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HERSHEY’Sチョコレートで有名な街、
ハーシー再生の公式

ハーシー エンターテイメント リゾート社
Esri Business Analystを利用した地域再生計画とは

近隣の大型店舗へ流出した地域顧客と観光客を呼び戻すため「市場規模」と
消費者が買い物をする確率である「吸引力」をハフモデルで算出。地域再生計画の手法が明らかに。
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