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Marketing Data Bank
2014 年 5 月

※一部の表示をサンプル用に加工しております

■消費トレンド情報（2014 年 4 月）■
株式会社日本能率協会総合研究所
マーケティング・データ・バンク

調査結果
MDB 所蔵資料は 4 月以降にＭＤＢが入手した資料ですので、発行日は 4 月以前のものも含まれます。
データベース資料（記事のインデックス）は発行日で抽出可能なので「2014.04.01～2014.04.30」となります。
資料コピーを送付できるものがございますので、興味関心のある資料があればお気軽に問合せ願います。
ご検討よろしくお願いいたします。

【MDB 所蔵資料】ご提供料金は最終ページをご参照ください。閲覧室でもご覧いただけます。
●玩具(2169612)
【記事見出し】商品情報 「玩具」最新トレンド おもちゃ業界少子化時代に突入 時期に合わせた販促で勝機を狙う
・市場規模 ････ 金額(8 品目合計・9 品目合計、2003～2012 年度実績・2013 年度予測)、品目別金額(2011～2012 年
度実績・2013 年度予測)
・予測(量)
・業界・市場動向
・広告・販促動向
・企業・団体事例 ････ バンダイ「機動戦士ガンダム」(放送 35 周年)、タカラトミー「トランスフォーマー」(生誕 30 周年)、
アガツマ(アンパンマン知育玩具)、パイロットインキ(愛育ドール「メルちゃん」の妹「ネネちゃん」発売)
・商品事例 ････ 各メーカーの注力商品

-------------------------------------------------------------------------------●新製品(2169104)
【記事見出し】ホンダ「フィット」が総合 1 位
・商品ランキング ････ 専門家評価総合ランキング(上位 20 製品、2013 年第 4 四半期)
・業界・市場動向
・商品事例 ････ 総合上位 10 製品評価(本田技研工業「フィット」、グンゼ「キレイラボ 完全無縫製袖付きインナー、
アップル「iPhone5s」、トヨタ自動車「アクア」、プラス「フィットカットカーブ プレミアムチタン」、アップル「iPad エア」、
サントリー食品インターナショナル「伊右衛門 特茶」、コクヨ S&T「両面テープ ラクハリ」、ソニー「サイバーショット
DSC-QX10/100」、サントリー食品インターナショナル「drop」)

-------------------------------------------------------------------------------●シニア消費(2167377)
【記事見出し】特集 超高齢社会を順風に変える! きょういく・きょうようスーパー
・市場規模 ････ 消費市場金額(世帯主年齢区分別、2005～2020 年実績・予測、5 年毎)、アンコールライフ市場金額
(ビジネス別、2013・2023 年実績・予測)
・その他規模 ････ 高齢者人口(2013 年 9 月)、シニア層世帯消費金額(2010 年実績・2020 年予測)、セカンドライフ時
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間(性別、1965～2011 年)、世帯主年齢別貯蓄高、金融資産年齢別割合、高齢単身世帯数(性別、2000～2025 年実
績・予測、5 年毎)、リタイア前支出金額・リタイア後支出金額(複数人居住世帯・単身世帯別)
・予測(量) ････ 高齢化率(2042・2060 年予測)
・業界・市場動向
・企業・団体事例 ････ シニア層向け戦略(イオンリテール、平和堂、イオンスーパーセンター、ダイシン百貨店、フ
ジ、イオンファンタジー、オーネット)

-------------------------------------------------------------------------------●O2O・オムニチャネル(2167597)
【記事見出し】特集 1 ネット×リアルで顧客を増やす! 020&オムニチャネル
・業界・市場動向
・広告・販促動向
・企業・団体事例 ････ コト消費とオムニチャネル融合事例(イオン幕張新都心店)、O2O 取組事例(サントリー食品イ
ンターナショナル、ユナイテッドアローズ、モスフードサービス、ハインツ日本、スタートトゥデイ)、受賞アプリ事例
(良品計画、ジーユー)、LINE@活用事例(うどんミュージアム、オルケス「リップサービス」、ジェリージェリーカフェ)
・その他(産業) ････ 注目の O2O 手法一覧(2014 年)

-------------------------------------------------------------------------------●ソーラーチャージスーツ(2167598)
【記事見出し】ヒットの仕掛け人に聞く!Vol.76 「発熱するスーツ」をキーワードに話題づくりと異業種コラボを推進!
・業界・市場動向
・広告・販促動向
・商品開発事例・動向 ････ 太陽光を取り込んで自ら発熱する「ソーラーチャージスーツ」の開発(THE SUIT
COMPANY)

-------------------------------------------------------------------------------●文房具(手書きブーム)(2168507)
【記事見出し】万年筆やレターセット好調 「手書き」復権で文房具商機
・業界・市場動向
・広告・販促動向
・企業・団体事例 ････ 若年層を中心とした手書き復権による関連商品動向(伊東屋銀座本店)
・商品事例

-------------------------------------------------------------------------------●化粧品(PB・小売向け商品)(2170470)
【記事見出し】化粧品大手 PB・小売限定強化 消費者ニーズ細分化 販路拡大狙う
・その他流通関連
・業界・市場動向
・企業・団体事例 ････ コーセー「雪肌粋」(セブン-イレブン限定販売)、ファンケル「クリーミィ泡洗顔料」(ローソン向
けに販売)、ポーラ「ウルマルーチェセラム」(ヘアサロン大手アルテサロン「Ash」で PB 美容液を限定販売)
・商品事例
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-------------------------------------------------------------------------------●グラノーラ(2170424)
【記事見出し】人気広がるグラノーラ 伸び悩むシリアル市場活性化
・市場規模 ････ シリアル市場金額(2013 年)
・業界・市場動向
・企業・団体事例 ････ シリアル専門店「GMT」、カルビー(工場の生産能力増強)、日本ケロッグ(「フルーツグラノラ」
で配合油脂を大幅に減らしたタイプの発売)、京王プラザホテル(朝食でドライフルーツ入りグラノーラの提供)

-------------------------------------------------------------------------------●消臭剤(無香)(2172316)
【記事見出し】香りブーム支える「無香」
・その他規模 ････ 無香の商品を選ぶ消費者割合
・予測(性)
・業界・市場動向

-------------------------------------------------------------------------------●高級消費(2166415)
【記事見出し】高級消費 早く強く
・その他規模 ････ ドンペリ消費指数(2011～2014 年)、ハワイ出国人数・ANA セールス単価(2004～2013 年)
・業界・市場動向 ････ 高級シャンパン「ドン・ペリニヨン」・ハワイ旅行・高級腕時計の消費動向
・価格・料金
・貿易動向 ････ スイス製腕時計の 1 本あたり輸入金額(2013 年)

-------------------------------------------------------------------------------●パソコンショップ(2170624)
【企業名】パソコン工房本店
【記事見出し】地域 No.1 店舗の売れる秘訣 あの人気店はこうしてつくられた
・業界・市場動向
・経営動向 ････ 店舗概要、店舗移転動向
・生産・販売動向 ････ 店作り事例

-------------------------------------------------------------------------------●スマートホン・SNS(日本食レストラン、台湾)(2167235)
【記事見出し】国内企業インサイド 店の宣伝は 2 割にとどめ、日本文化を発信 Facebook で台湾の心つかんだ「染乃
井」
・その他規模 ････ 携帯電話保持者に占めるスマートホンユーザーの割合・うちフェイスブック利用率(台湾)
・業界・市場動向
・広告・販促動向
・企業・団体事例 ････ 台湾・台北市に開店した鉄板懐石「染乃井」によるフェイスブックでの日本文化発信事例(東
京レストランツファクトリー)
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-------------------------------------------------------------------------------●L サイズ市場(婦人服)(2166922)
【記事見出し】職場の心理学 第 333 回 今、注目のトレンド “ぽっちゃり女性”が熱い!
・市場規模 ････ 金額
・業界・市場動向
・広告・販促動向
・企業・団体事例 ････ ぽっちゃり市場参入事例(ニッセン「スマイルランド」、伊勢丹新宿本店、ユニクロ、ワコール、
ぶんか社「ラ・ファーファ」、マガジンハウス「アンアン」、小学館「キャンキャン」、)

-------------------------------------------------------------------------------●レディスカジュアルウェア(流行色)(2166441)
【記事見出し】特集・2013 年カラートレンド年鑑 Color Trend Almanac2013
・その他ランキング ････ 流行色(春夏・秋冬別、2012・2013 年)
・業界・市場動向 ････ ネイビー・ブルーバリエーション、黒と白のストライプ、ビビットカラー・ネオンカラー

-------------------------------------------------------------------------------●メンズカジュアルウェア(流行色)(2166442)
【記事見出し】特集・2013 年カラートレンド年鑑 Color Trend Almanac2013
・その他ランキング ････ 流行色(春夏・秋冬別、2012・2013 年)
・業界・市場動向 ････ ベージュ・ネイビー、カラフルカラー

-------------------------------------------------------------------------------●インテリア・ファブリックス(流行色)(2166443)
【記事見出し】特集・2013 年カラートレンド年鑑 Color Trend Almanac2013
・その他ランキング ････ 流行色(2008～2013 年)
・業界・市場動向

-------------------------------------------------------------------------------●家電製品(流行色)(2166444)
【記事見出し】特集・2013 年カラートレンド年鑑 Color Trend Almanac2013
・その他ランキング ････ 流行色(キッチン家電(冷蔵庫・炊飯ジャー・電子レンジ)・クリーン家電(洗濯機/掃除機)・携
帯家電(デジカメ・ポータブルオーディオ)、2012・2013 年上期)
・業界・市場動向 ････ ホワイト・ブラック、ゴールド・レッド

-------------------------------------------------------------------------------●音楽ソフト(J-POP・演歌・歌謡・洋楽・ジャズ・クラシック・アニメ・サントラ)(2163525)
・市場規模 ････ 売上金額・売上数量(全体、アルバム・シングル・音楽 DVD・音楽 BD 別、2010～2013 年、年別、半
期別、2013 年は四半期別、月別あり、ジャンル別、2010～2013 年)、売上金額(販売チャネル別、エリア別、2013 年)、
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順位階層別売上金額(シングル・アルバム別、2010～2013 年)
・その他規模 ････ 売上金額構成比(ジャンル別、販売チャネル別、2012～2013 年、盤種別、2006～2013 年、エリア
別、2013 年)
・企業ランキング ････ 売上枚数・売上金額上位メーカー(発売元(全体・ジャンル別)・販売会社別)
・商品ランキング ････ 売上金額上位タイトル(盤種別、年間・月間・週間別、2013 年)、売上数量上位タイトル(年間・
週間別、洋楽アルバム・輸入盤アルバム・インディーズ(シングル・アルバム別)・演歌/歌謡・新人(アーティストトー
タル・作品別)・メーカーディレクター(シングル・アルバム別)・プロデューサー(シングル・アルバム別)・作詞家・作曲
家・編曲家別)、ダウンロード数(レコチョク「着うた」・レコチョク・mora(PC ダウンロード)・iTune 別、2013 年)、カラオケ
リクエスト回数(2013 年)、各メディアオンエア・リクエストランキング(ラジオ&CS オンエア・USEN、2013 年)
・企業リスト
・商品・ブランドリスト ････ 歴代首位獲得作品一覧(シングル、1968～2013 年、アルバム、1970～2013 年)
・その他流通関連
・業界・市場動向 ････ 業界の動きと主なヒット作品、ネット発コンテンツ展開
・価格・料金 ････ 平均単価(盤種別、2010～2013 年)

-------------------------------------------------------------------------------●映像ソフト(DVD・BD、邦画・洋画・音楽・アニメ・ドラマ・バラエティ・お笑い)(2163526)
・市場規模 ････ 売上金額・売上数量(全体、DVD・ブルーレイディスク別、2010～2013 年、年別、半期別、2013 年は
四半期別、月別あり、ジャンル別、2010～2013 年)
・その他規模 ････ 売上金額構成比(販売チャネル別、2013 年、ジャンル別、盤種別、2012～2013 年)、売上枚数構
成比(ジャンル別、2013 年)、ブルーレイディスク売上金額占有率(ジャンル別、2012～2013 年)
・企業ランキング ････ 売上枚数・売上金額上位企業(メーカー別、販売会社別、ジャンル別、2013 年)
・商品ランキング ････ 売上金額上位タイトル(年間・月間別、2013 年)、売上数量上位タイトル(週間別、DVD・ブルー
レイディスク別、2013 年)
・企業リスト
・商品・ブランドリスト
・その他流通関連
・業界・市場動向 ････ 業界の動きと主なヒット作品、ネット発コンテンツ展開
・価格・料金 ････ 平均単価(盤種別、ジャンル別、2010～2013 年)

-------------------------------------------------------------------------------●舌ケア用品(新商品)(2162489)
【記事見出し】ヒットの予感 新感覚の舌ケア用品
・業界・市場動向
・商品開発事例・動向 ････ 溶剤等を使用せず原料は紙・不織布等を使用
・企業・団体事例 ････ デンタルプロ
・商品事例 ････ 「デンタルプロ瞬間舌ケア」

--------------------------------------------------------------------------------
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【MDB 提携データベース】出力には別途費用が必要です。料金は媒体によって異なりますので、お問い合わせください。
脱スプレー 制汗剤熱き戦い 肌に直塗り、男性向け人気
-------------------------------------------------------------------------------日本アニメ 中国で人気健在 国際フェス「関係悪化感じない」
-------------------------------------------------------------------------------クラウド＝トレンドマイクロ副社長の大三川彰彦さん “国産”に安心感
-------------------------------------------------------------------------------人気商品 ここが突破口 アサヒ飲料「カルピスオアシス」 空白の３０～４０代に浸透
-------------------------------------------------------------------------------戦略ネットＢｉｚ＝レンガ「マンションノート」人気 口コミを審査、信頼性高く
-------------------------------------------------------------------------------パデル気軽に遊ぼう テニス＋スカッシュ 壁に当ててもＯＫ スペイン生まれ人気 埼玉に専用コート
-------------------------------------------------------------------------------人気商品開発ヒストリー＝ダノンジャパン 「ダノンビオ」 リニューアル 理想の味追求
-------------------------------------------------------------------------------スマホ普及で人気作品に変化 単純系ゲーム「はまる」構造
-------------------------------------------------------------------------------ケイ・オプティコム タブレットでラジオ的サービス 音楽配信人気を受け、ソケッツと提携
-------------------------------------------------------------------------------北海道ジンギスカン特集 有楽町 地元密着、安くてうまい人気店
-------------------------------------------------------------------------------ヒットの兆し＝「金芽米」 健康志向 需要つかむ
-------------------------------------------------------------------------------外食トレンド＝ホットペッパーグルメリサーチセンターまとめ 必ず食べたい春の味覚 カツオが堂々の１位
-------------------------------------------------------------------------------日本発 世界のヒット商品＝サンジルシ醸造 米国★アレルギー成分含まぬ「たまりしょうゆ」
-------------------------------------------------------------------------------群馬 「ぐんまちゃん」の石像が人気
-------------------------------------------------------------------------------決算から＝クラレ 洗剤フィルムがヒット
-------------------------------------------------------------------------------Ｒａｎｋｉｎｇ＝輸入車も小型が人気
--------------------------------------------------------------------------------
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市町村パンフレットの２０１３年度ベスト１００ 人気１位は「さっぽろ観光マップ」
-------------------------------------------------------------------------------日並び悪くてもお出かけ 大型連休、増税にも負けず レジャー、近場人気
-------------------------------------------------------------------------------キッコーマン 売上高 海外 国内 欧米アジア和食人気 純利益も過去最高
-------------------------------------------------------------------------------価格を読む＝高級腕時計 ３割値上げも何のその 並行輸入品の底堅い人気
-------------------------------------------------------------------------------ブーム＆ムーブ＝子供を連れて映画館へ 上映中クイズ／夢持てる作品製作
-------------------------------------------------------------------------------流行を読む フォトアドバイザー 内田勲 光学式に代わる電子ファインダー 撮影効果、確認できメリット
-------------------------------------------------------------------------------レディス「スタンプ・アンド・ダイアリー」 独自素材の魅力で人気 上品なリラックス感で
-------------------------------------------------------------------------------サントリー酒類が飲み方提案 若返る定番カクテル ２０代の女性層狙う 飲食店ならではの一手間が人気
-------------------------------------------------------------------------------エナジー飲料 市場覚醒 ＵＣＣ上島珈琲 常盤薬品工業 若者に人気で参入
-------------------------------------------------------------------------------１３年度 ２６％増１０９８万人 訪日外国人客、地方へ 円安・ＬＣＣが追い風 北海道・福岡が人気
-------------------------------------------------------------------------------ワールドキッチンアジア・パシフィック ガラス製食器発売 人気食器ブランド「コレール」に新柄登場
-------------------------------------------------------------------------------１４～１５年秋冬デザイナーブランド 雑貨トレンド（下）＝多彩なピンク スニーカーやスリッポンも充実
-------------------------------------------------------------------------------春の味噌特集 マルコメ 「タニタの社員食堂」ヒット 料亭の味から２４食と３２食登場
-------------------------------------------------------------------------------春の味噌特集 東日本地区の動向 マルコメ 「生糀みそ」大ヒット
-------------------------------------------------------------------------------日清食品ホールディングス 上放れ 「タイ風カップめん」人気で販売休止に
-------------------------------------------------------------------------------ロングセラーの理由＝協同乳業 ホームランバー 当たりくじで大ヒット
--------------------------------------------------------------------------------
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□□ＭＤＢ資料提供料金のご案内□□==================================================================

【
ＭＤＢ所蔵資料】

※全て閲覧が可能です。コピー費用（基本料金）は以下のようになります。
尚、「電子ブックサービス」の記述があるものは閲覧室のタブレット端末でのみ閲覧可能な資料に
なります。詳細は「MDB 閲覧室電子ブックサービス」欄を参照下さい。
・閲覧室でのお受け取り（現金）

70 円／枚

・閲覧室でのお受け取り（その他）

120 円／枚＋基本手数料 200 円

・郵送

120 円／枚＋基本手数料 200 円

・FAX

200 円／枚＋基本手数料 200 円

【MDB 提携データベース】

適宜ご紹介いたします。

【学術文献情報】

適宜ご紹介いたします。

【個別取り寄せが必要な資料】

適宜ご紹介いたします。

＜用語説明＞
「文献提供料」
「閲覧のみ」
「閲覧のみ（DB 等あり）」

発行元に著作権を支払う必要のある資料です（特別料金）。1 頁
または 1 面につき、記載の料金が追加されます。
発行元の意向により送付できない資料です（コピー不可）。閲覧
室でご覧いただけます
発行元の意向により送付できない資料ですが、弊社取扱いデ
ータベースにて有料で出力可能です。

※アンケート調査資料 【掲載頁】の合計頁数には、調査概要は含まれていませんのでご注意下さい。
ex. 【掲載頁】 54；55（計 1 頁） → 調査概要、該当頁をお送りする際には、計 2 枚になります。
◆MDB 閲覧室電子ブックサービス
該当資料をタブレット端末で閲覧いただくものです。1 時間あたり 1 カウントでご利用いただけます。
該当部分の印刷についてはデータベースサービスの費用が別途かかります（データベース料金についてはお
見積します）。
※上記金額には消費税は含まれておりません。別途ご負担いただきます。
Copyright(C) 2014 JMA Research Institute Inc. All rights reserved.
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