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※一部の表示をサンプル用に加工しております

■ネットスーパー業界トレンド情報（2014 年 11 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 11 月以降にＭＤＢが入手した資料ですので、発行日は 11 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「2014.11.01～2014.11.30」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。
●ネットスーパー（アフターサービス満足度）
【記事見出し】特集 ２０１４年版アフターサービスランキング クレーム上等！
・企業ランキング・・・上位 6 社
・業界動向

-------------------------------------------------------------------------------●輸入食品(ネットスーパー、中国)(2128177)
【記事見出し】ネットスーパー 輸入食品に注力
・市場規模 ････ 販売金額(2012 年実績・2018 年予測)
・その他規模 ････ 販売金額増加率(直近 5 年間)
・業界・市場動向
・企業・団体事例 ････ 輸入品販売商品数・うち食品比率・うち牛乳輸入品種数(1 号店)

-------------------------------------------------------------------------------●食品宅配(ネットスーパー)(2123537)
【記事見出し】玄関先争奪戦 生協宅配 時間に挑む
・市場規模 ････ 金額・前年比(2012 年度)
・業界・市場動向
・企業・団体事例 ････ 宅配利用者数全年度比伸び率(オイシックス・大地を守る会・らでぃっしゅぼーや・パルシステム
東京・コープみらい別、2009～2012 年度)、ネットスーパー事例(西友、イトーヨーカ堂、楽天)
・その他(産業) ････ 宅配事業参入年表(1970 年～2013 年)
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●イオン（Ｏ２Ｏ、オムニチャネル戦略）
【記事見出し】販促・集客メディアフォーラム２０１４レポート イオンが進めるＯ２Ｏ、オムニチャネル戦略
・企業事例・・・ポータルサイト「ＡＥＯＮおトク！」、スマートフォンアプリ「イオンお買い物アプリ」によるオムニチャネ
ル推進

-------------------------------------------------------------------------------●食生活(2129657)
【対象地区】東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県
【対象者】単身男女、夫婦 2 人暮らしの女性、夫・子供と暮らす女性(20 歳代～60 歳代)
★属性分類あり ≪家庭形態別≫
【記事見出し】消費分析 宅配・ドラッグ店、内食需要
・購買行動 ････ 内食用の食材の購買先、食品購買が増えた店舗
・意識・評価 ････ 内食増減の理由、宅配を増やした理由、コンビニを増やした理由、ドラッグストアを増やした理由
・行動状況 ････ 内食・中食・外食の頻度

-------------------------------------------------------------------------------●食品スーパー(経営戦略)(2120867)
【企業名】三越伊勢丹フードサービス
【記事見出し】The Interview
・企業・団体事例
・経営動向 ････ トップインタビュー(経営改革動向、プライベートブランド「グリーン Q」の展開計画、食品宅配事業への
取り組み、出店計画・売上計画、等)

-------------------------------------------------------------------------------●食材宅配業(2128140)
・市場規模 ････ 金額(2009～2012 年度、2013～2014 年度予測)
・予測(量)
・企業ランキング ････ 売上金額(2012 年、2013～2014 年予測)
・企業リスト ････ 企業別食材仕入先
・その他流通関連
・業界・市場動向
・企業・団体事例 ････ 各社別動向(ヨシケイグループ、タイヘイ、ベネッセコーポレーション、ベネッセイアンファミーユ)

-------------------------------------------------------------------------------●ネットスーパー・流通業宅配(2128142)
・予測(量)
・企業リスト ････ 主要企業別売上金額(2012 年、2013～2014 年予測)・配送エリア・備考
・業界・市場動向
・企業・団体事例 ････ イズミヤ、セブン・ミールサービス、ファミリーマート/シニアライフクリエイト、ローソン
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-------------------------------------------------------------------------------●個別宅配サービス(生協)(2128143)
【企業名】生活協同組合
・予測(量)
・業界・市場動向
・企業・団体事例 ････ コープネット事業連合、生協コープこうべ
・経営動向 ････ 経営概況(生協数・総事業金額・生協の小売りシェア・供給金額、2009～2011 年度)
・生産・販売動向 ････ 地域生協の供給金額(店舗事業・宅配事業・内個配別、2009～2011 年度、2012 年度予測)

-------------------------------------------------------------------------------●宅配サービス(農協)(2128144)
【企業名】全国農業協同組合連合会
・予測(量)
・業界・市場動向
・企業・団体事例
・生産・販売動向 ････ 取扱金額(2010～2012 年度、2015 年度予測)

-------------------------------------------------------------------------------●ネット通販(米国系ネットスーパー、中国)(2123118)
【企業名】ウォルマート・ストアーズ<海外>
【記事見出し】中国でネットスーパー強化 ウォルマート出資の「1 号店」
・市場規模 ････ 売上金額(2011 年実績・2015 年予測)
・その他規模 ････ 利用者数(2012 年)
・予測(量)
・企業シェア ････ 電子小売市場シェア(2012 年)
・業界・市場動向
・企業・団体事例 ････ 米ウォルマート・ストアーズ出資のネットスーパー「1 号店」における品揃え強化事例
・生産・販売動向 ････ 純売上高前年同期比・来客数前年同期比(中国、オンライン販売除く、2013 年5～7 月期)、閉店数
(中国、予測)

--------------------------------------------------------------------------------
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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。
●西友 首都圏ネットスーパー 生鮮・惣菜を強化
-------------------------------------------------------------------------------●オムニチャネル特集 イオン 店のタブレットで注文 ワインなど商品提案
-------------------------------------------------------------------------------●セブン＆アイ・ホールディングス オムニチャネル始動 基幹店で実店舗仕掛け
-------------------------------------------------------------------------------●ニュースクリップ＝住友商事がネットスーパー事業から撤退
-------------------------------------------------------------------------------●サミット田尻社長 ネットスーパー可能性指摘
-------------------------------------------------------------------------------●ヤオコー ネットスーパー参入 埼玉の店舗で試験導入
-------------------------------------------------------------------------------●イトーヨーカ堂 都心の空白、インターネットで補う 配送拠点を新設 注文可能件数、店舗の５倍
-------------------------------------------------------------------------------●西友 ネットの加工食品６５００品目に 最大級の売場へ
-------------------------------------------------------------------------------●試練のネットスーパー（下）＝「解」は地方にあり 狭い商圏、固定客獲得
-------------------------------------------------------------------------------●試練のネットスーパー（上）＝成長市場に採算の難題 配送網の見直し急ぐ
-------------------------------------------------------------------------------●イオン、オムニ戦略本格化 ネット購入商品 グループ店で受け取り 来年度 総合スーパーから
-------------------------------------------------------------------------------●検証２０１４ オムニチャンネル化 店舗のあり方問われる 商品政策・在庫機能に変化
--------------------------------------------------------------------------------
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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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