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三菱総合研究所〈生活者市場予測システム（mif）〉事務局

■会員サービス スケジュール

■2013年度会員区分 会員期間 ： ～2014年3月31日　※費用には別途消費税がかかります。

※申し込みの受付は2014年3月からの予定です。

●「〈mifチャイナ〉セミナー」「〈mifチャイナ〉活用研修」「MROCチャイナ活用研修」「ペルソナ・ワークショップ研修」が無料で受講可能（セミナーは
1IDにつき1名。代理も可）。ただしトライアル会員の参加を優先いたしますので、無料会員については満席の場合はお断りする場合があります。

●セミナー資料のダウンロードが可能。ただし、講師の都合によりダウンロードできない場合もあります。
●その他のサービスは別途料金で利用可能。

会費 追加調査費用

会員特典

トライアル会員

会員期間 ： 2014年4月1日～2015年3月31日2014年度会費（予定）

アンケートパネル mifチャイナ会員※1

MROCパネル 中国女性パネル会員

mifチャイナ無料会員

※1：アンケート集計機能は2014年3月
よりご利用いただける予定です。

※2：常設パネルで、貴社が提示した課
題に基づきテーマを設定。議論を
促し、その内容（発言録）を提供し
ます。テーマの中国語への翻訳、
発言要点のまとめの日本語翻訳費
用を含みます。

※3：日本・中国の比較が可能なアンケートデータは2014年5月よりご利用いただける予定です。

3万円

10万円 （1掲示板／ 2週間開設）
100万円※2

アンケートパネル mifチャイナ会員※3

MROCパネル 中国女性パネル会員

30万円

40万円

̶

無料 ̶

最新の中国マーケットトレンドに関するセミナー（無料）を年4回のペースで開催します。
中国における消費トレンドの専門家や新たなマーケティング対応で成功している企業の担当者に、事業の背景や展望、成功へのポイント等をお話いただく予定です。

常設の中国女性パネルの主な発言内容を整理、そこから読み取れるインサイトをレポート形式に取りまとめ提供します。月１回発行予定。

1. 〈mifチャイナ〉セミナー

2. 〈mifチャイナ〉活用研修／MROCチャイナ活用研修／ペルソナ・ワークショップ研修

3. インサイト・レポート・チャイナ

MROCから生活者インサイトを抽出する方法を
当社のMROCプラットフォーム〈Listnr〉を利用して、
体験いただく「MROCチャイナ活用研修」（無料）を
開催いたします。

MROCチャイナ活用研修

第1回 「中国女性消費者のリアルレポート～インサイトから読み解く真のニーズ～」

2014年2月5日（水）13：30～16：30
会場／三菱総合研究所・大会議室（東急キャピトルタワー4階）

広大な国土に多種多様な人々、そして変化の速い中国市場においては、消費者ニーズを的
確に捉えていくことが重要です。本セミナーでは、事例や消費者の写真等を用い市場調査の
ポイントと調査結果の活かし方、及び今後チャンスがある事業領域についてご紹介致します。

MROCを活用し、中国の生活者像を
ワークショップ形式で明らかにする
「ペルソナ・ワークショップ研修」（無料）を
開催いたします。

ペルソナ･ワークショップ研修
アンケートパネルをご活用いただくため、当社の
Web集計サービスの利用･活用方法をご説明し、
体験いただく「〈mifチャイナ〉活用研修」（無料）を
開催いたします。

〈mifチャイナ〉活用研修

※第2回目以降のセミナーは別途ご案内いたします。

※研修予定は別途ご案内いたします。

※「インサイト･レポート･チャイナ」のご利用は、「MROCパネル 中国女性パネル会員」の登録が必要になります。

おきの・まき　1997年関西大学法学部卒業。司法書士を経て、
ゴールドマン・サックスに入社し債券投資等に携わる。その後、
アジアの成長に強く惹かれ北京大学に留学。在学中より市場調
査を請負、帰国後リブラ株式会社を設立。主に大手女性消費財
メーカーをクライアントに、中国アジア女性消費者のインサイ
トにフォーカスしたマーケティングを得意とする。

沖野真紀中国アジア女性専門マーケティング会社 リブラ株式会社代表

mifのWebサイト
http://mif.mri.co.jpに
アクセスしていただき、
右のいずれかから
会員登録して下さい。

お申し込み方法 初めての方

「初めての方はこちら」から登録して下さい。

mif会員の方

ログイン後、「アップグレード」から登録して下さい。

生活 者市場予測シス テ ム  ［チャイナ］

Market Intelligence
& Forecast

会員募集中

中国の高成長を日本企業の
ビジネスチャンスへ
「都市生活者30,000人、1,800問のアンケートパネル」と
「MROCパネル」で読み解く、中国生活者のリアル
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〈mifチャイナ〉は
急増する中国ミドル層の
ライフスタイル、
価値観を読み解く
最強のツールです。

急増する中国ミドル層

内陸部を含めた
都市部の消費を定量的に分析
アンケートパネル

MROCパネル

Approach 1

Approach 2

中国女性の本音を
リアルタイムで収集し分析

人口／年間所得額割合（イメージ）

中国の消費を担う都市部の20歳から49歳までの
生活者30,000名に対し、1,800問の調査を行う
日本では最大規模の中国生活者調査です。
価値観、生活行動、消費行動、メディア接触などの
情報をシングルソースで提供します。
約1,300項目については日本・中国の比較が可能です。

中国7都市の女性210名で構成される常設パネルに対し
ネット上でテーマを提示し、そのディスカッションの中から
日本では把握しにくい微細な生活習慣・感覚の差異や
一人ひとりのリアルな生活実態と本音を明らかにします。
独自開発したMROCプラットフォーム 〈Listnr〉の使用で
より効果的なマーケティング調査が可能になります。
貴社の要望に応じた専用MROCの構築と運営も可能です。
費用等はお気軽にご相談ください。

急速な成長を見せる中国は、所得水準の向上により
消費市場としての魅力が急激に向上しています。
急速すぎる成長の裏で発生する問題もまた
新たな市場を生み出す土壌としての可能性を秘めています。
三菱総合研究所ではこれまでの日本国内向けのサービス
「生活者市場予測システム〈mif〉」に加え、
中国の都市生活者30,000人・1,800問のアンケートパネルと
MROC＊パネルを有する〈mifチャイナ〉を提供します。

ほとんどが共働き、家族や子供を大切に生活している。
一方で、家事が苦手な女性も多いなど、リアルな情報を提供

「『油汚れ』が最大の悩みで、換気扇や洗剤を選ぶ際の基準になっている」「効率性や安全な食を求め
る志向から、電気を使う調理器具が人気」「自分で料理をしない若者が増えている」などの、リアルな
生活者インサイトが抽出できる。

●調査対象者：20～ 49歳・男女
●調査時期：2013年11～ 12月
●有効サンプル数：30,000
●調査方法：Web調査
●設問数：約1,800問
●調査対象都市名：
　［1級都市］北京、上海、広州、深圳
　［直轄市］天津、重慶
　［省都（府）］長春、合肥、福州、蘭州、
　貴陽、石家庄、鄭州、呼和浩特、ハルビン、
　瀋陽、武漢、長沙、南京、南昌、西安、
　済南、太原、成都、昆明、杭州、南寧
　［その他］大連、蘇州、東莞

関係の質・量 ...................................................... 20問
分野別生活時間 ................................................. 18問
生活満足 ............................................................. 27問
メディア接触 ..................................................... 50問
チャネル接触 ...................................................145問
分野別消費行動 ...............................................121問
商品・サービス保有・利用 .............................157問
新商品の購入意向 ...........................................126問

分野別ライフスタイル
  （食、飲酒、飲料、ファッション、住、家事・家電、
　健康、美容、余暇・レジャー、教育・学習、
　仕事、家族、恋愛・結婚、情報リテラシー、
　通信、エコ、金融、移動行動、ギフト）
　 ...................................................................1,036問

個人属性・世帯属性 .......................................... 51問
所得 ........................................................................5問
資産・負債 .............................................................8問
社会・経済・技術環境の認識 ..............................5問
生活価値観 ......................................................... 33問

＊MROC：Marketing Research Online Comminities の略。
　ソーシャルメディア、定量・定性調査を活用した顧客理解の最新手法。

※調査仕様は予告なく変更することがあります

首都北京、上海など
一級都市を含む
中国主要30都市
※★はMROCパネルの対象都市

中国生活者調査 調査項目

●ネットショッピング
●夏の健康法
●育児の悩み
●スキンケア化粧品の利用法／ブランド
●ダイエット
●家事の悩み
●ゴールデンウイーク（国慶節）の過ごし方
●住宅の内装の悩み　等

ディスカッションテーマの例

調査
区域

参加者
概要

調査結果はインターネットを通
じて随時、自由に集計ができま
す。グラフ作成機能もあります
ので、資料や報告書にそのまま
利用することも可能です。

●クロス集計機能
全てに項目間クロス集計を瞬時に実
施します（4重クロス集計まで可）。

●マトリクス集計
分野別ライフスタイルなど、マトリ
クス型質問項目をまとめてクロス集
計します。

●バッチ集計
全問 (約1,800問）とのクロス集計
を実施します。

●セグメント分析
決定木手法を用い、基準変数のセグ
メンテーションを導出します。

多彩な集計機能

ディスカッションでの発言内容
は、インターネットを通じて、
時間を問わず自由に閲覧ができ
ます。また分析機能を用いるこ
とで、効率的かつ詳細に調べる
ことが可能です。

●キーワード分析機能
重要キーワードを抽出し、発言数や
キーワード間の共起関係をグラフィ
ック表示します。

●インデックス機能
事前登録した単語の発言状況をカウ
ントします。また、その単語が含ま
る発言も一覧できます。

●ソーシャルグラフ機能
各参加者の発言数や参加者間の発言
数をカウントし、グラフィック表示
します。各掲示板で影響力のある参
加者を特定できます。

●翻訳機能
参加者の発言内容は簡単な操作で、
機械翻訳が可能です。

閲覧・分析機能

「家事の悩み」の調査に寄せられた発言の例

●調査開始：2013年8月～
●参加者：210名
●発言数：約2.2万件（2013年12月現在）

中国女性パネル

20代

30代

40代

25%

既婚者 未婚者

教師6%

経営者5%
学生3%

フリーター3%
公務員1%

その他3%
主婦1%

79%

99%

75%

21%

1%

富裕層
（35,000ドル以上）

ミドル層
（5,000～35,000ドル）

●参加者：中国7都市
　（北京、上海、広州、瀋陽、長沙、西安、成都）の
　20～ 49歳の女性。
　各都市より30名ずつ

包丁が苦手だから
スライサーはまさに神器！

キッチンの油汚れが
ひどいから、掃除は苦手…

キッチンのことは
お母さんに任せっきりだわ

油汚れに強い洗剤は
匂いも強くて…

ヨーロッパの換気扇は
おしゃれだけど吸引力が足りない！

キッチン家電は
家にいっぱいあるよ

低所得層
（5,000ドル以下）

2018年2008年 2013年

会社員
77%


