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Ⅰ―――はじめに 

 あなたはお店で商品を買う際、何を見て購入に至る

ことが多いだろうか。商品の色やデザイン、機能、企

業の販促活動など様々な判断材料があると思われる。

昨今、市場には多くのモノが溢れ返っている。その中

で他の競合商品と差別化し、そのモノを「売る」とい

うことは非常に困難であり、昨今のマーケターの課題

の 1 つともなっている。その課題を解決するために、

店頭では様々なセールス・プロモーションが行われて

おり、その中の 1 つに POP 広告がある。POP 広告と

は「購買時点（Point Of Purchase）広告」の略で、店内

販促物として直接消費者の購買へと結びつける働きを

する、売り手にとって販売促進手段の 1つである。POP

広告は活用できる商品の対象範囲が広く、マーケティ

ング・販売活動を行う者が自由に創造・発信すること

が可能である。また、テレビ広告等の手段と比較して

安価な取り組みであることから、資本力に乏しい企業

を含む幅広い企業で取り組みが可能である。そして、

消費者ニーズが多様化し、刻々と変化する現代におい

ても、POP広告は市場の動きを読み取り、敏感に反応

することができる。現在スーパーマーケットやドラッ

グストアでも POP 広告が用いられている店舗は多い。

特に、ヴィレッジヴァンガードでは買い物を楽しませ

る手段の1つとしてユーモラスなPOP広告を多用して

いる。本研究では POP広告にどのようなメッセージを

提示することで、消費者にどのような印象を与え、購

買行動にどのような影響を及ぼすのかについて解明し

ていく。 

 

Ⅱ―――序論 

1． 研究動機 

我々は初め、感覚マーケティングの分野に沿って、

商品の色やデザイン、パッケージといった視覚情報が

消費者の購買行動にどのような影響を与えているのか

について注目した。また、これらが消費者の非計画購

買の要因になっていることを把握し、スーパーマーケ

ット、雑貨屋、本屋等を訪れるうちに POP広告に注目

し、POP広告も消費者の購買行動に影響を与えている

のではないかと考えた。 

 

2． 現状分析 

(1).POP広告について 

POP広告は購買意欲の促進、集客や店舗の活性化に

繋げていくことを存在意義としている。POP広告のメ

リットとして、顧客にとっては「商品情報が一目でわ

かる」「お得情報・おすすめ状況がわかる」「店の人に

いちいち聞かないですむ」といったことが挙げられ、

店舗にとっては「集客効果がある」「無駄な売り込みを

しないですむ」「お客様の要望に効率よく対応できる」

といったことが挙げられる。このように売り手と買い

手、双方にメリットがあるのも POP 広告の魅力の 1

つである。 

川俣［2013］によると、POP の種類は 4 種類あり、

商品名と価格のみが書かれた「プライスカード」、商品

の使い方、楽しみ方などの情報を提供する「ショーカ

ード」、売り出し期間中に天井から吊るす「ハンガーパ

ネル」、日々の情報を更新し、店の鮮度を高める「ウェ

ルカムボード」の４つが存在する。本論ではこの中で

も主に「ショーカード」に焦点を当てて研究を進めて

いく。 

三芳［2016］は、消費者は①価格、②オマケ、③キ

ャンペーン、④内容、⑤他人の評価・口コミ、⑥おす

すめ商品、⑦新商品、⑧限定商品、⑨人気商品という

9 つの事柄によって購買を決めるとしている。POP広

告を作る際に、こうした心理を理解した上で消費者の

メリットとなる「コト」を具体的に示していくことが

重要となる。消費者のメリットを「3 つのコト」で伝

える POP 広告は「コト POP」と呼ばれ、その 3 つと

は、価値がわかるコト、役に立つコト、ワクワクする

コトである。POP広告を作成する上では、この「3つ

のコト」を意識することが非常に重要となる。 

川俣［2013］では、POP広告において、「来店する顧



客が AIDMA モデルのどの段階にあるのかを知り、そ

れに沿った POP広告を作成、提示することでさらなる

効果を見込める」と述べられている。例えば、存在が

知られていない商品であれば Attention、有名な商品

であとは手にとってもらうだけの段階であればAction

をしてもらうための POP 広告が必要であるといえる。

そして、ヴィレッジヴァンガードでは、AIDMA モデ

ルに代わり、近年インターネットでの購買行動のプロ

セスモデルとして提唱された AISAS モデルの Search

（探索）と Share（共有）を店内で行い、ブログや口コ

ミサイトのスタイルを店内に持ち込んでいる。ヴィレ

ッジヴァンガードではこのような形で、ネタ要素を含

んだ POP 広告を数多く採用することで店舗の売上に

一役買っている。 

今野［2009］によると、「業界や商品がライフサイク

ル上でどこに位置するかにより、消費者の心を掴む

POP広告も変化する」と述べられている。例えば、導

入期は商品の認知度をアップさせるための POP 広告

が有効であるといえる。導入期には、ほとんどの消費

者は商品の特徴や特性を知らないため、POP広告を見

た人がすぐに認識できるような簡潔な商品説明が必要

となる。成長期は商品のアイテム幅・数・量が膨らむ

時期で、消費者はより多くの種類を取りそろえている

店を好むようになるため、「品揃え感」を演出した POP

広告が効果的であるといえる。そして参入業者が増え

続けるために競争は激化することが考えられるが、価

格競争が高まると大手店しか残れなくなり、衰退期へ

と向かう。この時期より需要が低くなり、類似商品と

比較し価格に対する価値がより高い商品を選ぶように

なる。成熟した消費者の知識に対抗するには、商品を

売る側自らが価値を伝えるだけでは力不足であるため、

商品価値を訴求した POP 広告が効果的であるといえ

る。 

(2).非計画購買について 

小阪・椎塚［2010］によると、店頭で意思決定し購

買に至った割合は，ほとんどのカテゴリーで 70～80％

にのぼると言われている。また、田島・青木［1989］

によると、スーパーマーケットでの計画購買はわずか

15％前後であることが指摘されている。また、（財）流

通経済研究所が 1992 年に行った調査では非計画購買

が 70.8％を占めていると報じており、消費者の購買行

動に深く結びついている。スーパーマーケットやコン

ビニエンスストア、またドラッグストアでは商品に対

し消費者の関与が低く商品を認知すると評価を行わず、

すぐに購買行動を行うということが考えられる。消費

者が店内で意思決定する場では、消費者に対し商品の

提示の工夫で購買意欲を喚起し、効果的な経営ができ

るのである。このようなことから、消費者の購買行動

において非計画購買の占める割合は大きいことがよく

わかる。 

田島・青木［1989］によると、非計画購入は関連購

入、想起購入、条件購入、衝動購入の４つのタイプに

分けられる。関連購入は思い起こして購入するもの、

想起購入は来店前に購入が決定されているもの、誘発

購入は販売促進等によって誘発された購入、衝動購入

はその他の購入を言う。この中でも POP広告による効

果が見られる購入は、店舗内で商品自体や POP広告等

を目にすることにより活性化されて生じる誘発購入で

ある。また、中村［2007］によると、非計画購買は、

売上の増加、客単位の増加、売場全体の生産性の向上、

インストア・シェアの上昇の 4 つにおいて非常に重要

であり、店頭マーケティングにおいて非計画購買を喚

起することが重要であることがよくわかる。 

以上のようなことから、消費者の購買意思決定にお

いて POP 広告の影響が大きいのではないかというこ

とが考えられる。 

 

Ⅲ―――既存研究レビュー 

1． 既存研究 

(1).POP広告による売上効果と衝動買い 

 POP広告に関する既存研究は数多く存在する。 

松村［2009］によると、「POP による売上効果」と



「POPと衝動買いの関係」が米国で調査された。まず、

「POPによる売上効果」は、商品 POPの添付で 18%

の増加、商品情報のサインで 33%の増加、特別価格サ

インで 124%の増加、チラシ商品のサインと特別価格

サインと合わせると 194%の増加という結果が出てい

る。また、POPAIの調査で、「POPと衝動買いの関係」

を商品別でまとめている。化粧品は23%、たばこは13%、

医薬品は 25%、家庭用雑貨は 23%、女性衛生用品は

18%、男性化粧品は 24%であるとしている。このよう

に、POP広告を置くことにより、売上が増加するとい

うことは明確である。 

伊藤［2015］では、衝動買いを促す理性的動機に訴

えかけ、影響させていると考えられる POP広告に着目

し、POP広告の機能別、機能間の関係性を明らかにし

ている。そこで 1 つとして挙げられていた「衝動買い

の刺激」は単なるPOP広告の持つ機能の1つではなく、

他の機能と結びつくことによって、自身の機能である

衝動買いをより促すことができるという結果を出して

いる。 

(2).広告と店頭刺激の効果 

田島・青木［1989］では、購買意思決定時における

広告と店頭刺激の効果について研究されている。まず、

購買動機の調査では、「1.消費者固有の理由（50.8％）」、

「2.製品そのものの評価（30.8％）」が大きなウェイト

を占めているが、それに続き、「3.広告要因（20.9％）」、

「4.店頭販促要因（12.2％）」という結果となっている。

また、購買選択きっかけの調査では、「1.売場で製品が

目立った（22.6％）」、「2.既知メーカー・ブランドの商

品（18.7％）」、そして「6.売場の POP を見た（8.0％）」

となっている。次に、この調査の被験者の中でも、特

に非計画購買者の購買のきっかけは、「製品が売場で目

立った（22.6％）」「取りやすかった（8.0％）」等のイン

ストア・マーチャンダイジング要因が 30.6％、「値引

き（12.7％）」「POP（8.0％）」等のインストア・プロモ

ーション要因が 20.7％となっている。これらの結果か

らも、少なからず売場の POP広告や店頭での販促要因

が、消費者の購買選択に影響を及ぼしていることがわ

かる。 

(3).性別による買い物価値観の違い 

 沼澤［2012］では性別による購入動機の違いが述べ

られている。男性は「機能性の高さ」と「緊急性の有

無」を表現することが効果的である。論理的な解説に

納得するため、商品の特徴を裏付ける情報や商品の情

報を提示することが購買意欲に繋がる。また男性は道

具にこだわる傾向があり、自分に合ったものを選び、

これを自分や家族のために使おうとするため、「機能性」

を重要視し、今しか手に入らないという「緊急性」を

伝えることで購買意欲が高まるとしている。キャッチ

コピーとしては「こだわり抜いた」、「光る職人技」、「最

先端技術を結集」という機能性を入れた言葉や、「残り

わずか」、「売り切れ次第終了」、「今日しか買えない」、

「次回入荷は未定」というように、「緊急性」を入れた

言葉が効果的であると述べている。一方、女性は商品

によって表現を変え、使用場面をイメージさせること

が効果的である。キャッチコピーによって使用場面を

具体的にイメージさせ、その商品を購入することで、

女性が「ヒロイン」を演じられるようにすることが大

切だと述べている。キャッチコピーとしては「一度は

欲しい憧れの」、「ワンランク上の優れものアイテム」、

「入手困難」、「セレブ御用達！」、「贅沢な」という商

品がどのように自分を引き立たせてくれるかと考えさ

せるような、使用場面をイメージさせる言葉が効果的

である。さらに、「お手頃な」「家計応援プライス」と

いう実用的なことを表す言葉や、「マスコミで話題」、

「今までにない新食感」、「売れている秘密は」という

反応したくなる言葉も効果的だとしている。女性は情

報が伝播される特徴がある。口コミは女性から起こり

やすいと言われていることからも他者に話したくなる

情報への反応が鋭く、効果的であることが述べられて

いる。 

川俣［2013］でも、性別によって POP広告を重視す

る要素が異なることが述べられている。男性は最も自



分に合った商品を選びたいという欲求が強いため、「機

能性」を重視する傾向があり、高い技術力をアピール

するフレーズや具体的な数値などのデータを示すこと

が効果的である。一方、女性にはイラストや写真、色

彩など感性に訴える部分を強調するのが効果的である。

日本の消費は女性が支えていると言っても過言ではな

く、売上・集客力をアップするには女性を意識するこ

とが重要である。 

木田［2013］では性別による買い物価値観の違いが

述べられている。男性は、多くの場合商品のスペック

を比較し、客観的に見て正しい選択をする傾向がある。

一方、女性は、商品のスペックひとつひとつを丁寧に

比較するのではなく、まず、全体をイメージで捉える。

つまり、買う前にその商品と一緒にいるハッピーな私

がイメージできるかどうかを重要視するのである。こ

のように、性別によって買い物価値観が異なるため、

商品のターゲットが男性か、女性かによって POP広告

の内容も変える必要があるのではないかと考える。 

 

2． 問題提起 

これまでの既存研究によると、売上に直結するセー

ルス・プロモーションの効果に関する研究は、POP広

告の有無にのみ焦点を当てた量的分析、POP広告の訴

求内容に焦点を当てた質的分析の 2 点で研究されてい

る。しかし、従来の店頭マーケティングに関する研究

は、動線調査、棚段効果、価格弾力性、POP広告の効

果、チラシ効果の研究等がなされているが、これらの

多くは販促物の有無による効果差の検証であり、どの

ようなサイズで、どの位置に、どのようなメッセージ

を伝えればより効果的であるかといったメッセージ等

の質的内容についての研究はまだ十分とは言えない。

朝野［2014］は、店頭での非価格セールス・プロモー

ション企画に関しては、支援するデータの整備が進み

つつあるものの、質の評価の研究は緒についたばかり

であることを指摘している。本研究では主にメッセー

ジの訴求内容に焦点を当て、どのようなメッセージを

POP 広告に載せることが消費者への購買意欲の促進

へと繋がるのかを検討する。また、性別による POP広

告の効果差についても解明していく。 

 

Ⅳ―――仮説提唱 

本項では、前章にレビューした既存研究をもとに、

我々の研究における仮説を提唱する。以下の5つがその

仮説である。 

仮説 1 

POP広告において、当該製品の効能を強調する

ことで男性消費者の購買意欲に正の影響を与え

る。 

 川俣［2013］、木田［2013］では、男性は機能性など

といったスペック重視であることが示されている。そ

こで、POP広告において効能を強調することで男性消

費者の購買意欲を喚起できるのではないかと考えた。 

仮説 2 

POP広告において、当該製品の使用場面を強調

することで女性消費者の購買意欲に正の影響を

与える。 

 上に同じく、女性はスペックより使用場面といった

イメージを重視することが示されている。そこで、POP

広告において使用場面を強調することで女性消費者の

購買意欲を喚起できるのではないかと考えた。 

仮説 3 

POP 広告に季節情報を入れることで消費者の

購買意欲に正の影響を与える。 

現代の日本の小売店では季節情報を含んだ広告が多

く見受けられる。季節商品はもちろんだが、定番商品

でも季節でパッケージを変えて販売促進しているもの

も数多く存在する。季節情報を含む POP広告は長期記

憶内当該情報参照（長期記憶引き出し型）を想定したも

ので、様々な情報との結び付きを強くし、記憶として

より強く残すことで四季折々の記憶を引き出し、消費

者の購買意欲に影響を与えるのではないかと考えた。 

 



仮説 4 

POP 広告に成分表示を入れることで消費者の購買意

欲に正の影響を与える。 

消費者に成分情報を与えることで消費者の目に触れ、

売場において消費者の長期記憶内の関連情報と、当該

商品と結び付けることが可能となり、消費者の購買意

欲に正の影響を与えるのではないかと考えた。また、

商品の販売時には、商品の信用度を高めることが非常

に重要である。そこで、POP広告に成分情報を入れる

ことで、消費者に信用してもらうことが可能となり、

説得力を持たせられるのではないかと考えた。 

仮説 5 

様々な種類のPOP広告と2つの製作手法と組み

合わせた時、消費者の購買意欲を喚起できる。 

一般に、パソコンで作成した画一的な POP広告より

手書きで作成した POP広告は温かみがあり、好まれる

と言われている。川俣［2013］によると、手書きによ

る魅力は、手書きの文字独特のぬくもりや親しみやす

さ、そして書き手の心を伝えられることであり、店舗

スタッフや客層に合わせた情報発信をしたり、店舗オ

リジナルの情報を発信したりすることでコミュニケー

ションツールとして利用できることが特長であると述

べている。また、消費者ニーズの多様化と変化により、

POP 広告も時代に合わせ敏感に変えていかなくては

ならず、どの店にでもあるようなパソコンで作成され

た POP広告では飽きられ、商品価値を伝えることは困

難である。しかし、既存研究を調べる限りその効果の

差は検証されていない。それに加え、大手スーパーマ

ーケットでもパソコンで作成した POP 広告は多く見

受けられた。そこで、パソコンで作成された POP広告、

手書きで作成された POP 広告にはそれぞれ適した訴

求内容があり、その組み合わせによって消費者の購買

意欲を喚起できるのではないかと考えた。 

 

Ⅴ―――分析・考察 

1. 調査概要 

 我々はこれらの仮説を検証するにあたり、5 つの

POP広告を作成した。その 5つの POP広告とは、「コ

ンセプトを強調したPOP広告」、「効能を強調したPOP

広告」、「使用場面を強調した POP広告」、「成分表示を

強調した POP広告」、「季節情報を強調した POP広告」

の 5 種類である。また、これらの 5 種類の POP 広告

をパソコン、手書きの 2つの手法で作成し、併せて 10

種類とした。 

商材は低関与で衝動購買の対象になりやすいお菓子

を選定し、具体的な商材としてチョコレートを選定し

た。その理由としては、2007年の NHK放送文化研究

所世論調査部の調査にある日本人の好きなお菓子・デ

ザートランキングで 1 位がアイスクリーム、2 位がチ

ョコレートという結果が出ている。しかし、1 位のア

イスクリームは常温で販売できる商品ではなく、実際

POP広告を置いているお店も少ないと判断し、様々な

種類のPOP広告が見受けられる2位のチョコレートを

選定した。 

 

2．プレ調査 

本研究ではプレ調査、本調査をそれぞれ 1 回ずつ行

った。以下の図表はプレ調査の概要である。 

■図表―――1 

プレ調査 調査概要 

調査日：10 月 21 日 

サンプルサイズ：39 

実施方法：大学内でのアンケート 

質問内容：POP 広告の印象について 

 

プレ調査では「①コンセプトを強調した POP広告」、

「②効能を強調した POP広告」、「③使用場面を強調し

た POP広告」、「④成分表示を強調した POP広告」の

4種類から一番買いたいと思う POP広告、一番参考に

ならないと思う POP 広告をそれぞれ理由と合わせて

回答してもらった。また、POP広告に求めているもの

は何かを解明すべく、POP広告に求めるものは何か自



由記述式で回答してもらった。次の図表は一番買いた

いと思う POP広告を回答してもらった結果である。 

■図表―――2 

プレ調査結果 一番買いたいと思う POP広告 

 

 

上の図表から、「③使用場面を強調した POP 広告」

が一番多く選ばれたことがわかった。続いて「②効能

を強調した POP 広告」が多く選ばれた。一方、「④成

分表示を強調した POP広告」はあまり選ばれなかった。 

 また、POP広告に求めているものを自由記述式で尋

ねた。「商品の情報」「簡潔な情報」など、その商品に

対する情報を知りたいという回答、そして「見やすさ」

「わかりやすさ」などといったシンプルさを求める回

答が特に多く見受けられた。 

 

3． 本調査 

 プレ調査では、POP広告に対して商品の情報を求め

る回答が多かったため、本調査では商品のどのような

情報をメッセージとして POP 広告に入れれば消費者

の購買意欲が促進されるかを検証していく。以下の図

表は本調査の概要である。 

■図表―――3 

本調査 調査概要 

調査日：10 月 25 日 

サンプルサイズ：100 

実施方法：大学内でのアンケート 

質問内容：POP 広告の印象について 

 

 本調査では、プレ調査で使用した「コンセプトを強

調した POP広告」、「効能を強調した POP広告」、「使

用場面を強調した POP 広告」、「成分表示を強調した

POP 広告」に加え、「季節情報を強調した POP 広告」

を併せた 5 種類を使用した。分析方法は二元配置分散

分析を採用し、分析結果に影響が出ないよう、一被験

者に対して一実験刺激（POP 広告一種類）とし、その

POP広告を見て当該製品を買いたいと思うか 7段階で

回答してもらった。 

(1).マニピュレーションチェック 

まず二元配置分散分析をするにあたって、本調査に

チョコレートへの好感度とチョコレートの購入頻度と

いう項目を設けた。それらが回答に影響を及ぼす可能

性があり、回答者の性別で各グループが好感度、購入

頻度に関して差異がないことを確認するため、t検定を

用いてマニピュレーションチェックを行った。 

■図表―――4－① 

記述統計 

 

■図表―――4－② 

ｔ検定 

 

 

図表 4－①の平均値をみても男女ともに大きな差異

はないことがわかる。また、t検定におけるチョコレー

トへの好感度は有意確率 0.276（t=1.112,df=98,n.s.）、チ

ョ コ レ ー ト の 購 入 頻 度 は 有 意 確 率

0.931(t=1.631,df=98,n.s.)であり、非有意である。この
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ことから、チョコレートへの好感度・チョコレートの

購入頻度において、男女間には差がないことがいえる。 

(2).二元配置分散分析 

POP 広告の効果と POP 広告の製作手法の 2 つの因

子は互いに影響を及ぼしあっているのか。また、POP

広告の効果と性別は互いに影響を及ぼしあっているの

か。この 2 つを検証するために、SPSS による二元配

置分散分析を用いて分析を行った。二元配置分散分析

は 2 つの変数の影響に加え、2 変数の組み合わせの影

響も検討することが可能な分析である。今回の分析で

は、従属変数「買いたくなる」を用いて、独立変数に

は種類属性（コンセプト・効能・使用場面・成分表示・季節

情報）、製作手法属性（パソコン・手書き）に分類し、独

立変数の相違について検証した。 

 

4． 検証結果 

 上記で述べた二元配置分散分析の方法を用いて仮説

検証を行った。 

仮説 1 

POP広告において、当該製品の効能を強調することで

男性消費者の購買意欲に正の影響を与える。 

■図表―――5－➀ 

記述統計資料 

従属変数：買いたくなる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■図表―――5－② 

推定周辺平均 

 

図表 5 をみると、「効能を強調した POP」における

「買いたくなる」という変数全体の平均値が 4.85、標

準偏差 1.512であり、ばらつきの範囲は 3.338～6.362

である。また、男性においてはパソコンの平均値は 4.80、

手書きの平均値は 4.00であり、比較すると手書き属性

の方が高い評価を得ていることがわかる。 

仮説 2 

POP 広告において、当該製品の使用場面を強調する

ことで女性消費者の購買意欲に正の影響を与える。 

■図表―――6－➀ 

記述統計資料 

従属変数：買いたくなる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

性別 製作手法 平均値 標準偏差

男性 パソコン 4.80 1.789

手書き 4.00 0.000

合計 4.85 1.512

効能

性別 製作手法 平均値 標準偏差

女性 パソコン 5.00 2.000

手書き 4.75 1.258

合計 4.89 1.616

使用場面



■図表―――6－② 

推定周辺平均 

 

図表 6 をみると、「使用場面を強調した POP」にお

ける「買いたくなる」という変数全体の平均値は 4.89、

標準偏差 1.616 であり、ばらつきの範囲は 3.274～

6.506 である。また女性においてはパソコンの平均値

は 5.00、手書きの平均値は 4.75であり、比較すると手

書き属性の方が高い評価を得ていることがわかる。 

 

仮説 3 

POP 広告に季節情報を入れることで消費者の

購買意欲に正の影響を与える。 

■図表―――7－➀ 

記述統計資料 

従属変数：買いたくなる 

 

 

 

 

 

 

 

■図表―――7－② 

推定周辺平均 

 

図表 7－➀をみると、「季節情報を強調した POP 広

告」における「買いたくなる」という変数全体の平均

値は 4.20、標準偏差 1.361であり、ばらつきの範囲は

2.839～5.561 である。2.839 という数値をみるに男女

共に高い評価を得ていることがわかる。また、パソコ

ンの平均値が 4.70、手書きの平均値は 3.70であり、比

較すると手書き属性の方が高い評価を得ていることが

わかる。 

仮説 4 

POP 広告に成分表示を入れることで消費者の購買意

欲に正の影響を与える。 

 

 

 

■図表―――8－➀ 

記述統計資料 

従属変数：買いたくなる 

 

 

 

 

製作手法 平均値 標準偏差

成分表示 パソコン 3.80 1.549

手書き 4.20 0.919

合計 4.00 1.257



■図表―――8－② 

推定周辺平均 

 図表 8－➀をみると、「成分表示を強調した POP 広

告」における「買いたくなる」という変数全体の平均

値は 4.00、標準偏差 1.257であり、ばらつきの範囲は

2.743～5.257 である。またパソコンの平均値が 3.80、

手書きの平均値は 4.20であり、比較するとパソコン属

性の方が高い評価を得ていることがわかる。 

これらの分析を経て、「買いたくなる」という項目に

関して POP 広告の種類（①コンセプト・②効能・③使用

場面・④成分表示・⑤季節情報）を 7件法（1.非常にそう思

う～7.全くそう思わない）で回答を求め、それらの平均値

を POP広告の製作手法（パソコン・手書き）また性別（男

性・女性）で比較を行った。 

■図表―――9－➀ 

推定周辺平均 

従属変数：買いたくなる 

 

■図表―――9－② 

推定周辺平均 

従属変数：買いたくなる 

 

上記の図表 9－➀、②をみると、 

1.パソコンで作成された POP 広告の中で男性を対象

に平均値が高いのは「④成分表示を強調した POP広告」

であった。また低いのは「①コンセプトを強調した

POP広告」であった。 

2.パソコンで作成された POP 広告の中で女性を対象

に平均値が高いのは「②効能を強調した POP広告」で

あった。また低いのは「④成分表示を強調した POP広

告」であった。 

3.手書きで作成された POP 広告の中で男性を対象に

平均値が高いのは「⑤季節情報を強調した POP 広告」

であった。また低いのは「③使用場面を強調した POP

広告」であった。 

4.手書きで作成された POP 広告の中で女性を対象に

平均値が高いのは「➀コンセプトを強調した POP 広

告」、次に「⑤季節情報を強調した POP 広告」であっ

た。また低いのは「②効能を強調した POP広告」であ

った。 

これらの比較により、仮説 1 で述べた「効能を強調

した POP広告」が男性消費者の購買意欲に正の影響を

与えているかについて、男性消費者には「成分表示を

強調した POP広告」、「季節情報を強調した POP広告」

が有効的であったため、仮説は立証されなかった。 

仮説 2で述べた「使用場面を強調した POP広告」が



女性消費者の購買意欲に正の影響を与えているかにつ

いて、女性消費者には「効能を強調した POP広告」と

「コンセプトを強調した POP広告」が有効的であった

ため、仮説は立証されなかった。 

仮説 3で述べた「季節情報を強調した POP広告」が

消費者の購買意欲に正の影響を与えるかについて、「季

節情報を強調した POP広告」の平均値は男女ともに比

較的に高く、どちらも手書きで製作されたものであっ

た。これらの検証から「季節情報を強調した POP広告」

は手書きで製作したものであれば、消費者の購買意欲

に正の影響を与えるということが考えられる。 

仮説 4で述べた「成分表示を強調した POP広告」が

消費者の購買意欲に正の影響を与えるかについて、「成

分表示を強調した POP広告」の平均値は男性を対象に

パソコンで製作されたものが比較的に高かった。しか

し女性を対象とした場合、パソコンで製作されたもの

は比較的に低いため、仮説が立証されたとはいえない。 

仮説 5 

様々な種類の POP 広告と 2 つの製作手法と組み合わ

せた時、消費者の購買意欲を喚起できる。 

アンケートの「買いたくなる」という項目に関して

POP広告の種類（コンセプト・効能・使用場面・成分表示・

季節情報）、POP広告の製作手法（パソコン・手書き）に

ついて 7 件法（非常にそう思う～全くそう思わない）で回

答を求めたものを従属変数として分析を行う。 

■図表―――10－➀ 

被験者効果の検定 

 

■図表―――10－② 

記述統計 

 

検証の結果より、種類属性が有意確率 0.819 と 5%

水準で見て非有意だといえる。また、製作手法属性も

有意確率 0.177と 5%水準で見て非有意だといえる。種

類属性と製作手法属性の交互作用は有意確率 0.407 と

非有意なので、種類属性と製作手法属性による組み合

わせが消費者の購買意欲を喚起することに有効ではな

いと検証された。 

 

Ⅵ―――結論・新規提案 

1． 結論 

 本研究で、性別、製作手法、POP広告の種類という

属性の観点から、チョコレート製品を男女問わず消費

者に買いたいと思わせることができた POP 広告とし

て、手書きで作成した季節情報を強調した POP広告が

比較的有効であると考えられる。しかし、二元配置分

散分析における検証結果で POP 広告の種類と製作手

法による組み合わせが、消費者の購買意欲を喚起させ

る要因になりえないということが明らかとなったため、

チョコレート製品を買いたいと思わせたのは、手書き

という要因と季節情報という要因が作用したからだと

は言い難い。チョコレート製品であること、それに伴

う季節情報に含まれるメッセージ性に要因があるので

はないかと考察する。 

 

2．新規提案 

本節では、第 3 章で提唱した仮説と第 4 章にて得ら

れた仮説の実証分析の結果をもとに、POP施策におい

ソース F値 有意確率

修正モデル 1.122 0.346

切片 833.131 0

種類 0.385 0.819

製作手法 1.857 0.177

種類*製作手法 1.011 0.407

誤差

総和

修正総和

従属変数：買いたくなる

a. R2 乗 = .210 (調整済み R2 乗 = .023)

b. アルファ = .05 を使用して計算された



て有効な実務的インプリケーションを導出する。 

我々は仮説の検証結果、POP広告における現状分析、

低関与かつ衝動購買されやすい商品、市場を踏まえ、

より多くの消費者の購買意欲を喚起させるということ

を目的に「季節毎に開催する手書きによる POP広告コ

ンテスト」を大手スーパーマーケットに提案する。 

まず大手スーパーマーケットを対象とした理由は、

現状分析においてパソコン製作の POP 広告が大手ス

ーパーマーケットに多く見受けられたからである。 

またチョコレート製品の季節であるバレンタインデ

ーにおいてもお菓子メーカーによるパソコン製作の

POP広告がスーパーマーケットで多く見られた。 

 次に本研究の仮説検証において、手書き製作で季節

情報を強調した POP広告が男女問わず、消費者の購買

意欲に正の影響を与えていたことがわかった。これに

より、低関与かつ衝動購買がされやすい商品にこのよ

うな有効的な POP 広告を多く導入していく必要があ

ると我々は考えた。開催時期は季節情報を強調する

POP 広告を導入するということでお菓子製品を対象

とした場合、ハロウィンやバレンタインデーが適して

いるといえる。 

パソコン製作の POP 広告が多いスーパーマーケッ

ト市場に手書き製作、季節情報を強調した POP広告を

より多く導入することを目的としたのが今回の提案で

ある。 

 提案したコンテストのメリットの 1 つとして POP

広告という存在を消費者に強くアピールできることが

挙げられる。POP広告は購買時点における広告である

ため、消費者が広告を注視することは少ない。しかし

コンテストを開催することで、POP広告の存在を知ら

ない消費者にも知る機会を提供することができると考

えた。 

メリットの 2つめとして、消費者から POP広告を募

ることにより消費者の意見、感想を直接的に反映する

ことができる。また POP広告が提示されている商品の

評価を他の消費者と共有できることで POP 広告が商

品→消費者→消費者というより多くの消費者の購買意

欲を喚起させる関係性を築けるのではないかと考える。 

 以上が本研究における我々の新規提案である。 

 

3．今後の課題 

本研究を通して、POP広告の情報により購買意欲を

高めることができるという有意な検証結果は得られな

かった。その理由として、商材をチョコレートのみと

したことやアンケートの内容に問題があったのではな

いかと考えられる。特に POP広告の作成に課題が残さ

れる。 

本研究ではチョコレートという商材を選定したが、

対象材を変えた際、消費者の購買意欲にどのように影

響するのか検証する余地もあるだろう。さらに購買意

欲の喚起を促す POP広告の特長として挙げられた「商

品の情報（簡潔かどうか）」「見やすさ」「わかりやすさ」

といったシンプルさについて検証する必要もあると考

える。また、本研究では購買意欲に関する検証しか行

わなかったが、購買動機を明らかにし、購買意欲にど

のように関係していくのかを検証することで、POP広

告の内容による効果的なアプローチ方法が解明され小

売店への提案も可能となるだろう。 

 

Ⅶ―――おわりに 

我々は本研究において、POP広告の情報の違いによ

る消費者の購買意欲を明らかにしてきた。以前から店

頭では POP広告が使用され、我々自身も POP広告に

より商品を認知し、内容によっては興味を持ち購入に

至ったことがあった。しかしどのような情報が消費者

の購買意欲に影響するのかはわかっていなかった。 

そのような課題を起点とし、本研究では POP広告の

情報による購買意欲の変化について検証した。その結

果、有意な差とはいえないまでも、性別による興味深

い示唆を得ることができた。 

今後も店頭でのセールス・プロモーションは行われ

ていくに違いない。その中で POP広告も有効的なセー



ルス・プロモーションとなるだろう。本研究では多く

の課題を残している。これらを解明し、研究を進めて

いくことで、研究の意義が見えてくると考える。 

最後に本研究を行うにあたり、我々の研究に対しご

指導くださった奥瀬喜之教授をはじめ、共に切磋琢磨

してきた同期、協力してくださった全ての方々に多大

なる感謝の辞を申し上げたい。 
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POP広告への印象についてのアンケート 

 

 私たちは現在関東学生マーケティング大会の論文の執筆を行っており、本調査はその一

環として POP広告について皆様にご意見をお伺いしております。お忙しいところ誠に恐縮

ですがアンケートのご協力をお願いいたします。尚、このアンケートへの回答は本研究以

外の目的で一切使用いたしません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１. あなた自身について教えてください。 

 

 

（１） あなたの年代を教えてください。 

 

１．10代   ２．20代 

 

 

（２） あなたの性別を教えてください。 

 

１．男性    ２．女性 

 

 

 

 

 

 

 

以下の設定・商品概要をよく読んでから、次のページ以降のアンケートにご回答ください。 

 

 

【設定】 

あなたはコンビニエンスストアで買い物をしています。以下のチョコレートに関する POP

広告を目にしたとき、POP広告および POP広告に紹介されている製品に関してどのような印

象を受けるか、直感でお答えください。 

 

 

【商品概要】 

「板チョコに革命！カカオ効果でストレス解消」をコンセプトにした味わい深い高カカオ

チョコレートです。 

（※こちらの商品は架空のものとなっています。） 

 

 

 

 



 

○次の POP広告を見て、当該製品を買いたいと思いますか。 

 

 
 

非常に              どちらとも              全く 

そう思う              いえない            そう思わない 
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質問は以上になります。ご協力ありがとうございました。 

○次の POP広告を見て、当該製品を買いたいと思いますか。 
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質問は以上になります。ご協力ありがとうございました。 
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質問は以上になります。ご協力ありがとうございました。 
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質問は以上になります。ご協力ありがとうございました。 
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質問は以上になります。ご協力ありがとうございました。 

 


