪天候により、肝心の週末の来客数が減少し、週末
の催事やイベントの売上が予測より大幅にダウン、客
単価も伸び悩み苦戦している。
・週末の２度の大型台風や天候不順により、厳しい状
況が続いている。食料品等は堅調に推移しているもの
の、衣料品、高額品の動きが鈍く、全体としてマイナ
ス傾向にある。
・９月の好調を10月初週までは維持したが、２週目の
長雨以降は来客数、売上共に低迷し、戻る見込みがな
い（東京都）。
・10月はほとんどが雨天だったことに加え、週末のた
びに台風が直撃した。気温が低いことから、客の消費
マインドも冷え込んでいる。
・中小のスーパーには好景気がなかなか反映されない
（東京都）。
・天候不順により来客数が減少している。
・秋物商材の動きが鈍り始めてきている。天候の加減
もあると思うが、単価も下がってきており、全般的に
不調である（東京都）。
・今月は記録的な長雨が続き、来店頻度が減り、来客
数も減少している。
・３か月連続で来客数、単価共に前年比マイナスであ
る。天候が不安定なことが大きな要因である（東京
都）。
・１〜21日までの売上客数は前年を２〜３％ほど上
回っていたが、22〜24日にかけて台風の影響があり、
来客数が激減した。衆議院選挙の影響もあったと思う
が、売上も減っている。今週もまた同じように台風が
来るため、来客数の減少が予想される。現在のところ
前年比97％まで落ちており、回復はなかなか難しい。
・日々の売上状況をみると、前よりも落ち込んでい
る。
・雨の日が多く、前年同期比で３ポイント程度来客数
が落ちている。
・ターミナル駅から当店への客の動線の命ともいえる
駅ビルが１年以上の改装工事に入り、ターゲットとす
る年代の来客数がことごとく減って、本当に困ってい
る。前年も前年割れをしていた売上に対し、今月も
80％とかなり厳しい。２つの台風で人が出ない状況も
みられる。
・客の来店が鈍く、サービス需要が落ち込んでいる。
・来客数はある程度あるが、販売量、販売金額はそれ
に伴って伸びてはおらず、売上的にも落ち込んでいる
状態である。
・以前よりも勧めた商品の購買が減少している。より
買物にシビアになっている気がする。
・国内要因として、今夏及び10月の長雨などの天候不
順、衆議院選挙の影響により消費が落ち込んでいる。
選挙は終わったものの、天候不順の影響は今後顕著に
なってくるものとみている。外的要因としては、北朝
鮮問題が日本国民の気持ちを暗くし、少なからず消費
者マインドにネガティブに作用しているのではない
か。
・ホテル全般的に厳しい状況が続いているが、特にレ
ストランの落ち込みが激しく、衆議院選挙の関係から
か、法人利用の減少が目立つ。ランチについては例年
並みだが、ディナー時間帯は問い合わせ自体が少な
く、販売量も３か月前と比べて更に悪化傾向にある。
・今月は衆議院選挙のせいで客の動きがどうしても少
ない（東京都）。

タクシー運転手 お客様の様子
▲

▲

▲
▲
▲

▲
×

×

×
×

×

×

×
×
×
企業
動向
関連

◎
○

(南関東)

○

○

○
○
○

通信会社（管理 販売量の動き
担当）
パチンコ店（経 来客数の動き
営者）
美容室（経営 来客数の動き
者）
設計事務所（経 お客様の様子
営者）
設計事務所（所 お客様の様子
長）
一般小売店［食 来客数の動き
料雑貨］（経営
者）
百貨店（営業担 それ以外
当）

・客との会話で、先日の衆議院選挙について、「なぜ
この時期にやるのか、仕事でそれどころではない」と
いう意見が多かった（東京都）。
・法人向けのソリューション案件が減少傾向にある。
また、個人向けの携帯電話や周辺機器も、人気スマー
トフォンの最新機種が伸び悩みを見せている（東京
都）。
・10月は台風などの影響もあり、来客数がふだんに比
べて伸び悩んでいる。以前に比べて、面白い機種が
徐々に減ってきていることが若干マイナス材料になっ
ている（東京都）。
・天候不順のため、客の来店頻度が鈍っているように
見受けられる。
・民間は依然として厳しい状況が続いている。住宅の
設計、監理業務は、特別な関係がない限りハウスメー
カー主導で推移している。仕事の絶対量が少ないた
め、価格競争に巻き込まれないようにしている。
・設計業務としては、新築物件が非常に少なく、今は
耐震診断、耐震補強設計、改修設計がほとんどであ
る。決して良いとは言えない。
・隣接する街に相次いで商業施設がオープンし、客が
市外へ流出している。
・10月中旬の気温上昇とその後の長雨及び台風２回の
影響で、中旬までは前年比20％プラスで推移していた
が、半分まで低下してしまっている。景気全体として
は、株価高騰もあり、外商中心に時計や絵画の高額品
が成約に至ったが、自部門での売上は一時的に低下し
ている（東京都）。
・天候不順の影響もあり、来客数が減少している。

スーパー（経営 来客数の動き
者）
コンビニ（経営 競争相手の様子 ・当店周辺の商圏は、スーパーは１店のみだが、コン
者）
ビニ、100円ショップ、ドラッグストア等、細々とし
たチェーンが出てきて競争が激化し、非常に厳しい状
況になっている（東京都）。
コンビニ（エリ 来客数の動き ・週末ごとに雨が続いていることや、台風の直撃を受
けたことで、来客数が大幅に減少している（東京
ア担当）
都）。
衣料品専門店 お客様の様子 ・月初めの１週間は前年より良かったが、以降は台風
（経営者）
と悪天候で年金支給月も最悪である。秋物衣料品の動
きが悪く、来客数、売上共に２けた減少している。商
圏内での大きな台風被害もあり、紅葉狩りも盛り上が
らず、衆議院選挙も売上には良くない。
一般レストラン 単価の動き
・すでに12月の忘年会等の問い合わせが電話等で入っ
（経営者）
ているが、例年に比べて安いコースに集中しているよ
うに見受けられる。
一般レストラン 来客数の動き ・外の様子も来客数も変わらず、とても少ない。
（経営者）
設計事務所（所 お客様の様子 ・土地の値上がりか、工事費の値上がりか見当がつか
長）
ないが、計画業務が中断してしまい、ほとんど動かな
い状態である（東京都）。
通信業（広報担 受注量や販売量 ・今月は一進一退の状況から一転、２けたの伸びを示
当）
の動き
している（東京都）。
繊維工業（従業 取引先の様子 ・気温の低下により秋冬物の衣料品等の売上が増加し
員）
つつある（東京都）。
出版・印刷・同 受注量や販売量 ・取引先からの問い合わせも増えている（東京都）。
関連産業（経営 の動き
者）
出版・印刷・同 受注量や販売量 ・印鑑、ゴム印、名刺印刷の仕事をしている。今月は
関連産業（営業 の動き
問屋への支払がふだん15万円ぐらいのところ20万円あ
担当）
り、やや景気が良い。注文を見越しての仕入れはな
く、客の需要が発生してからなので、支払がそのまま
の注文数に直結している。会社設立関連は通常どおり
で、５件の注文がある（東京都）。
プラスチック製 受注量や販売量 ・受注量、販売量共に10月の動きは良かったと思う
品製造業（経営 の動き
が、これが続くかどうかは分からない。
者）
一般機械器具製 受注量や販売量 ・新しい仕事が入ってきているので、やや上向いてい
造業（経営者） の動き
る。
建設業（営業担 競争相手の様子 ・客からの引き合いが大変多くなった。工事単価もか
当）
なり引き上がってきている。

○
○

○

○
○
○
○
○
○
□
□
□
□
□
□
□
□

□

□
□
□
□
□

輸送業（経理担 それ以外
当）
金融業（統括） 取引先の様子

・日経平均株価の続伸、高値更新のニュ−スを聞くと
景気が上向いているように感じる。
・政治も落ち着いたようなので、取引先にも安堵感が
あり、前向きな話が多くなっている。
金融業（営業担 受注量や販売量 ・株価の続伸に伴い、消費も伸びている。小売業でも
当）
の動き
売上が増加傾向にあり、製造業も好調である。不動産
業は賃貸アパートの建設がやや減少傾向にあり、売上
は落ち込むとみている。雇用は、人手不足から人件費
もまだ高騰しているため、利益を圧迫している（東京
都）。
広告代理店（従 取引先の様子 ・取引先の自動車販売会社で新車の発売が続き、宣伝
業員）
が活発になっている。
税理士
取引先の様子 ・突然の衆議院選挙で現内閣が事実上信任され、アベ
ノミクスの更なる影響を期待している。株価が高値を
維持し、米国大統領の来日など明るい材料もある。
経営コンサルタ 取引先の様子 ・中小製造業、金属加工業では、夏のボーナスを出せ
る状況となり、さらに、冬のボーナスも出せるだけの
ント
売上が確保できつつある（東京都）。
その他サービス 受注量や販売量 ・前月と同様、受注量が回復してきている。
業［廃棄物処 の動き
理］（経営者）
その他サービス 取引先の様子 ・仕事の受注は順調であるが、警備員不足により、思
業［警備］（経
うように受注できない。単価を上げることで業況は改
営者）
善している。
その他サービス 受注量や販売量 ・受注案件が増え、人員が足りなくなってきている。
業［ソフト開 の動き
発］（従業員）
出版・印刷・同 受注量や販売量 ・依然として厳しい状況には変わりないが、年末に向
関連産業（所 の動き
けた動きが少しずつ活発になってきている。
長）
プラスチック製 受注量や販売量 ・化粧品や医療品容器の新企画の設計、金型製作、サ
品製造業（経営 の動き
ンプル作成が一巡し、マーケットの反応をうかがって
者）
いる。
金属製品製造業 取引先の様子 ・見積件数は多くなってきたものの、価格の折り合い
（経営者）
がつかず、注文が取れないのが現状である。
精密機械器具製 受注量や販売量 ・受注量は前月比プラス３ポイント、販売量は横ばい
造業（経営者） の動き
で、受注残が増している。
建設業（経営 受注価格や販売 ・商品が定価で売れない。
者）
価格の動き
建設業（経営 それ以外
・少子高齢化のため、建設業界は斜陽産業と感じる。
者）
建設業（経営 取引先の様子 ・設備投資がやや進んでいるようで、計画や機械導入
者）
につき、機械基礎などの工事の話がある。
建設業（経理担 受注量や販売量 ・現状の手持ち工事はほどほどあるが、この先の見積
当）
の動き
案件は目立って増加しておらず、全てが受注できるわ
けでもないので、決して明るくない。
輸送業（経営 取引先の様子 ・取扱量の減少が続く現況下、輸送事業者の経営は悪
者）
化の一途をたどっている。荷主へ運送料金の値上げ要
請をしているが、荷主側の運送費増に対する負担力も
限界とのことで、業界全体の抜本的な流通改革が急務
となってきている（東京都）。
輸送業（営業担 受注量や販売量 ・チャーター需要が増加に転じないと当社の業績は回
当）
の動き
復しない（東京都）。
輸送業（総務担 取引先の様子 ・荷主メーカーの出荷量は微増傾向であるが、日々の
当）
出荷量の変動が大きく、労働時間の規制強化等で限ら
れた時間でしか配送ができないため、車両の手配に苦
慮している。
輸送業（総務担 受注量や販売量 ・前月と比べてスポット的な業務が増えてきている
当）
の動き
が、全体としては大きな変化はみられない。
金融業（支店 取引先の様子 ・日経平均株価は高値を更新するものの、実態経済が
長）
良くなっている感覚はない。
金融業（役員） 取引先の様子 ・新規事業のための融資案件の申込が出てきている一
方、収益物件に係る融資案件は若干減少傾向にあり、
全体的には景気は横ばいである。
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不動産業（経営 競争相手の様子 ・市の再開発複合施設は、まだ全店オープンに至って
いないが、近くの医療機関が入店したほかに、携帯電
者）
話ショップ、楽器店、不動産店、回転寿司等は同じ開
発地区からの移転である。当初、近隣の店舗を閉店し
ての入店は不可であったため、計画から様変わりして
いる。隣接商業施設のレストランフロアへ夕食に行っ
たが、客は２組だけだった。やっと完成した再開発地
区だが、心配である（東京都）。
不動産業（総務 取引先の様子 ・ようやく主力のオフィスビルが契約上は満室になっ
担当）
たが、若干のフリーレントがあるので、賃料的にはま
だ満室稼働とはいえない。ただし、足元の景気は安定
している（東京都）。
税理士
それ以外
・夜10時過ぎに２つの商店街を歩いているが、飲食店
に客があまり入ってない。窓越しに見るが、かなり経
営者の入替えもしているようなので、あまり動いてな
いと思う（東京都）。
社会保険労務士 取引先の様子 ・資金繰りの厳しい会社や、助成金の活用を目指す会
社がいまだに多く見受けられる（東京都）。
経営コンサルタ 取引先の様子 ・訪問した和菓子店店主の話によると、このところ続
ント
いている天候不順の影響は大きく、外出機会を減らし
ているので、商店街を歩いている人が少ない。特に、
当店のようなし好品の製造小売店は困ったことになっ
ている。売行きの悪さはもちろんだが、せっかく作っ
たものを廃棄しなければならない無念さは、言葉では
言い尽くせない、とのことである。
その他サービス 受注量や販売量 ・既存物件の見積依頼はあるものの、人手不足と人件
業［ビルメンテ の動き
費の高騰で見積価格を上げているので、受注にはなか
ナンス］（経営
なかつながってこない（東京都）。
者）
その他サービス 受注量や販売量 ・例年並みの受注はあるものの、現状では売上増に
業［映像制作］ の動き
至っていない（東京都）。
（経営者）
その他サービス 競争相手の様子 ・同業者とは、仕事の依頼はあってもピンポイントの
業［ソフト開
仕事が多く、受注に結び付けるのは難しいと話してい
発］（経営者）
る（東京都）。
その他サービス 受注量や販売量 ・ここのところ、受注量に大きな変化は見られない。
業［情報サービ の動き
ス］（従業員）
食料品製造業 受注量や販売量 ・天候不順のため、秋の各イベントが中止となり、出
（経営者）
の動き
店できずに売上がなくなってしまっている。また、店
の来客数も減ってしまっている。
食料品製造業 競争相手の様子 ・見た目上は数字のマジックにより前年を保っている
（営業統括）
が、実際は前年を多少下回っている。
出版・印刷・同 それ以外
・競争激化で受注環境にも変動が出てきている。
関連産業（経営
者）
その他製造業 取引先の様子 ・９月辺りから陰りはあったが、受注量がここへきて
［鞄］（経営
はっきりと落ち込んでいると取引先から聞いている。
者）
店頭販売がかなり冷え込んできているようである。
輸送業（経営 取引先の様子 ・景気が良くなったという報道もされているが、現実
者）
問題として断片的な要素が含まれており、景気がそれ
ほど上向いているとは感じていない。
経営コンサルタ 取引先の様子 ・台風による週末の降雨等の影響で、客足が落ち込ん
ント
でいる店舗が多い。
広告代理店（経 受注量や販売量 ・９月度納品が当社の当該業務の最終納品である。
営者）
の動き
人材派遣会社 雇用形態の様子 ・2018年４月の労働契約法による有期労働契約締結か
（営業担当）
ら５年経過後の無期契約への転換に対して、無期化意
向の企業が多数ある（東京都）。
人材派遣会社 求人数の動き ・派遣求人数は増加傾向にある。
（支店長）
求人情報誌製作 求職者数の動き ・中途で正社員を採用しようとしているが、なかなか
会社（広報担
応募がない。派遣社員の採用では、断られることもし
当）
ばしばあるようだ。１〜２年前と比べると、とても採
用しにくくなっている（東京都）。
求人情報誌製作 周辺企業の様子 ・周りで景気が悪いという話を聞くことが少なくなっ
会社（所長）
たように感じる。
民間職業紹介機 採用者数の動き ・すでに2019年採用のインターンシップイベントがス
関（経営者）
タートしており、参加企業数は増加している。2018年
採用も継続している（東京都）。
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・一部の自動車メーカーの組立期間工等で求人が若干
増えているが、正社員求人は増えていない（東京
都）。
人材派遣会社 求人数の動き ・３か月前と同様に、企業からの求人申込が入り続け
（社員）
ている。
人材派遣会社 それ以外
・当社の売上や採用状況だけでなく、周囲の消費動向
（社員）
などに変化がみられない（東京都）。
人材派遣会社 それ以外
・人手不足には変わりないが、企業からの人材の依頼
（支店長）
は変わらず堅調に推移している（東京都）。
人材派遣会社 周辺企業の様子 ・製造業メーカーからのエンジニア派遣の引き合いは
（営業担当）
継続的に多く、メーカーにおけるエンジニア不足がう
かがえる（東京都）。
職業安定所（職 求人数の動き ・新規求人数は前年同月比で微増となっているが、医
員）
療、福祉、労働者派遣業など一部の産業の大幅な増加
によるものであり、産業別では減少が増加を上回る状
況が続いている。
職業安定所（職 求人数の動き ・新規求人数は前年同期比で増加しているものの、増
員）
加割合は３か月前と比べると縮小している（東京
都）。
民間職業紹介機 求人数の動き ・職種全般に求人があるが、求職者の対応が難しい状
関（経営者）
態が続いている。企業からの提示条件はここしばらく
同レベルで推移している（東京都）。
民間職業紹介機 求人数の動き ・当社に寄せられる求人は依然として多く、当社デー
関（職員）
タでの転職求人倍率はリーマンショック前の水準以上
の1.9倍で高止まりしている（東京都）。
人材派遣会社 求職者数の動き ・夏以降、派遣求人件数、新規登録者数共に減少して
（営業担当）
おり、今月は特に新規派遣登録希望者が減少してい
る。採用ポジションも、新設ポジションでの派遣増員
ではなく、派遣スタッフの退職補充が中心となってき
ており、全体の稼働者数はほぼ横ばいになっている。
新聞社［求人広 求人数の動き ・８〜９月に予定でもらっていた、営業所や支店を作
告］（担当者）
るための増員計画が、10社のうち５社について頓挫と
いうか、取り止めになっている。確固とした企業なの
だが、かなりのダメージである。そのことから、景気
が悪いと判断している。
−
−
−
人材派遣会社
（社員）

求人数の動き

