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<ビジネス情報の調べ方>
日本能率協会総合研究所

統計資料を探す際の手引書。社会経済統計編と業界別統計編からなり、テーマに沿った質問ごとに
統計類が紹介されている。巻末に質問一覧、用語索引あり。

『ビジネスデータ検索事典 データ&DATA』 不定期 R/351.0/5009/  ビジネス

全国統計協会連合会

国の発行する、日本の全産業の分類表。大分類、中分類、小分類の項目一覧、各産業の簡単な説明
が記載されている。

『日本標準産業分類』 不定期 DR/366.2/5173/  ビジネス

日本能率協会総合研究所

官庁統計、業界資料、各種アンケート調査等を幅広く収録。『総合マーケティング資料年報』の改題 。
2011年以降休刊。

『ビジネス調査資料総覧』 年刊 DR/675.0/103  

<業界・市場動向>
日経BP社

「全産業編」「自動車・エネルギー編」「医療・健康・食農編」「ICT融合新産業編」あり。今後10年間を見
通した市場、商品、技術のテーマごとの解説とロードマップを掲載。

『テクノロジー・ロードマップ』 単 D/675.2/5165/  ビジネス

経営情報出版社

350業種について、「最新の業界動向」「マーケットデータ」「特性」「業界のノウハウ」「今後の課題／将
来性」について解説している。巻末に中小企業支援センターなどの情報を掲載した「主な中小企業関
連機関一覧」を掲載。

『業種別業界情報』 年刊 R/335.0/3053/  ビジネス

帝国データバンク

国内主要100業界の動向と展望を主要企業のデータから解説する。巻末に「主な企業の合併・商号変
更・上場一覧」の掲載あり。合併・被合併の関係もわかる。

『TDB業界動向』 半年刊 DR/335.0/3885/  ビジネス

三笠書房

業界動向等を見開きにまとめた資料。業界ごとに企業の勢力図を掲載。

『図解業界地図が一目でわかる本 ワイド&
セレクション版』

年刊 602.1/5212  ビジネス

日本ビジネス開発

建設・住宅・不動産、食品、繊維、鉄鋼、家電など、業種・業態別の動向。トップ企業の長期計画・ビジ
ョン、成長ビジネス戦略。

『企業戦略白書』 2年1回刊 D/335.2/5152/  ビジネス

金融財政事情研究会

金融機関の融資業務の参考書として編集されたもの。1,472業種を収録。「ぬいぐるみ製造業」「バッタ
業」等マイナーな業種や、「放射性物質除染業」「まつ毛エクステンション業」等新しい業種も含む。業
界の特色、動向、審査ポイント、収益向上のアドバイスなど。

『業種別審査事典 第13次 第1～10巻』 約4年毎
に改訂

R/338.5/5083/2016  ビジ
ネス

日本能率協会総合研究所

技術開発の現状、課題、今後の予想について記載。健康医療に関する上巻、環境エネルギーに関す
る下巻からなる。

『技術予測レポート2023 技術が切り開く10
年後の未来』

単 D504.0/5175/  ビジネス

技術評論社

BtoBの産業財に限定して紹介した資料。51の業界情報とその業界に属する企業の情報を掲載。

『ひとめでわかる産業図鑑&業界地図 B2B
編』

単 509.2/5315/1  ビジネス
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日本経済新聞出版社

「高齢者住宅」「自動車」等、業種を超えて競争が起こっている21の業界について掲載。企業の対立構
造等をイラストでわかりやすく表現。

『日経競争地図』 単 602.1/5297/2015  ビジネ
ス

日本経済新聞出版社

業界別に、企業間の関係・データを図式にして解説。「関西ホットニュース」等、関西特有の情報につ
いても掲載。

『日経業界地図　関西編 滋賀県・京都府・
大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県』

年刊 602.1/5247/  ビジネス

日本経済新聞出版社

産業別に、企業間の関係・データを図式にして解説。各項目に「注目企業の成長戦略」や、近年の産
業動向の年表がある。「イオングループ」等企業グループの地図もあり。

『日経業界地図』 年刊 602.1/5102/  ビジネス

東洋経済新報社

産業別に、企業間の関係・データを図式にして解説。各項目に「四季報記者のチェックポイント」「業界
天気予想」あり。巻頭には、「東京五輪」「ゲーム」等、注目業界に関する特集を掲載。

『会社四季報業界地図』 年刊 602.1/5120/  ビジネス

成美堂出版

産業別に、企業間の関係・データを図式にして解説。吹き出し等を活用し、見やすくつくられている。

『今がわかる未来がわかる業界地図』 年刊 602.1/5304/  ビジネス

プレジデント社

業種ごとに、企業の売り上げ、営業利益、M&A、業務提携等を最新データをもとに図解。巻末に索引
あり。

『図解!業界地図』 年刊 602.1/5299/  ビジネス

日経BP社

ゲノム、有機栽培等のテーマごとに、既存のデータを用いながら2025年頃までを予想。

『未来予測レポート 2013-2025 食料・農業
編』

単 D/611.3/5261/2013  ビジ
ネス

日本ビジネス開発

レジャー、スポーツ、サービス、販売、健康・医療、リサイクル・環境、アメニティなど、業界別のニュービ
ジネスの動向。

『ニュービジネス白書』 年刊 D/673.9/5673/  

JMR生活総合研究所

独自に行った 「ふだんの暮らしと消費に関する調査」を30の項目から分析した資料。

『消費社会白書』 年刊 D/675.0/5256/  ビジネス

矢野経済研究所

市場規模・推移や企業別の市場占有率を掲載。注目業界については別章で分析がまとめられている
。

『日本マーケットシェア事典』 年刊 R/675.0/104/  ビジネス

日本経済新聞出版社

国内外の主要商品やサービスについて、国内と世界の市場規模やシェアについて掲載されている。
過去最大6年間のシェア上位の動きがわかる表あり。2014年版で終刊。

『日経シェア調査』 年刊 675.2/5008/  ビジネス

未来予測研究所

米国、欧州、アジア等世界各国の経済状況や、主要産業の動向について、5年後までの展望を掲載。

『5年後の市場予測』 年刊 675.2/3012/  ビジネス

日本能率協会総合研究所

5年先の市場を念頭に置き、注目される成長市場を選び、予測レポートを掲載している。
各レポートに
は、市場概要、市場規模予測、参入企業動向、今後の市場成長要因等の解説がある。

『市場予測』 2年1回刊 D/675.2/5064/  ビジネス

日経BP社

近年のトレンドを50のテーマに分けて、業界の現状と将来予測を掲載。各テーマごとに、具体的な事
例を挙げて紹介する。

『メガトレンド』 不定期 D/675.2/5157/  ビジネス

富士経済ネットワークス

市場情報検索。市場調査データ、コンビニ・ドラッグストアPOSデータ、家計調査（総務省）の結果を加
工した数表、グラフを収録。

『Mpac』 オンラインDB  
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日本経済新聞社産業地域
研究所

約500品目の現状・経過・価格や売れ筋動向、100品目のシェアの掲載あり。

『クォータリー日経商品情報』 季刊 雑誌  ビジネス

イベント・見本市
日本政府観光局インバウ
ンド戦略部

日本における国際会議の開催実績を集計・分析した統計、開催された会議のデータ（名称、開催期日
、会場等）並びに国際団体連合（UIA）が発表した世界の国際会議統計を掲載。

『国際会議統計』 年刊 DR/601.1/5238/  

ピーオーピー

国内外の見本市展示会スケジュール、会場施設概要等を掲載。国内見本市の業種別開催概要は業
種区分が細かく、主要出展物、出展料金など具体的な記述が特徴。

『見本市展示会総合ハンドブック』 年刊 DR/606.9/5003/  

シー・エヌ・ティコンベンショ
ン・フォーラム

国内編（月別、業種別、地域別）と海外編（地域別）により構成。産業見本市・展示会・国際会議等の
情報約4,000件を掲載。

『展示会ガイド』 年刊 DR/606.9/5002/  

海外市場
日本貿易振興機構(ジェト
ロ)

対中国ビジネスに役立つデータ集。経済・産業、財政・金融、労働・賃金、国民生活と物価、貿易、投
資、中国企業ランキングまで、中国の概況を幅広く網羅。

『中国データ・ファイル』 年刊 D/302.2/5549/  ビジネス

Gale

世界の企業の財務情報や製品、サービス、活動等5,000項目のランキング（上位10位まで）を掲載。全
項目に出典を掲載。

『Business rankings annual』 年刊 DRF/335.0/B97/B6-  ビジ
ネス

TCG出版

30の新興国・地域の市場を、自動車、二輪車、小売など産業別に分析。政治・経済動向、人口、今後
の展望、為替なども掲載。

『新興国ビジネス業界地図』 単 338.9/ 6071/ 2016  ビジネ
ス

台湾産業研究所

機械工業、化学工業など産業別に動向を解説。各産業ごとに、関連団体の情報あり。

『台湾工業年鑑』 年刊 R/505.9/5004/  ビジネス

ダイヤモンド社

世界の46業界について、世界規模及び、日本の業界動向を掲載。上位10までの売上げランキングを
掲載。巻末に50音順社名索引あり。

『世界業界マップ』 不定期 602.0/5006/  ビジネス

ビスタ ピー・エス

農林水産業からサービス業まで幅広く、産業ごとの概況、市場動向データを収録。

『韓国の産業と市場』 年刊 R/602.2/5004/  ビジネス

アジア産業研究所

スーパー、百貨店、コンビニエンスストア等に分けて動向、市場概要、企業概要を掲載。2012年版で
終刊。

『韓国の流通・外食産業』 年刊 R/673.8/5101/  

 Gale

北米での製品、ブランド、サービス別のマーケットシェア。企業シェアに限らず地域シェア、ブランドシ
ェア、製品・サービス・施設シェア等も掲載。2分冊。

『MARKET SHARE REPORTER』 年刊 DRF/675.0/M34/M1-  ビ
ジネス

貿易
日本貿易振興機構(ジェト
ロ)

世界と日本の貿易投資動向。国・地域別の動向分析もあり。

『ジェトロ世界貿易投資報告』 年刊 D/678.2/36/  ビジネス

http://www.library.metro.tokyo.jp Tel：03-3442-8451



日本貿易会

前年の日本の通関統計の動向・特徴をまとめたもの。地域別、品目別に詳細なデータを収録。

『日本貿易の現状』 年刊 678.2/5054/  ビジネス

ブルーポップ 

WTO協定及び経済連携協定・投資協定から見た主要国の貿易政策を、国・地域別、テーマ別に収録
。巻末に資料編、事項索引あり。

『不公正貿易報告書』 年刊 678.3/3014/  

日本関税協会

日本の輸出入通関実績（数量、金額）を相手国別、品目別に収録。

『日本貿易月表』 月刊 雑誌  
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