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※一部の表示をサンプル用に加工しております

■キャラクター市場トレンド情報（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。
●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

-------------------------------------------------------------------------------●キャラクター産業(韓国)(2171987)
・市場規模 ････ 売上高(業種別、2010～2011 年、国内外別、事業形態別、分野別(開発及びライセンス業・商品製造
業別)、2009～2011 年、事業形態別/業種別、2011 年)
・その他規模 ････ 会社数・従業員数・売上高・付加価値額・付加価値率・輸出金額・輸入金額(2007～2011 年)、ライ
センス保有比率・商品種類数(国産キャラクター・外国産キャラクター別、業種別、2009～2011 年)、売上規模別国産
キャラクター平均ロイヤリティー(業種別、2009～2011 年)
・その他流通関連 ････ 流通経路別比率(2009～2011 年)
・貿易動向 ････ 輸出金額・輸入金額(全体・地域別、2009～2011 年)、海外輸出構成比(形態別、2009～2011 年)
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●イベント戦略(百貨店)(2172278)
【記事見出し】総特集 価値を適格に伝えるひと手間・ヒト工夫 2014 販促・イベント編
・業界・市場動向
・企業・団体事例 ････ 東急百貨店 ShinQs「ショコラ Zakka フェスティバル」、プランタン銀座「フィットネス&スウィム
ウェア ビングバーゲン」、伊勢丹松戸店「サンタクロース大集合」、ながの東急百貨店(大型食事催事の改革)、小
田急百貨店町田店「全国人気アンテナショップ&ご当地キャラ大集合!」、グランデュオ立川「チョコレートパラダイス」、
松屋銀座店(大型展覧会の再構築)

-------------------------------------------------------------------------------●ご当地キャラクター(群馬県「ぐんまちゃん」)(2165223)
【記事見出し】ブランドのつくり方
・その他規模 ････ 「ぐんまちゃん」利用承諾件数・ブログアクセス件数(2009～2013 年度)

-------------------------------------------------------------------------------●ガンダム(35 周年プロジェクト展開)(2167746)
【企業名】バンダイナムコホールディングス
【記事見出し】ガンダム 35 周年 関連事業に注力
・業界・市場動向
・広告・販促動向
・企業・団体事例
・商品事例 ････ 「機動戦士ガンダム」テレビアニメ放送開始 35 周年プロジェクト(新たな映像作品を制作、ガンダム
展開催、原寸大像の作成、東京・台場の原寸大ガンダム像を利用した「プロジェクションマッピング」)
・経営動向 ････ ガンダム関連売上高(2013 年度)

-------------------------------------------------------------------------------●恋愛シミュレーションゲーム(2165471)
【記事見出し】「ときメモ」女性殺到イベント潜入 架空デート 8000 人酔う
・業界・市場動向
・広告・販促動向
・企業・団体事例 ････ 恋愛シミュレーションゲーム「ときめきメモリアルガールズサイト」の登場キャラクターを用い
た女性向け大型イベント事例(コナミデジタルエンタテインメント)
・価格・料金

-------------------------------------------------------------------------------●キャラクター(ミュータントタートルズ)(2170564)
【企業名】ドリームズ・カム・トゥルー
【記事見出し】世界中で大ヒット「ミュータントタートルズ」 日本上陸オープンイベント
・業界・市場動向
・経営動向 ････ 「ミュータントタートルズ日本上陸セレブレーションパーティー」開催
・生産・販売動向 ････ キャラクターグッズ商品化動向
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●キャラクターシューズ(2164454)
【記事見出し】キャラクターシューズ特集
・市場規模 ････ 数量(2013 年)
・商品・ブランドリスト ････ 人気商品
・業界・市場動向
・商品開発事例・動向 ････ 丸洗い可能仕様付加
・価格・料金

-------------------------------------------------------------------------------●自動車用消臭芳香剤(人気シリーズに「クリップタイプ」)(2166527)
【企業名】オカモト産業
【記事見出し】セルフメディケーション特集
・業界・市場動向
・商品開発事例・動向
・企業・団体事例 ････ 「くまさんの消臭クリップ」新発売
・価格・料金
・生産・販売動向

-------------------------------------------------------------------------------【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。
岩手 ゆるキャラモチーフの漆椀
-------------------------------------------------------------------------------旺文社、参考書に連動 英単語学習、アプリで支援 成績順公開／キャラ育成 学習意欲の刺激狙う
-------------------------------------------------------------------------------革製品のわちふぃーるど 「猫のダヤン」香港へ キャラグッズをネット通販 現地ホテルに提携ルーム
-------------------------------------------------------------------------------日本海事新聞連載中の有村綾さん作品 箱根ジオパークのマスコットキャラに採用
-------------------------------------------------------------------------------山形県 キャラ愛称「技王」
-------------------------------------------------------------------------------ナカキンリース創立５０周年 オリジナルキャラクター 「ナッキー、リースくん」も活躍
-------------------------------------------------------------------------------雑記帳＝ゆるキャラグランプリ
-------------------------------------------------------------------------------十字路＝４００ｍゆるキャラ最速選手権
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島根観光キャラ 「しまねっこ」、７月 無料で使用可に
-------------------------------------------------------------------------------乾麺特集 カネス製麺 「古・蔵熟そうめん」好調 海外向けに「萌えキャラ」投入
-------------------------------------------------------------------------------横浜銀行のペンギンキャラクター 名前は「はまペン」 キャンペーンも開始
-------------------------------------------------------------------------------ゆるキャラＧＰ 空港で
-------------------------------------------------------------------------------ゆるキャラ中部空港集結
-------------------------------------------------------------------------------テレビ東京「ナナナ」 歌と体操を披露 ゆるキャラでＰＲ
-------------------------------------------------------------------------------Ｃｈａｔ ａｂｏｕｔ 日本を語ろう ゆるキャラ
-------------------------------------------------------------------------------多摩信用金庫のイメージキャラ「ＲＩＳＵＲＵ」 誕生１０年で大活躍
-------------------------------------------------------------------------------せーの「ゴノタン」 成田市キャラクター 「うなりくん」と協業
-------------------------------------------------------------------------------収集癖と発表癖 作家、イラストレーター みうらじゅん ゆるキャラ 八百万の神が変化した？！
-------------------------------------------------------------------------------大阪府 ゆるキャラ 大リストラ 成功への道 ゆるくない
-------------------------------------------------------------------------------ディズニー映画「アナと雪の女王」 魅せる歌とキャラ 広がる共感 社会現象に
-------------------------------------------------------------------------------木村 せんべい発売 煎餅にゆるキャライラストを印刷
-------------------------------------------------------------------------------サンヨー食品 麺類発売 サッポロ一番「しょうゆ味」ミニどんぶり ディズニーキャラクター限定パッケージ
-------------------------------------------------------------------------------美の扉＝東京国立博物館平成館 「栄西と建仁寺」 俵屋宗達が生んだ元祖ゆるキャラ
-------------------------------------------------------------------------------東急百貨店東横店 「のれん街」の新キャラ 忠犬ハチ公がモデル
-------------------------------------------------------------------------------Ｈａｍｅｅ 「ディズニーキャラクター／吸盤スマホスタンド おしりシリーズ」全５種発売
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情報スクランブル＝一つのキャラで１００億円超 恐るべし女児向け商売／東京マラソンにもやらせ問題が発覚
-------------------------------------------------------------------------------東急グループ ゴールデンウイークの渋谷を ハローキティで街一色に
-------------------------------------------------------------------------------「エヴァ」の高速バス
-------------------------------------------------------------------------------サンリオ、８月末に実施 キティ検定、４都市で
-------------------------------------------------------------------------------千葉・舩橋のららぽーと 「ふなっしー」 期間限定催事
-------------------------------------------------------------------------------富国生命保険 ハローキティのスピンオフムービー好評
-------------------------------------------------------------------------------ラフォーレ原宿 ふなっしー限定商品
-------------------------------------------------------------------------------アニメの舞台でスタンプラリー 「あの花」テーマに秩父市で
-------------------------------------------------------------------------------話題＝ゴールデンウイーク見据える“アニメ・萌え関連” ビッグサイトはイベント花盛り
-------------------------------------------------------------------------------アジア海賊版対策 見直し クールジャパン「損して得取れ」 東映アニメなど 無料配信、通販で収入
-------------------------------------------------------------------------------みちしるべ＝サン宝石 渡辺洋社長 子供向けアクセサリーがヒット 目指すは第２のハローキティ
-------------------------------------------------------------------------------三英 卓球グッズ発売 卓球とキティのコラボ
-------------------------------------------------------------------------------北陸で活発 アニメ・自治体 連携新時代 富山・南砺市 金沢市・湯湧温泉
-------------------------------------------------------------------------------乾麺特集 カネス製麺 「古・蔵熟そうめん」好調 海外向けに「萌えキャラ」投入
-------------------------------------------------------------------------------富国生命 「未来のとびら」スピンオフムービー 先輩ハローキティが悩みに回答
--------------------------------------------------------------------------------
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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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