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好評配信中タイトル
市場シェア要覧 2018年版
―マーケティング情報パック書籍版―
著編者名

富士経済ネットワークス

発行年

2018

同時1アクセス
（本体）

¥264,000

冊子版ISBN

9784938309732

同時3アクセス
（本体）

¥396,000

商品コード

1027190762

750市場超の市場シェア(市場占有率)と市場規模・将来予測といっ
たデータを一冊の書籍として再編集しました。幅広い分野の情報
を掲載している為、マーケティングや企画立案など様々なビジネス
シーンでご活用頂けます。

流通要覧 2017年版
―主要な流通業の今を調査し、流通業全体の
潮流をレポート―
著編者名

富士経済ネットワークス

発行年

2017

同時1アクセス
（本体）

¥132,000

冊子版ISBN

9784938309725

同時3アクセス
（本体）

¥198,000

商品コード

1026988199

国内主要小売業24業種と卸売業6業種の市場動向､参入事例分析及び事業実
態の把握を行い､競争激化･業界再編が進む中､現状の課題と今後の展望を明
らかにしました。調査対象業種は､各種商品小売業､織物･衣服･身の回り小売
業､飲食料小売業､自動車小売業､機械器具小売業､燃料小売業､医薬品･化粧
品小売業､その他小売業です。市場変遷と特性･業界環境､市場規模推移と予
測､マーケットシェア等を調査しました。
● 表示価格は税抜きです。

2019年4月

Maruzen eBook Library は、学術・研究機関のための学術情報に特化した電子書籍をご提供する丸善雄松堂オリジナルのプラットフォームです

サービス産業要覧
本調査は、国内主要サービス産業70業種の市場規模やマーケットシェアなど
を分析した。調査対象業種は、対個人サービス業を中心とし、また百貨店や
スーパーマーケットなど一般消費者と接する機会の多い流通業10業種も、調
査対象に加えた。 各サービス産業／流通業の市場動向や参入事例の分析、
及び事業実態の把握を本調査の目的とする。今後の事業推進の方向性、
新規参入、提携先の調査などにご活用いただければ幸いである。

《6冊揃価格》
同時1アクセス（本体）
¥693,000
同時3アクセス（本体）
¥957,000
書名

同時
１アクセス
（本体）

発行年

同時
３アクセス
（本体）

商品コード

サービス産業要覧 2018年版

2018

￥198,000

￥297,000

1029312019

サービス産業要覧 2016年版

2016

￥99,000

￥132,000

1023033106

サービス産業要覧 2014年版

2014

￥99,000

￥132,000

1023033105

サービス産業要覧 2012年版

2012

￥99,000

￥132,000

1016033080

サービス産業要覧 2010年版

2010

￥99,000

￥132,000

1016033081

サービス産業要覧 2008年版

2008

￥99,000

￥132,000

1016033082

● 表示価格は税抜きです。
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市場・業界調査
再生医療における幹細胞
―市場に参入する大手企業のベン
チマーキング調査・分析―
（世界市場・業界調査）
著編者名

Fuji-Keizai USA

同時1アクセス
（本体）

¥156,200

同時3アクセス
（本体）

¥312,400

冊子版ISBN

-

発行年

2012 商品コード 1016378831

幹細胞をベースとした再生医療市場に参入している大手ヘルスケア企業の研究開発
を中心にビジネス戦略、ビジネス・モデル、開発中の製品、コマーシャル化戦略など
多視点でベンチマーキングを分析。

ワールドワイド太陽電池セル
生産拠点と生産キャパシティに
関する調査 2011年版
(2010-2015) （世界市場・業界調査）
著編者名 Fuji-Keizai USA

同時1アクセス
（本体）

¥104,500

同時3アクセス
（本体）

¥209,000

冊子版ISBN

-

発行年

2011 商品コード 1016378826

25社の新興メーカーが市場に参入。本書はメーカー別、さらに技術別による増産計
画を中心に、太陽電池セル生産の世界市場動向を明らかにする。

ジェネリック&バイオジェネリック
処方薬の市場動向と方向性
―米国・欧州・日本・その他の地域
市場―（世界市場・業界調査）
著編者名 Fuji-Keizai USA

同時1アクセス
（本体）

¥187,000

同時3アクセス
（本体）

¥374,000

冊子版ISBN

-

発行年

2010 商品コード 1016378828

各市場における薬効カテゴリー別の市場規模推移、ブランドシェア、成長予測、なら
びに各社のR&D活動、市場参入時期などをデータで明らかにする。

● 表示価格は税抜きです。
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書名

著編者名

ワールドワイド個別化医療市場動向 （世界市場・業界調査）
ワールドワイド太陽電池セル生産拠点と生産キャパシティに関する調査
2009-2015 （世界市場・業界調査）
薬物療法と細胞療法の研究開発向け細胞スクリーニングツール・幹細
胞・関連分析製品に関する調査 （世界市場・業界調査）
IBM再成長戦略
―競合21社対IBMの取り組み : 2009～2013年―（世界市場・業界調査）
世界と米国のバイオ医薬品の市場・企業動向と将来展望 2009-2013
（世界/米国市場・業界調査）
先端的デジタル医療機器市場の将来動向 （米国&欧州市場・業界調
査）
米国と欧州におけるティッシュエンジニアリング関連ツールと分析機器
市場の最新動向と将来性 （米国&欧州市場・業界調査）
米国＆欧州バイオマテリアル/バイオメディカル・デバイス市場 （米国&
欧州市場・業界調査）
米国の医療情報技術市場トレンドと今後の方向性 2010-2016 （米国市
場・業界調査）
高齢化に伴う疾病用医薬品の市場動向と新薬開発に関する調査 （米
国市場・業界調査）
米国スマートグリッド:スマートメーターを越えた先にある技術開発と商
機に関する調査 （米国市場・業界調査）
米国ソリッドステート 2009-2014
―LED照明市場トレンド,事業機会とR&D動向―（米国市場・業界調査）

同時
1アクセス
（本体）

同時
3アクセス
（本体）

発行年

商品コード

Fuji-Keizai USA

¥156,200

¥312,400 2010

1016378829

Fuji-Keizai USA

¥104,500

¥209,000 2010

1016378830

Fuji-Keizai USA

¥156,200

¥312,400 2010

1016378832

Fuji-Keizai USA

¥104,500

¥209,000 2009

1016378827

Fuji-Keizai USA

¥156,200

¥312,400 2010

1016378833

Fuji-Keizai USA

¥156,200

¥312,400 2011

1016378835

Fuji-Keizai USA

¥156,200

¥312,400 2011

1016378837

Fuji-Keizai USA

¥156,200

¥312,400 2010

1016378836

Fuji-Keizai USA

¥107,800

¥215,600 2011

1016378838

Fuji-Keizai USA

¥156,200

¥312,400 2011

1016378845

Fuji-Keizai USA

¥156,200

¥312,400 2010

1016378840

Fuji-Keizai USA

¥156,200

¥312,400 2010

1016378842

Fuji-Keizai USA

¥121,000

¥242,000 2010

1016378843

米国ワイヤレスパワー ―R&D競合状況、用途開発、商業市場、今後の
Fuji-Keizai USA
展開―（米国市場・業界調査）

¥156,200

¥312,400 2010

1016378844

米国スマート・グリッド （米国市場・業界調査）

Fuji-Keizai USA

¥308,000

¥616,000 2009

1016378841

米国オープンアクセスネットワークと事業機会に関する調査 （米国市
場・業界調査）

Fuji-Keizai USA

¥104,500

¥209,000 2008

1016378839

米国パワートレインR&Dと市場展望 （米国市場・業界調査）

● 表示価格は税抜きです。
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データブック・調査報告書
次世代センサーのR&Dと商品化に
関する調査

同時1アクセス（本体）

¥156,200

同時3アクセス（本体）

¥312,400

冊子版ISBN

-

発行年
2012 商品コード 1016378846
著編者名
Fuji-Keizai USA
米国およびその他の地域デベロッパーによって推進されている注目すべき次世代センサーの研究開発の内容と開
発者動向、商品化のタイミング、市場の見通し等を明らかにする。

首都圏・愛知・大阪ライフスタイル
分析 2011全編

同時1アクセス（本体）

¥82,500

同時3アクセス（本体）

¥110,000

冊子版ISBN

-

2011 商品コード 1016033084
著編者名
富士グローバルネットワーク
2011年2月に実施した様々な生活シーン（住居形態、マイカー保有、食への意識、ファッション、通販利用度、情報
収集手段など）における消費者意識調査結果に対して、ライフスタイル別での分析を加えたものである。
発行年

米・中・欧におけるリチウムイオン・
バッテリー市場の需要予測 2010-2016

同時1アクセス（本体）

¥156,200

同時3アクセス（本体）

¥312,400

冊子版ISBN

-

発行年
2010 商品コード 1016378834
著編者名
Fuji-Keizai USA
成長が約束される運輸セクターとエネルギー・ストレージ・セクターを標的に米中欧におけるリチウムイオン・バッテ
リーの需要予測を明らかにする。

全国51都市家計消費支出データ
ブック 2009年版

同時1アクセス（本体）

¥16,500

同時3アクセス（本体）

¥22,000

冊子版ISBN

9784905706458

2009 商品コード 1016033083
著編者名
富士グローバルネットワーク
総務省統計局が実施している「家計調査」をベースに、全国５１都市における家計消費支出の実態である「家計消
費力」を把握することを目的としたデータブック。地域特性を解明する「消費支出項目ランキング」等も収録。
発行年

中国研究機関要覧 2008/2009年版

同時1アクセス（本体）

¥33,000

同時3アクセス（本体）

¥66,000

冊子版ISBN

-

発行年
2009 商品コード 1016378848
著編者名
富士グローバルネットワーク
本調査は、中華人民共和国の中国科学院、中国工程院、中国科学技術部に所属する研究所と教育部管轄の
直轄重点大学、主要高等教育機関の研究施設の概要を提示している。各研究機関所属の重点実験室、研究
センター名を翻訳（和文）し、中国における研究機関の把握のための基礎データを提供することを目的とした。

正月食卓調査 2008

同時1アクセス（本体）

¥41,800

同時3アクセス（本体）

¥83,600

冊子版ISBN

-

発行年
著編者名
富士グローバルネットワーク
2008 商品コード 1016378847
正月の食卓を囲む人数、その性別、年齢、職業、年収、食事内容といったデータを都道府県別に収集し、正月の食
事に関する全般的な行動を調査したものである。

● 表示価格は税抜きです。
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■営業部

http://yushodo.maruzen.co.jp/corp/bases/index.html#gakujo

【首都圏】

〒105-0022

東京都港区海岸1-9-18

国際浜松町ビル

TEL: 03-6367-6080

FAX: 03-6367-6185

【関東甲信越】
神奈川静岡営業部

〒244-0805 横浜市戸塚区川上町85-1

筑波営業部

〒305-0005 つくば市天久保4-6-4

首都圏営業部

〒190-0011 立川市高松町3-1-5

N&Fビル4階

新立川ビル5階

TEL: 045-827-2571

FAX: 045-827-2579

TEL: 029-851-6000

FAX: 029-851-4310

TEL: 042-512-8511

FAX: 042-512-9630

【北海道・東北】
札幌営業部

〒004-8502 札幌市清田区北野6条1-4-60

TEL: 011-884-8222

FAX: 011-884-8250

仙台営業部

〒980-8566 仙台市青葉区一番町2-10-17 仙台一番町ビル3階

TEL: 022-222-1133

FAX: 022-265-7516

盛岡営業所

〒020-0015 盛岡市本町通1-9-14

TEL: 019-654-1051

FAX: 019-654-1359

TEL: 052-209-2602

FAX: 052-209-2614

TEL: 076-231-3155

FAX: 076-231-3299

TEL: 06-6251-2622

FAX: 06-6251-2588

TEL: 075-863-5321

FAX: 075-863-5352

TEL: 078-389-5311

FAX: 078-389-5312

FAX: 086-231-4370

JT本町ビル2階

【東海・北陸】
名古屋営業部

〒460-0008 名古屋市中区栄1-24-15

金沢営業部

〒920-0024 金沢市西念1-1-3

JPR名古屋伏見ビル5階

コンフィデンス金沢5階

【関西】
大阪営業部

〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-5-28

京都営業部

〒616-8533 京都市右京区太秦上刑部町10

神戸営業部

〒657-0856 神戸市灘区岩屋南町4-36

久太郎町恒和ビル4階
大日本印刷（株）京都工場内

岩屋ビル

【中四国】
岡山営業部

〒700-0822 岡山市北区表町1-3-50

TEL: 086-231-2262

松山営業所

〒790-0806 松山市緑町2-10-10

TEL: 089-941-5279

FAX: 089-933-7754

広島営業部

〒730-0037 広島市中区中町7-23

TEL: 082-247-2252

FAX: 082-247-1576

TEL: 092-561-1831

FAX: 092-561-1854

TEL: 095-843-0355

FAX: 095-843-0333

TEL: 096-312-0533

FAX: 096-241-8801

TEL: 098-861-4837

FAX: 098-863-0090

FURUMOTOビル1階
住生平和大通り第2ビル6階

【九州】
福岡営業部

〒815-0031 福岡市南区清水2-15-11

長崎営業所

〒852-8102 長崎市坂本1-8-33

熊本営業所

〒860-0804 熊本市中央区辛島町8-23

沖縄営業所

〒900-0021 那覇市泉崎1-12-7

桜ビル辛島町3F

不動産会館ビル6階

◆お問い合わせ、 ご注文は最寄りの弊社支店 ・ 営業部 ・ 営業所までお願いします。

丸善雄松堂株式会社

学術情報ソリューション事業部

〒105-0022 東京都港区海岸 1-9-18 国際浜松町ビル

Maruzen eBook Library 担当

TEL: (03)6367-6008

FAX: (03) 6367-6184

e-mail: ebook-i@maruzen.co.jp ホームページ：http://yushodo.maruzen.co.jp

