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<全般>
インプレスジャパン

ネットビジネス動向、クラウド・データセンター事業者動向、製品・技術動向、社会動向等を収録。

『インターネット白書』 年刊 547.4/3349/  ビジネス

日経印刷

編者は総務省。年度ごとの特集と基本データや政策動向などを掲載。

『情報通信白書』 年刊 DR/692.1/2/  ビジネス

ＩＴビジネス
日経BP社

ソフトウェア業や情報処理サービス業の動向のほか、情報サービス事業者や情報システムユーザーの
動向にも触れる。

『情報サービス産業白書』 年刊 007.3/5046/  ビジネス

日本ブレーン シィ産業研
究所

都道府県ごと50音順に各企業を27項目にわたって収録。「会社名索引」や「得意分野別索引」あり。

『情報処理・ソフトウェア会社録』 不定期 R/007.3/5074/  ビジネス

日刊工業新聞社

情報システム業界についての動向、企業一覧を収録。

『ITソリューション企業総覧』 年刊 R/007.3/5372/  

富士キメラ総研

クラウドコンピューティングサービスの市場動向、クラウドベンダーの企業戦略分析を掲載。

『クラウドコンピューティングの現状と将来展
望』

年刊 D/007.3/6168/  ビジネス

マイナビ

アプリ開発の市場や動向、アプリ開発会社の会社情報・作品を収録。

『スマートフォン&タブレットアプリ開発会社
年鑑』

年刊 DR/007.3/6162/  ビジネス

富士キメラ総研

国内主要20産業の業種別・規模別IT投資実績と動向を掲載。

『国内IT市場』 年刊 D/007.3/5662/  ビジネス

エムディエヌコーポレーショ
ン

WEB製作会社の詳細データ（名称・URL、連絡先、プロフィール、受注額、主な受注内容等）を掲載。
巻末に全国WEB制作会社リスト（地方別、その中は都道府県別社名の50音順）あり。

『WEB制作会社総覧』 年刊 R/007.3/5753/  

日本ビジネス開発

ITビジネスケーススタディ、大手IT企業の戦略ポイント等を掲載。

『IT白書』 年刊 D/007.3/5024/  ビジネス

アルファブックス/アルファ
企画

WEB制作会社の会社情報と代表作品を収録。

『Annual of Web Productions　Webプロ年鑑
　』

年刊 D/007.3/5319/  ビジネス

日本情報システム・ユーザ
ー協会

ソフトウェア開発の評価指標分析、ソフトウェア開発ツール調査を掲載。

『ユーザー企業ソフトウェアメトリックス調査
報告書』

年刊 D/007.6/6371/  

富士キメラ総研

上巻では、サービスや製品別に市場規模・動向、主要企業を収録。下巻では、ネットワークセキュリティ
提供事業者の名簿を掲載。

『ネットワークセキュリティビジネス調査総覧
』

年刊 D/547.4/5934/  ビジネス
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富士キメラ総研

カードソリューション/電子マネー市場の市場規模、市場動向やアプリケーション、カード材料および関
連機器の市場を調査、分析。

『次世代カードソリューション/電子マネー関
連ビジネス市場調査要覧』

年刊 D/548.2/5146/  ビジネス

ゲーム
コンピュータエンターテイン
メント協会

業界動向、家庭用ゲームマーケット統計データ、消費者動向データ、関連マーケットデータを収録。

『CESAゲーム白書』 年刊 D/589.7/5013/  ビジネス

コンピュータエンターテイン
メント協会

ゲームプレイ動向および非ユーザーを含む意識調査。

『CESA一般生活者調査報告書　日本ゲー
ムユーザー&非ユーザー調査』

年刊 D/589.7/5051/  ビジネス

メディアクリエイト

市場動向と規模、新品分析、中古分析、業界各論、トレンド分析ほか、付録に過去6年間の推移などを
掲載。

『ゲーム産業白書』 年刊 D/589.7/5012/  ビジネス

カドカワ

国内外の市場動向、ユーザーマーケティング、ゲーム市場最新レポート等を収録。

『ファミ通ゲーム白書』 年刊 DR/798.5/5019/  ビジネス

メディア・コンテンツ
デジタルコンテンツ協会

メディアコンテンツ産業をコンテンツの分野別、メディアの分野別に分類した市場動向を掲載。

『デジタルコンテンツ白書』 年刊 D/007.3/5131/  ビジネス

ヒューマンメディア

日本と海外のコンテンツ市場の動向や日本マンガ・アニメの海外各国・各エリアでの市場動向などを収
録。

『日本と世界のメディア×コンテンツ市場デ
ータベース』

年刊 D/007.3/5545/  ビジネス

ダイヤモンド社

新聞・出版、通信、オンラインサービスなどの産業構造図、市場動向を掲載。情報メディア関連データ
あり。

『情報メディア白書』 年刊 D/007.3/5101/  ビジネス

インプレス

最新概況、業界構造、海外の動画配信市場、国内外の注目サービス概要等を収録。

『動画配信ビジネス調査報告書』 単 D/007.3/6120/2015  ビジ
ネス

全国出版協会出版科学研
究所

出版指標や月次販売・発行データ、出版業界の動向等を掲載。1946年から現在までのベストセラーズ
リストも収録。

『出版指標年報』 年刊 R/023.0/8/  

出版ニュース社

出版社のデータを収録。教科書発行所、関係団体、本に関するURL等も掲載。

『日本の出版社』 2年1回刊 R/023.1/5019/  

文化通信社

新聞社、放送局、出版社（主要タウン誌を含む）など収録。

『日本マスコミ総覧』 2年1回刊 R/070.3/16/  

映像新聞社

全国の映像プロダクションの企業概要を掲載。掲載会社目次で、撮影プロダクション、撮影スタジオ、
ポストプロダクション、CG制作スタジオなどの業種がわかる。

『映像プロダクション年鑑』 年刊 DR/699.0/36/  

コーケン出版

放送界の概況、各社・関連機関の概要、資料・便覧を掲載。

『日本民間放送年鑑』 年刊 R/699.3/5003/  
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キネマ旬報社

映画興行市場、パッケージソフト市場、有料放送/配信市場の動向や、映画・映像関連統計などを掲
載。

『映画・映像産業ビジネス白書』 年刊 D/778.0/5270/  

ニューメディア

ニューメディア、ニュービジネスのための国内および海外の最新情報を提供。

『New Media』 月刊 雑誌  

ライセンス
アップロード

特許事務所300社の情報、主要企業の特許事情を収録。2014年で終刊。

『特許事務所年鑑』 年刊 DR/507.2/5642/  ビジネス

ボイス情報

キャラクターの原作者、提携先、許諾権者、ライセンス窓口企業、ライセンス状況などを掲載。ライセン
サー一覧やキャラクター窓口一覧あり。

『ライセンスキャラクター名鑑』 年刊 R/507.2/5018/  ビジネス

ボイス情報

各ブランドの提携先・許諾権者、担当者、ライセンス状況等を収録。

『ライセンスブランド名鑑』 年刊 R/675.0/5463/  ビジネス

ボイス情報

業種別にライセンス関連メーカー、問屋各社の企業概要、取扱商品、取扱プロパティなどを収録。

『ライセンシー名鑑』 年刊 R/675.0/5464/  ビジネス

ボイス情報

対象別に、各キャラクターの知名度、好感度、所有度、欲求度を調査。

『ライセンスキャラクター消費者調査』 年刊 R/675.2/5075/  ビジネス

広告
マスコミ文化協会

業界概況や団体概況を収録。

『サイン・ディスプレイ年鑑』 年刊 DR/673.3/38/  

宣伝会議

広告関連会社の企業情報。

『日本の広告会社』 年刊 DR/674.0/5016/  

玄光社

月間ベスト広告＆CM、最新映像等を掲載。企業名・商品名索引のほかにミュージシャン、フォトグラフ
ァー、ディレクター、ムービーキャメラマンからの索引あり。

『コマーシャル・フォト広告＆CM年鑑』 年刊 674.3/5140/  

日経広告研究所

NEEDS日経財務データより算定した、企業別の広告宣伝費を収録。

『有力企業の広告宣伝費』 年刊 DR/674.3/5005/  

宣伝会議

（公社）日本広告制作協会の正会員社・賛助会員社の基本情報と作品を掲載。

『creator』 単 DR/674.3/5263/2017  

シード・プランニング

インターネット広告市場の分析とヒアリングによる有力事業者動向を掲載。

『インターネット広告の市場動向調査』 不定期 D/674.6/5088/  

情報通信
富士キメラ総研

国内の業界動向と業界構造、海外のデータセンターの動向等を収録。

『データセンタービジネス市場調査総覧』 年刊 D/007.3/5949/  ビジネス

情報通信ネットワーク産業
協会

通信機器受注・出荷の統計情報や海外メーカーのヒヤリング情報より、国内通信機器市場を予測・分
析。

『通信機器中期需要予測』 年刊 D/547.0/5054/  ビジネス
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富士キメラ総研

上巻はネットワーク関連製品市場を中心に音声関連製品、会議関連システム等、通信機器・システム
の市場動向。下巻はネット接続、移動体通信、国際、音声、コラボレーションサービス等の通信サービ
スの動向を掲載。

『コミュニケーション関連マーケティング調査
総覧　上・下』

年刊 D/547.0/5046/  ビジネス

富士キメラ総研

コンピュータ関連、モバイル関連、ストレージ関連、ネットワーク関連、映像/音響機器、システム機器
等の日本及び世界の市場規模、メーカ別市場占有率等を収録。

『情報機器グローバルマーケット』 年刊 D/548.2/5145/  ビジネス

富士キメラ総研

光通信関連市場の周辺動向や、光伝送装置、光アクティブデバイス、光ファイバー等の品目別市場
動向について調査、分析した資料。

『光通信関連市場総調査』 年刊 D/549.9/5167  ビジネス

電波産業会

電波産業の事業・技術動向、情報通信行政の動向等を掲載。

『電波産業年鑑』 年刊 D/694.0/5022/  ビジネス

電気通信事業者協会

業界動向、海外動向のほか、TCA（「（一社）電気通信事業者協会」）会員各社の概要あり。CD-ROM
あり。　

『テレコムデータブック』 年刊 D/694.0/5009/  ビジネス

情報流通ビジネス研究所

米国の固定・無線通信市場の実態と将来展望を解説。

『米国通信市場総覧』 単 D/694.2/5038/2011  ビジ
ネス

インプレス

M2M/IoTの市場動向と最新IoTデバイスの動向や5G（第5世代通信システム）の実現に向けた動向等
を収録。

『M2M/IoTを支える最新モバイルネットワー
ク技術　2015-2016』

単 D/694.5/5032/2015  ビジ
ネス

富士キメラ総研

ブロードバンド・モバイルサービス及び関連プラットフォームの市場動向や参入企業の取り組みの調査
データを収録。

『ブロードバンド・モバイルサービス総調査』 年刊 D/694.5/5020/  ビジネス

シード・プランニング

モバイル通信市場の概要と将来予測のほか、キャリア編、メーカー編、流通編、モバイルネットワーク
動向を掲載。

『携帯電話市場の将来動向分析』 年刊 D/694.6/5075/  ビジネス

富士キメラ総研

2極化が進むスマートフォン市場でしのぎを削る各社の製品差別化の方向性、ついに普及の始まった
ウェアラブル機器とスマートフォンの連携を徹底分析。

『次世代携帯電話とキーデバイス市場の将
来展望』

年刊 D/694.6/5380/  ビジネス

シード・プランニング

グローバル市場におけるスマートフォン市場動向・予測や端末動向、主要メーカーのスマートフォン事
業動向、メーカーシェア等を掲載。

『スマートフォン/タブレットのグローバル市
場展望』

単 D/694.6/5333/2013  ビジ
ネス

富士キメラ総研

端末市場、コンシューマ向け市場、法人向け市場、ネットワーク市場の4市場におけるスマートデバイス
関連ビジネスの市場規模とマーケットシェアを掲載。

『スマートフォンビジネス総調査』 単 D/694.6/5350/2012  ビジ
ネス

日本能率協会総合研究所

スマートフォン向けのアプリケーションやスマートフォンを利用したシステムの開発企業、スマートフォン
部材や周辺機器などのメーカーについて各社の特長・実績を紹介。

『スマートフォン業界企業総覧』 年刊 DR/694.6/5343/  ビジネス

日本能率協会総合研究所

国内外のスマートフォン市場動向、消費者意識、技術開発動向、アプリランキング等を掲載。

『スマートフォン総合データ年報』 年刊 D/694.6/5337/  ビジネス
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インプレスR&Dインターネッ
トメディア総合研究所

スマートフォン市場の動向、市場予測、個人・企業の利用動向を掲載。

『スマートフォン利用動向調査報告書』 単 D/694.6/5356/2013  ビジ
ネス

インプレスR&D

国内外のスマートフォンや、スマートフォン周辺のコンテンツビジネス等の動向をまとめたもの。

『スマホ白書』 単 694.6/5298/2016  ビジネ
ス

シード・プランニング

世界の携帯電話市場、主要キャリアの動向、世界各地の動向などの調査レポート。

『携帯電話の世界市場』 年刊 D/694.6/5107/  ビジネス

情報通信ネットワーク産業
協会

毎年春に行っているアンケート調査の結果報告。携帯端末の利用実態や今後の利用動向などがまと
められている。

『モバイル通信端末の利用実態調査』 年刊 D/694.6/5100/  ビジネス

サテマガ・ビー・アイ

全国338局の事業概要を収録。加入状況、事業実績、システム概要などを掲載。

『ケーブル年鑑』 年刊 DR/699.0/5012/  ビジネス
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