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⑤食品・外食 編企業・業界情報 
平成 29 年 11 月 

<全般>
日本食品機械工業会

CD-ROM。食品製造機械および関連機器の総合カタログ。付属の冊子資料は会社名鑑として編集さ
れている。

『最新日本の食品機械総覧』 2年1回刊 PR/588.0/5110/  ビジネス

日本食糧新聞社

生産、消費者等に関する基礎データと業種別動向実勢グラフの2部構成。ライフスタイルの変化と近未
来予測についても収録。

『食品トレンド』 2年1回刊 DR/588.0/5118/  ビジネス

日本マーケティング・レポ
ート

2分冊。上巻は調味料、農産加工品、冷凍食品等の個別の品目の市場分析を掲載。下巻は外食産業
や業務用卸流通等の動向や市場について収録。

『業務用食品市場総覧』 不定期 R/588.0/5252/  ビジネス

食品速報

2分冊。「水産」「食肉」「農産」「外食」「給食・弁当」等に分け、約1万2千社の企業情報を掲載。売上、
仕入れ先などの記載あり。

『セフティー 2014　企業情報』 単 DR/588.0/5341/2014  ビ
ジネス

食品産業新聞社

業種別の現状分析・展望、関連データ・資料など。「食品関連主要企業会社便覧」「食品産業業種別
企業名簿(連絡先のみ）」あり。

『食品産業年鑑』 年刊 R/588.0/20/  ビジネス

日刊経済通信社

各種食品産業の概観、需給動向、業界の構造、価格変動など。収載品目が非常に細かい。

『酒類食品産業の生産・販売シェア』 2年1回刊 588.0/5087/  ビジネス

日本立地ニュース社

主要産業の設備投資計画、概況、各工場の主要製品、研究所設備、研究内容など。

『日本の食品工業　設備投資と大型プロジェ
クト』

年刊 R/588.0/3086/  ビジネス

富士経済

世界全体の食品産業について述べた「総括編」と「国別データ編」から成る。「国別データ編」では、「
日本国関連データ」あり。

『世界50カ国食品関連基礎データブック』 単 D/588.0/5300/2012  

食品新聞社出版部

東日本編、西日本編の２分冊。都道府県別の製造業、卸売、小売、チェーンストア、外食等の関連企
業の名簿。

『全国食品会社名鑑』 年刊 R/588.0/5026/  ビジネス

光琳

日本の食品産業界における優良企業6,010社の本社・工場・研究所などの所在地が掲載された企業
総覧。

『全国食品工場総覧』 不定期 R/588.0/5244/  

光琳

食品製造メーカー、関連企業・協会・団体・公的機関等の詳細データを収録。地方別配列（業種別、
50音索引付）。2014年版で休刊。

『食品工業総合名鑑』 4年1回刊 R/588.0/5100/  ビジネス

日本食糧新聞社

主要取引先、業績、系列会社等詳細データを収録。地方別配列（50音順索引あり）。

『食品メーカー総覧』 2年1回刊 R/588.0/5119/  ビジネス
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日本食糧新聞社

食品各種業界、流通の動向、 統計、技術、新製品など。別冊に「食品界総合名簿」あり。加工、流通、
貿易、外食まで食に関する関係団体とその会員企業を収録。

『食糧年鑑 食品業界ビジネスガイド』 年刊 R/611.3/38/  ビジネス

飲料
全国清涼飲料工業会

各種清涼飲料の生産量や輸出・輸入量、再資源化率、ブランド一覧、海外ソフトドリンク統計などのデ
ータを収録。

『清涼飲料水関係統計資料』 年刊 DR/588.4/5008/  ビジネス

醸界タイムス社

清酒・焼酎・原料用アルコール、ビール、果実酒等各製造業者の名簿。種類別の動向及び統計。

『全国酒類製造名鑑』 年刊 R/588.5/3242/  ビジネス

醸造産業新聞社

各酒類分野の動向、基礎統計等を掲載。新製品一覧あり。

『酒類産業年鑑』 年刊 R/588.5/5430/  ビジネス

戦略企画

無糖系飲料市場の主要カテゴリーの動向を分析・検証。企業リストあり。

『無糖系飲料・健康茶大全』 単 D/596.7/5106/2016  ビジ
ネス

日本茶業中央会

生産、価格、消費、輸出入動向、世界の茶業情勢等。茶関係行政機関・試験研究機関・団体関係名
簿あり。

『茶関係資料』 年刊 DR/619.8/5037/  

外食・中食
日本惣菜協会

中食産業の課題を分析し、将来を展望する。

『中食2025』 単 588.0/5363/2015  ビジネ
ス

日本惣菜協会

惣菜市場の概況、動向、消費者動向等を収録。

『惣菜白書』 年刊 588.0/5095/  ビジネス

富士経済

スイーツのチャネル別（量販店、CVS、駅ナカや空港等の交通ルート）需要分析調査等。外食スイーツ
市場についても記載あり。

『スイーツ市場のチャネル別需要分析調査』 不定期 D/588.3/5140/2011  

日本マーケティング・レポ
ート

品目別、チャネル別市場動向、シェア動向、企業情報。

『デザート市場白書』 不定期 R/588.3/5132/  ビジネス

日本マーケティング・レポ
ート

業態別業界実態、市場動向、企業の経営実態を掲載。

『外食市場総覧』 不定期 673.97/5068/  ビジネス

外食産業新聞社

外食企業、食材卸売業の企業概要、沿革あり。食に関する関係団体の概要あり。2014年版で休刊。

『外食企業年鑑』 年刊 R/673.97/5045/  ビジネス

フードビジネス総合研究所

日本を代表する外食50チェーンの業績、メニュー・価格分析や8業態別データ分析を掲載。

『日本の外食チェーン50』 年刊 D/673.97/5067/  ビジネス

日本フードサービス協会

ジェフ（日本フードサービス協会）正会員・賛助会員企業の名簿（企業概要、売上高、店舗数などを収
録）。

『ジェフ年鑑』 年刊 673.97/ 5155/  ビジネス

フードビジネス総合研究所

外食上場企業の全体動向、企業別の業績動向を収録。

『外食上場企業総覧』 単 D/673.97/5053/2012  ビジ
ネス

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



日本マーケティング・レポ
ート

2分冊。上巻「市場編」では業界動向、個別の品目の市場分析について掲載。下巻「企業編」では、50
音順で個別企業の情報、ランキングなどを掲載。

『惣菜市場経営総覧』 不定期 R/673.97/5116/  ビジネス

食の安全･安心財団

外食・中食産業の業界情報の他、消費支出や食生活に関連するデータを収録。『外食産業資料集』
の分離改題。

『外食産業データ集』 年刊 DR/673.97/5114/  ビジネ
ス

食肉
食肉通信社

畜産・食肉の需給、流通動向、食肉加工、販売動向など。「食肉畜産関係団体等名簿」あり。

『日本食肉年鑑』 年刊 R/648.2/7/  

食肉通信社

需給、生産、加工品、販売、外食の動向。日本の畜産業、食肉、食鶏、食肉加工企業売上一覧あり。

『数字でみる食肉産業』 年刊 R/648.2/5038/  

食品経済社

食肉加工、機械・器具、包装資材、原料・副原料、食品添加物、資材取扱等に関する会社の一覧。

『会社要覧 ハム・ソー食肉業界編』 年刊 R/648.2/5046/  

食品経済社

食肉、水産加工、冷凍食品等の業界動向および関連機械、添加物の展望など。製造業者名簿、 機
械器具業者名簿等あり。

『ハム・ソーセージ年鑑』 年刊 R/648.2/22/  

食肉通信社

関係行政・経営・生産流通・市場動向、機械資材・加工食品・商品紹介等の報道と解説。

『ミート・ジャーナル』 月刊 雑誌  

食品流通
食品流通構造改善促進機
構業務部

食品流通に関する総合的な統計資料集。

『食品流通ハンドブック』 年刊 588.0/5240  ビジネス

日本食糧新聞社

主要取引先、業績、系列会社等詳細データを収録。地方別配列（50音順索引あり）。

『全国食品流通総覧』 2年1回刊 R/588.0/5082/  ビジネス

日本マーケティング・レポ
ート

惣菜類の業態別市場・流通実態。スーパー、CVS、百貨店　508社の惣菜の販売動向と製造供給シス
テム、取引ベンダー経営内容・仕入先等。　

『＜スーパー・CVS・百貨店＞惣菜流通総覧
』

不定期 R/588.0/5386/  ビジネス

日本マーケティング・レポ
ート

2分冊。上巻「分析編」では経営ランキング、流通動向、都道府県別経営動向などを掲載。下巻「個表
編」には、約1,000社についての情報を掲載。

『業務用食品問屋流通総覧』 不定期 R/673.5/5059/  ビジネス

日本食糧新聞社

総合編・地域編の2分冊。『日本スーパー名鑑』「家計調査」『有価証券報告書総覧』などのデータを、
総合編ではテーマ別、地域編では地域別に編集。地域編では、市町村単位の小売業の実態がわか
る。エリア別の広域地方計画等の記載もあり。

『食品流通実勢マップ』 2年1回刊 DR/675.0/3662/  ビジネス

冷凍食品・その他
日本マーケティング・レポ
ート

介護食品、特定保健用食品、健康食品等各分野の市場動向と、参入各社の販売動向等を掲載。

『高齢者・介護食市場の実態と展望』 不定期 498.5/6241/  医療コ

戦略企画

健康食品の市場規模の推移、販売形態別の販売高の推移、販売動向、品目別市場動向など。

『健康関連食品の現状と将来展望』 不定期 D/498.5/6003/  
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シード・プランニング

各食品の市場動向、個別企業の動向を収録。

『特定保健用食品・栄養機能食品・サプリメ
ント市場総合分析調査』

不定期 D/498.5/5982/  医療コ

食品化学新聞社

食品添加物・機能性素材の市場動向を図表と共に掲載。

『食品添加物・機能性素材市場レポート』 単 588.0/5279/2016  ビジネ
ス

戦略企画

機能性表示食品の市場動向、届出者別展開動向等を掲載。

『機能性表示食品マーケティングデータブッ
ク 2015-2017』

単 D/588.0/5381/2016  ビジ
ネス

富士経済

ウエルネス食品の市場実態について記載。個別のウエルネス食品の動向や企業占有状況などについ
ても記載あり。

『ウエルネス食品市場 2014』 単 D/588.0/5361/2014  ビジ
ネス

日本マーケティング・レポ
ート

個別品目の市場実態、企業実態、流通実態などについて掲載。

『健食・サプリメント市場の実態と動向』 不定期 588.0/5328/  ビジネス

シード・プランニング

高齢者・病者用食品の開発・販売動向、市場規模について、関連企業45社の調査。

『高齢者/病者用食品市場総合分析調査』 不定期 D/588.0/5269/  ビジネス

貿易日日通信社

主要・著名な精糖業者、砂糖業者の名簿。役員、支店、事業内容は詳細。売上高などの記載なし。糖
業界の動向、統計資料あり。

『糖業年鑑』 年刊 R/588.1/28/  

食品産業新聞社

業界動向、関連法規、統計資料について記載。主要銘柄のほか地方の製造会社、販売業者、関連業
者の名簿あり。

『味噌醤油年鑑』 年刊 R/588.6/4/  

水産タイムズ社

業界、マーケット動向。製造業者、問屋等の名簿あり。

『冷凍食品業界要覧』 年刊 R/588.9/5026/  ビジネス

冷凍食品新聞社

流通・生産・販売の動向、メーカー・輸入商社・問屋・関連企業の名簿。業界の動向、展望についても
記載。

『冷凍食品年鑑』 年刊 R/588.9/5002/  ビジネス
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