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※一部の表示をサンプル用に加工しております

■外食産業トレンド情報（2014 年 2 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 2 月以降にＭＤＢが入手した資料ですので、発行日は 2 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「2014.02.01～2014.02.28」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。
●コーヒー(コンビニエンスストア・ファストフード店・コーヒーチェーン)(2156536)
【記事見出し】特集 セルフコーヒーからお客を奪え コーヒーバトル第二幕
・業界・市場動向
・企業・団体事例 ････ コーヒーを中心とする販売施策・店舗数(セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、サーク
ル K サンクス、ミニストップ、マクドナルド、モスバーガー、スターバックスコーヒー、ドトールコーヒー)、店舗運営事
例・商品構成の特徴(スターバックスコーヒー、マクドナルド、セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、サンクス、
ミニストップ、モスバーガー、タリーズコーヒー、ドトールコーヒーショップ、カフェ・ベローチェ)
・価格・料金
・その他(産業) ････ コンビニのコーヒー商品の特徴(缶・チルド・FF 別)

-------------------------------------------------------------------------------●食物アレルギー(2155129)
【記事見出し】特集 アレルギー花粉症のウソホント
・企業リスト ････ 主要外食 30 チェーンアレルギー対応一覧(メニューにおけるアレルギー物質表示・情報公開範囲、
公開方法、コンタミ防止対策)、主要食品メーカー別アレルギー対応(社名、概要)
・その他リスト ････ 主な旧表示指定成分・香料一覧(分類、薬事法による成分名)
・業界・市場動向
・企業・団体事例
・調査・アンケート ････ (医師調査)甘味料によるアレルギー症状症例
・その他(産業) ････ 主な検査方法、経口免疫療法イメージ(図)、主な原因食品

-------------------------------------------------------------------------------●社員食堂(食生活改善、企業事例)(2157510)
【企業名】大日本印刷、日本電気(NEC)、味の素本社、西洋フード・コンパスグループ
【記事見出し】食生活改善に寄与する社員食堂
・予測(性)
・業界・市場動向
・企業・団体事例 ････ ヘルシーメニュー取組み
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・価格・料金
・経営動向

-------------------------------------------------------------------------------●好きな外国料理(世界)(2152871)
【対象地区】中国・香港・台湾・韓国・米国・フランス・イタリア
【対象者】生活者
【記事見出し】特集 強い農業
・購買行動
・意識・評価 ････ 好きな料理かつ外食で食べる外国料理(日本料理・イタリア料理・タイ料理・中国料理・韓国料理・
メキシコ料理・インド料理・フランス料理・米国料理・スペイン料理・中東/アラブ料理・アフリカ料理・他)

-------------------------------------------------------------------------------●人材育成(飲食業)(2156099)
【記事見出し】特集 非とを育てる正しい褒め方、叱り方
・業界・市場動向
・企業・団体事例 ････ 店舗事例(あさくま 千音寺店、お肉の専門店 スギモト本店 東京スカイツリータウン・ソラマ
チ店、バリハイ銀座店、かつ政 原店)
・その他(産業) ････ 経営者流の叱り方・褒め方(テンポスバスターズ、アンドワークス、あきんどスシロー)

-------------------------------------------------------------------------------●飲食業(大ヒット店)(2154923)
【記事見出し】特集 丸ごと一冊ストアコンパリゾン BOOK 坪月商 50 万円超の怪物店
・企業ランキング ････ 坪月商(上位店舗別)
・業界・市場動向
・広告・販促動向
・企業・団体事例 ････ 坪月商 30 万円超(ワイン食堂カドマル、鉄板神社、俺のフレンチ・イタリアン、バル・ヤリブリ
ン、リステランテバル ヴァリオ、DRAEMON、う商店、Bistro Hutch、カレーは飲み物、ヴェネツィア料理酒場リスカ
ンピ、アジアンビストロDai、オオモリヤ、サラベス、1ポンドのステーキハンバーグ タケル、MEAT肉男MAN、がブ
リチキン。、五感、ツチケン、p21～59)、坪月商 30 万円超(かちどきバル Bonte、カフェブリュ、CRAFT BEER
MARKET、中野青二才、かき小屋ランドリー、港町バル、ピッツェリア CG、ピッツェリア ジターリア ダ フィリッポ、
グラニースミス、イクミママのどうぶつドーナツ!、としのや、ロティーズ東京、串かつでんがな、Di PUNTO、p61～
89)、月商 2000 万円超郊外ロードサイド店(大起水産回転寿司、七輪炭焼肉味ん味ん、p90～93)
・商品事例
・価格・料金

-------------------------------------------------------------------------------●ピザ・イタリア料理店(経営戦略)(2154927)
【企業名】遠藤商事
【記事見出し】中堅企業研究 30 店舗超企業が描く成長の道筋
・業界・市場動向
・企業・団体事例
・価格・料金
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・経営動向 ････ 社長インタビュー
・生産・販売動向 ････ 売上高・店舗数(2011～2013 年度実績・2014 年度予測)

-------------------------------------------------------------------------------●外食(業界展望)(2155016)
【記事見出し】特集 業界再編加速 流通業界 2014 年全予測
・予測(性)
・その他流通関連
・業界・市場動向
・企業・団体事例 ････ 企業別の動向・展望

-------------------------------------------------------------------------------●小売業・外食チェーン(外資企業進出、ベトナム)(2155756)
【記事見出し】消費勃興 ベトナムの陣
・企業リスト ････ 外資企業店舗数
・業界・市場動向
・企業・団体事例 ････ イオン、マクドナルド、スターバックス、ダンキンドーナツ、トリドール、大戸屋ホールディング
ス
・価格・料金 ････ すし価格、日本ブランド腕時計価格
・法規・制度 ････ 外資出店規制緩和

-------------------------------------------------------------------------------●飲食業(2154162)
【企業名】俺の
【記事見出し】開発の現場から
・業界・市場動向
・経営動向 ････ 開業経緯

-------------------------------------------------------------------------------●社員食堂(2154175)
【企業名】グリーンハウス
【記事見出し】肥満社員向け社食提供
・市場規模 ････ 金額(2002～2012 年・隔年)
・業界・市場動向
・経営動向 ････ 肥満社員向け専用メニュー「スマメシ」の提供

-------------------------------------------------------------------------------●飲食業(資本・業務提携)(2155573)
【企業名】リンガーハット、ハチバン
【記事見出し】リンガーハット・ハチバン提携 北陸 3 県で共同出店も
・市場規模 ････ レストラン市場金額(2012 年)
・その他規模 ････ 外食業界の M&A 件数(2000～2013 年)
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・業界・市場動向
・企業・団体事例
・経営動向 ････ 提携に関する両社トップインタビュー(統合に向けたスケジュール、今後の提携の進め方、海外出
店への考え、等)

-------------------------------------------------------------------------------【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。
味の素グループ 外食向けメニュー提案会 調味料で消費増税対策
-------------------------------------------------------------------------------海を渡った日本食 最前線からの報告（２８）＝バンコク大衆居酒屋「田舎っぺ」（下） 小堀晋一
-------------------------------------------------------------------------------食の都・大阪レストランウィーク 大阪らしさテーマ 入賞作品各店舗で
-------------------------------------------------------------------------------食ビジネス考＝日経レストラン 戸田顕司編集長 トップの店舗視察術 他店の成功例 取り入れ
-------------------------------------------------------------------------------中国の外食 急減速 昨年売上高 伸び率、１ケタ台に
-------------------------------------------------------------------------------消費増税に向けポイント還元、キャッシュバック 居酒屋「外飲み離れ」食い止め策
-------------------------------------------------------------------------------京王電鉄 うかいの第４位株主に 高級飲食店で沿線活性
-------------------------------------------------------------------------------農水省フォーラム ご飯食の良さを外食業者と確認
-------------------------------------------------------------------------------海を渡った日本食 最前線からの報告（２７）＝バンコク大衆居酒屋「田舎っぺ」（上） 小堀晋一
-------------------------------------------------------------------------------サニーサイドアップ 豪州レストランＦＣ「ビルズ」 海外出店 まずハワイ
-------------------------------------------------------------------------------外食産業「宅食」へ ワタミは低価格で対抗
-------------------------------------------------------------------------------外食 ファミレスとファストフードで明暗 すかいらーくが再上場を検討
-------------------------------------------------------------------------------東京駅内の情報 ＮＥＣ一元管理 運行状況・飲食店など
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１月、外食２１社増収 主要３４社既存店 居酒屋など、「ちょい高」好調
-------------------------------------------------------------------------------外食１２月期 増収増益企業７社 緩やかな景気 回復を反映 大手は明暗分かれる
-------------------------------------------------------------------------------外食トレンド＝リクルートライフスタイルまとめ 正月定番料理の外食率増加
-------------------------------------------------------------------------------ぐるなびのチョットぐな話＝レストラン予約はウェブ主流に
-------------------------------------------------------------------------------アサヒビール、初年度４０００店めざす 高級ビール 外食店に販売 来月から
-------------------------------------------------------------------------------だしの達人・安心院淳氏 レストラン「坐来大分」総料理長に就任
-------------------------------------------------------------------------------食の都・大阪レストランウイーク ３月１６日まで
-------------------------------------------------------------------------------飲食店を東京都が募集 日本橋川沿い 堤防にテラス席
-------------------------------------------------------------------------------レストラン評価サイト テンセント参入 中国企業株２０％を取得
-------------------------------------------------------------------------------ＤＡＴＡ 外食市場動向調査＝２０１３年１１月度 全店売上高、店舗数、客数、客単価の前年同月比の推移
-------------------------------------------------------------------------------食品・飲料大手、取得急ぐ 「食の安全」国際規格で強化 キユーピー、全工場 欧米系小売り・外食が推奨
-------------------------------------------------------------------------------異能経営 埼玉の外食業「ひびき」 地元の仲間と海外進出 やきとり店 連帯で成長 商売 文化交流から
-------------------------------------------------------------------------------飲食店「フーターズ」 スタッフ対象「ミスコン」 普段と違う魅力アピール
-------------------------------------------------------------------------------民間調べ 春の賃金改善交渉 小売り・外食 厳しく 増税控え 及び腰に 小売り企業、意向４０％どまり
-------------------------------------------------------------------------------タワーレコード、ファン取り込みへ出店 音楽と出合う飲食店♪ バイヤー選曲ＢＧＭ／歴史的ライブ映像
-------------------------------------------------------------------------------東京で２１日まで 外食・中食で展示会 設備や技術紹介
-------------------------------------------------------------------------------ミツカングループ 素材軸でＭＤ提案 外食向けには“ラーメン” 購買喚起へ新メニュー
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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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