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※一部の表示をサンプル用に加工しております

■シニア市場トレンド情報（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。
●軽自動車(高齢者ユーザー)(2172300)
【対象地区】全国
【対象者】軽自動車保有者(高齢者)
★属性分類あり ≪高齢者保有者属性(世帯収入)、一部有職/無職別≫
・保有率・保有量 ････ 保有台数
・意識・評価 ････ 必要性・なくなった場合の困窮度、今後増えそうな用途、75 歳以上の免許更新時の認知機能検査
に対する考え方、買い替え意向・車種・理由、普通乗用車への買い替え不都合理由
・利用状況 ････ 利用頻度、利用用途
・その他(生活者) ････ 高齢者ユーザー属性(軽自動車ユーザーに占める高齢者割合、年代別・世帯収入)、時系列
データあり、認知機能検査(講習予備検査)

-------------------------------------------------------------------------------●乗用車(保有高齢者)(2171751)
【対象地区】全国
【対象者】60 歳以上の主運転者(四輪自動車保有世帯)
★属性分類あり ≪性別・健康状態別・地域別・資産別・有職/無職別≫
・保有率・保有量
・意識・評価 ････ 運転をやめようと思う年齢、買い替え意向・次回購入予定車サイズ、感じる身体機能の衰え(視
力・注意力・反応の速さ等)、車に対する要望(前方視野を見やすくする、長時間運転しても疲れない車など)、先進安
全技術システムへの魅力度
・利用状況 ････ 1 週間当たり利用頻度、月間走行距離、利用用途、過去 1 年間の車を利用したレジャー
・行動状況
・その他(生活者) ････ 60 歳以上の主運転者属性(有職者率、世帯年収、世帯資産、健康状態)

--------------------------------------------------------------------------------
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●高齢者雇用(2171291)
【記事見出し】特集 シルバー維新 輝け!銀の卵たち
・その他規模 ････ 人口(年齢層別、2010 年実績・2035 年予測)、労働力人口(年齢層別、1990～2010 年実績・2020～
2030 年予測・10 年毎)、就業率(60 歳～64 歳男性、主要国別)
・業界・市場動向
・企業・団体事例 ････ シニア社員活用事例(JFE スチール、昭和電工、富士ゼロックス、高島屋、旭硝子、OKI、東京
トヨペット、中国銀行、ダイキン工業、三菱商事、オリックス、サトーホールディングス)

-------------------------------------------------------------------------------●住宅型有料老人ホーム(2169554)
【記事見出し】REPORT
・その他規模 ････ 施設数(健康型・住宅型・介護付き別、2010～2013 年)、定員規模別構成比(住宅型・介護付き別)
・業界・市場動向
・企業・団体事例 ････ 事業者動向(エヌ・ビー・ラボ、ベネッセスタイルケア、コバヤシ・ファシリティーズ)

-------------------------------------------------------------------------------●ヘルスケアロボット(知能型個人サービス、韓国)(2171938)
・市場規模 ････ 生産金額・出荷金額(品目別、2010～2011 年、p440・452)、用途別出荷金額(品目別、内需・輸出別、
2011 年、p453)
・貿易動向 ････ 輸入金額・輸出金額(品目別、国別、2011 年、p292・298・461・467)
・その他(産業) ････ 品目別(個人リハビリ訓練用ロボット、障害補助用・老人補助用ロボット、ヘルスケアロボット、
車椅子ロボット、その他ヘルスケアロボット)

-------------------------------------------------------------------------------●高齢者向け住宅(中国)(2170596)
【記事見出し】中国、シニア市場も桁外れ
・その他規模 ････ 60 歳以上人口・比率(2005～2013 年実績・2015 年予測)
・企業リスト ････ 高齢者向け住宅参入企業一覧
・業界・市場動向

-------------------------------------------------------------------------------●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
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)
・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)
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●仕事(高齢者)(2167378)
【対象者】高齢者(昭和 22 年～24 年生まれ)
【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
・意識・評価 ････ 生活後の重視点(現在・5 年後)、仕事をしていた理由

-------------------------------------------------------------------------------●災害支援・見守りサービス(高齢者対策事業、徳島県)(2167607)
【企業名】日本テレビ、日本マイクロソフト
【記事見出し】日本が直面する 2 大課題 災害対策+高齢者対策へ挑む テレビ放送とクラウドによる新提案 JOIN
TOWN プロジェクト
・企業・団体事例 ････ 災害対策・高齢者対策事例(総務省の委託事業「JoinTown 徳島」)
・経営動向 ････ トップインタビュー

-------------------------------------------------------------------------------●テレビ局(高齢者見守り・災害情報提供)(2170471)
【記事見出し】テレビ ネット接続でサービス拡大 高齢者見守り 災害情報提供も
・企業・団体事例 ････ 横浜市磯子区「洋光台北団地」(チャンネルをテレビ朝日に合わせるとどの部屋の人がテレ
ビを見たかという情報がインターネットを通じて送られ一定時間視聴がない場合にコールセンターから本人に連絡
サービスの実証実験)、徳島県美波町阿部地区(日本テレビなどによる災害対策・高齢者支援プロジェクト
「JOINTOWN 徳島」)

-------------------------------------------------------------------------------●高齢者向け食事宅配サービス(2170478)
【企業名】ワタミタクショク
【記事見出し】500 円下回る宅食 全国にエリア拡大 ワタミ 中旬から
・企業シェア
・業界・市場動向
・企業・団体事例
・商品事例 ････ 低価格商品「まごころばこ」配送エリア拡大
・価格・料金 ････ 5 日分価格
・経営動向 ････ 1 日当たり提供食数、市場シェア順位

-------------------------------------------------------------------------------●介護食(新事業進出)(2168489)
【記事見出し】J-オイル、介護食参入
・業界・市場動向
・企業・団体事例 ････ 製油事業で培った技術を生かし機能性成分を強化した食品の開発・介護食品分野への進出
(J-オイルミルズ)
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●高齢者用食品(2169005)
【企業名】クリニコ
【記事見出し】介護食売上高 16 年度 400 億円
・業界・市場動向
・経営動向 ････ 売上金額(2013 年度実績・2016 年度予測)
・生産・販売動向 ････ 販売店舗数

-------------------------------------------------------------------------------●高齢者向け生活支援サービス(2166204)
【記事見出し】シニア市場に挑む 大和ハウス、受託 100 棟へ
・商品・ブランドリスト ････ サービス名
・業界・市場動向
・企業・団体事例 ････ サービス内容・料金(ベアーズ、ダスキン、ニチイ学館、セントケア HD、セコム、ALSOK、大和
ハウス工業)
・価格・料金 ････ 利用料金

-------------------------------------------------------------------------------●分譲マンション・リフォーム(2169180)
【記事見出し】シニア市場に挑む
・市場規模 ････ リフォーム金額(2008～2013 年実績・2014 年予測)
・予測(量)
・業界・市場動向
・企業・団体事例 ････ フージャースコーポレーション、ミサワホーム、トーセイ
・商品事例 ････ 「ジニアスゲート」(ミサワホーム)
・価格・料金 ････ シニア向け分譲マンション価格、食事サービス価格、見守りサービス込管理費、リフォーム価格

-------------------------------------------------------------------------------●高齢者見守りシステム(2169190)
【記事見出し】水道メーター使い高齢者見守り 「親と子結び地域再生」
・市場規模 ････ 金額・前年度比(2012 年度)
・業界・市場動向
・企業・団体事例 ････ クオリカ、岐阜県郡上市、つくしん棒、岐阜大学、NEC、OKI
・価格・料金 ････ 水道メーター工事費用、システム月額料金

-------------------------------------------------------------------------------●高齢者世帯(2170509)
【記事見出し】高齢世帯 4 割超に
・予測(量) ････ 全世帯に占める高齢世帯割合・高齢世帯に占める一人暮らし割合(全体・都道府県別、2035 年予測)
・業界・市場動向
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●見守りサービス(郵便局)(2165168)
【企業名】日本郵便
【記事見出し】ニューススクエア 「郵便局のみまもりサービス」の登録が 1 月末で 76 件に
・広告・販促動向
・企業・団体事例 ････ 試行的実施開始からの会員登録数(2013 年 10 月～2014 年 1 月末時点)
・価格・料金
・経営動向

-------------------------------------------------------------------------------●見守りサービス(費用・利用意向)(2166909)
【対象者】30 歳代以上
★属性分類あり ≪年代別、持家・借家別、世帯構成別≫
【記事見出し】住まいと生活支援サービスの実態(3) 拡大する住宅分野の付加価値ビジネス
・購買行動 ････ 利用価格帯
・意識・評価 ････ 利用意向(是非利用してみたい～利用したいとは思わない)
・利用状況 ････ 利用状況(現在定期的に導入利用、現在スポットでの導入利用、現在導入利用を検討中、過去は導
入利用していたが現在なし、内容は知っているが利用経験なし、名前は知っているが利用経験なし、知らなかった)

-------------------------------------------------------------------------------●国内旅行(観光・レクリエーション)(2167812)
【記事見出し】東京オリンピックで飛躍する航空・鉄道業界の成長戦略
・その他規模 ････ 「大変満足した」人の割合(年代別、2013 年 4 月～6 月期)
・業界・市場動向
・企業・団体事例 ････ 旅行業によるシニア層向けの新たな取組み

-------------------------------------------------------------------------------●多世代交流型コミュニティ(高齢者社会、日本・アメリカ)(2167122)
【記事見出し】プラチナ社会における多世代交流型コミュニティの可能性
・その他規模 ････ 高齢化率(日本、2013 年実績・2035 年予測)、定年を迎える団塊の世代人数(日本)
・予測(量) ････ 新市場創出金額(日本、年間予測)
・その他リスト ････ 大学連携型リタイアメント・コミュニティ(アメリカ、大学名・名称・所在地)
・業界・市場動向
・企業・団体事例 ････ アリゾナ州サンシティ
・商品事例
・価格・料金 ････ CCRC 新規入居者世帯収入(アメリカ)
・その他(産業) ････ リタイアメント・コミュニティ課題(アリゾナ州サンシティ)、大学連携型 CCRC ライフスタイル(アメ
リカ)、日本型 CCRC 成立要件

-------------------------------------------------------------------------------●介護ロボット・福祉ロボット(2167125)
【記事見出し】介護・福祉ロボット市場の将来像とこれから求められる新技術
・予測(量) ････ 生活支援ロボット市場金額(2035 年予測)
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・業界・市場動向
・企業・団体事例 ････ 大和ハウス工業、筑波大学、NEDO
・商品事例 ････ 「ロボットスーツ HAL 福祉用」(筑波大学)、メンタルコミットロボット「PARO」(大和ハウス工業)、自動
排泄処理ロボット「マインレット爽」(大和ハウス工業)
・法規・制度 ････ ロボット分野の介護利用重点分野特定(経済産業省、厚生労働省)

-------------------------------------------------------------------------------●サービス付き高齢者向け住宅(2165229)
【記事見出し】全国のサ付き住宅を格付け! 機能評価で見えてきた優良住宅の条件
・その他規模 ････ ランク別件数、登録棟数・戸数(2014 年 1 月末)
・企業リスト ････ A ランクと評価されたサ付き住宅一覧
・業界・市場動向
・その他(産業) ････ 機能評価概念別評価項目・評価内容事例

-------------------------------------------------------------------------------●ショッピングセンター(少子高齢化への対応)(2165498)
【企業名】イオングループ
【記事見出し】特集 全国大会 SC ビジネスフェア 2014 協会設立 40 周年 SC シンポジウム
・その他規模 ････ 総人口における 65 歳以上割合(1990～2050 年実績・予測)、保有金融資産額(年齢層別)
・予測(量)
・業界・市場動向
・企業・団体事例
・経営動向 ････ シニアシフトへの取組み
・生産・販売動向 ････ シニア対応型モール例(イオン葛西店、イオンモール船橋、イオンモール幕張新都心)

-------------------------------------------------------------------------------●高齢者雇用(2164066)
【対象者】正社員(上場企業 15 社)
★属性分類あり ≪一部性・年齢層・金融資産規模別≫
【記事見出し】福利厚生最前線 雇用延長時代の福利厚生
・意識・評価 ････ 雇用延長希望有無、延長希望理由(経済的理由・非経済的理由別)、仕事や勤務先への評価、再
雇用時に最低限必要とする賃金水準、再雇用時に重視する施策、自身の健康に対する自覚評価、老後生活の不
安有無、老後生活準備として重視しているもの、重視する企業の支援策

-------------------------------------------------------------------------------●サービス付き高齢者向け住宅・有料老人ホーム(2167317)
・業界・市場動向
・調査・アンケート ････ (サービス付き高齢者向け住宅・有料老人ホーム調査)住戸数、定員数、住戸面積、住戸内
の設備、共用部の設備、住戸タイプ分類
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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。
ファミリーマート・第一興商 シニア客開拓へ連携 出張販売など
-------------------------------------------------------------------------------阪本節郎の「新大人」学 博報堂新しい大人文化研究所所長 ６０代「肉食エルダー」台頭
-------------------------------------------------------------------------------シニアおもてなしスケッチ 接客アドバイザー キーワード 北山節子 接客、相手みて使い分け
-------------------------------------------------------------------------------日本橋だより＝中高年向け冊子３万部を配布へ
-------------------------------------------------------------------------------第三銀行 亀山市と支援協定締結 高齢者向けに店舗改装
-------------------------------------------------------------------------------西京銀行 高齢者向け個人ローン
-------------------------------------------------------------------------------山口・ＪＡ周南 周南市と協定調印 機動力生かし貢献 高齢者の安否見守る
-------------------------------------------------------------------------------ワタミタクショク 増税後の高齢者の生活意識調査 夕食費は約７６円ダウン 節約意識の高まり顕著
-------------------------------------------------------------------------------未来倶楽部・柏高柳 入居者を募集 ゆとり設計の老人ホーム すべて個室 トイレ・洗面台完備
-------------------------------------------------------------------------------フージャースホールディングス シニア用分譲マンション 年２棟販売計画 専門会社設立へ
-------------------------------------------------------------------------------こころみ 高齢者見守り、全国に拡大
-------------------------------------------------------------------------------セブンイレブン、メーカー３社と 定番あめ１袋 容量半分 食べきりサイズ 女性・シニアに的
-------------------------------------------------------------------------------創るスマートビズ バニラ・エア 「品質、日本流のＬＣＣ」 家族客やシニア層も開拓
-------------------------------------------------------------------------------タクシー ゆっくり進行 横浜市の会社 そっと発進・停車 高齢者や妊婦に好評 通訳・ＢＢＱ・全員女性
-------------------------------------------------------------------------------スーパー、４割小型店に 今年度出店 高齢者取り込み コンビニとの垣根崩れる
-------------------------------------------------------------------------------悪質商法などトラブル防止 高齢者地域で見守り 介護事業者や町内会連携／法改正も
--------------------------------------------------------------------------------
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ショーツで尿漏れ対策 「おしゃれ」で「高機能」に ３０～５０代女性 ５割超「経験がある」
-------------------------------------------------------------------------------みずほ銀行と綜合警備保障 高齢者向けローンで連携
-------------------------------------------------------------------------------スズキ、姿勢楽な二輪 中高年復帰ライダー開拓 中大型相次ぎ投入
-------------------------------------------------------------------------------シニア市場に挑む 介護食 より身近に 見た目良く食欲そそる
-------------------------------------------------------------------------------エレコム、シニア開拓 ブルーライト 老眼鏡もカット
-------------------------------------------------------------------------------ユニ・チャームが意識調査 男性の軽い尿もれ ５０代以上「３人に１人」 軽失禁パッド 潜在ニーズ高く
-------------------------------------------------------------------------------ひと口解説＝レヴォーグの受注内訳 ４０代、５０代で過半、趣味楽しむ層が支持
-------------------------------------------------------------------------------宝コミュニティサービス ７０歳以上単身高齢者の入居条件に 安否確認とタクシーコール機能
-------------------------------------------------------------------------------カタログハウス 中高年女性向け水着 ゆったりした着心地
-------------------------------------------------------------------------------グリコ アーモンド飲料で若々しく！ 栄養を手軽に、健康意識高い５０、６０代へ
-------------------------------------------------------------------------------イオンがシニア向け大規模イベント 「人生は、後半戦がおもしろい。」
-------------------------------------------------------------------------------ワタミタクショク調べ 高齢者の節約意識顕著 増税後の夕食費７６円減
-------------------------------------------------------------------------------ＮＰＯなど 付き添いや身元保証サービス 身寄りない高齢者の支えに
-------------------------------------------------------------------------------シニア層狙い流通続々参入 ビックカメラ、ヨドバシカメラも格安スマホ
-------------------------------------------------------------------------------豊田鉄工 シニアカー １０万円以下で １６年度以降製品化へ 軽量で折り畳みも可能
-------------------------------------------------------------------------------経済を見る眼＝成長戦略のカギとなる高齢者市場
-------------------------------------------------------------------------------積水化学工業 災害に強い高齢者住宅
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Marketing Data Bank
□□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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