
消費者からのアイデアを
商品開発に活かす

会 員 募 集 の ご 案 内2 0 1 4 年度
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新しい日本人のスタンダードをとらえ
商品・サービス開発に活かす

「変化」を「チャンス」に変える　 つのサービス

意識・行動を知る 深層心理を探る

「定量」と「定性」、2つの調査データで構成される
国内最大級の生活者情報データベース〈mif〉が

生活者の「変化」を多角的に捉えます。

（定性データ）
MROCパネル

女性200人、シニア300人を
対象とした、国内初の
常設型MROCパネル

（定量データ）
アンケートパネル

生活者30,000人、シニア15,000人を
対象とした、2,000設問からなる
国内最大級のアンケートパネル

経済

ニューノーマルオールドノーマル

人口・
世帯

価値観

生活

消費
行動

成長していることが当たり前（フロー型経済成長）、
所得は右肩上がり

成長しなくても不安がない（ストック型安定経
済）、所得はあまり増えない

人口は減少傾向、両親と子供の核家族世帯が中心 人口・世帯数とも減少。一人世帯が増加

変化を欲し、新しいものに価値を感じる。
自分の満足を求める利己的価値観

安定を欲し、今あるものに価値を感じる。
自己を超越した利他的価値観

ほとんどの女性が就職後しばらくして結婚し、
出産する

ライフコースが多様化し、働き方や役割が
画一的でなくなる

人と一緒に楽しめて、絆を感じられる消費を好む。
コト（体験）消費志向。Webを活用

消費で他人と差別化したい。モノの所有を重視。
情報源はマスメディア

4

知りたい生活者データを詳細分析
〈アンケートパネルサービス〉1
生活者のリアルな生活実態・本音を捉える
〈MROCパネルサービス〉2
自社ブランドの市場での課題を把握・解決
〈バリュープラスサービス〉

6
5

3

mif活用を多角的にサポート
〈mifコンサルパッケージ〉7

7
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n　購買の決め手は口コミ、SNSに投稿した
いから…。価格の安さや「皆が持っている」
という理由だけでは動かない、そんな消費
行動が当たり前になりました。
　若者や女性を中心に利用者が拡大してい
る「ルームシェア」には、デフレ時代を生き
抜く合理策というよりも、新しい形の人と
の結びつきに心地よさを感じる心理が垣間
見えます。また、女性の働き方や生き方は
ますます多様化が進み、それを手助けする
民間サービスも増えています。
　「新人類」、「ゆとり世代」など、その世代
特有の価値観や消費行動に注目した呼称が、
これまでいくつも登場しました。
　変わりゆく生活者の動向を見つめる私た
ち三菱総合研究所も、折に触れ調査を重ね
てきましたが、最近の変化は世代特有のも
のではなく、もっと大きな潮流であること
を肌で感じています。

　三菱総合研究所では、大量生産・大量消
費が当たり前だった時代を「オールドノー
マル」、そして、リーマンショック、東日本
大震災以降の新しい消費の時代を「ニュー
ノーマル」ととらえ、特に、震災後、所得
の向上が望めないという前提で賢く消費す
る技術を高め、生活の中身を変えて幸福度
向上を目指す新たな消費スタイルが定着し
てきたことに注目しています。
　最近では、アベノミクスの効果もあり、

価格が少し高めの商品が売れるようになっ
ていますが、これは、単に低価格を追求す
るだけではなく、本当に必要なものには支
出を惜しまないという「賢い消費」、つまり
「ニューノーマル消費」が進展したことによ
るものと分析できるのではないでしょうか。
　そうしたニューノーマル時代において、
生活者の変化の潮流と広がるビジネスチャ
ンスをとらえるため、2011年8月より国内
最大規模の生活者情報データベースサービ
ス「生活者市場予測システム（mif：Market 

Intelligence & Forecast）」の提供を開始
し、現在700社を超える企業の皆様にご利
用いただいています。

　世代を超えた日本人の変化は、いたると
ころに現れています。今、戦後最大の価値
観のパラダイムシフトが起きているのです。
あらゆる業界において、今後のマーケティ
ング活動はこの大きな変化を捉えることな
しには進まないといっても過言ではないで
しょう。
　企業においては、自社の顧客だけでなく、
生活者全体に視点を広げ、その生活者が本
当に求めているものをとらえて、商品・サ
ービス開発を行うことが一層求められる時
代になっています。
　「生活者市場予測システム」は、こうした
生活者の理解に有用なデータベースと考え
ています。今後も、サービスの充実を図っ
て参りますので、引き続き、多くの皆様に
ご利用頂けますと幸甚です。

今まさに起きている変化の潮流

「ニューノーマル」消費が台頭

生活者理解が一層求められる時代に

三菱総合研究所
常務執行役員

千葉 勇

消費トレンドの変化を丸ごとキャッチ
〈mifファクトブック〉

最新マーケットトレンドを先駆けて把握
〈mifセミナー／mif研究会〉

〈mif活用研修／MROC活用研修〉
mifの初歩から実践的な活用方法までを解説



S
e

rv
ic

e
 G

u
id

e

　会員企業はWebを介してデータベースにアクセスし、
集計することができます。データベースを利用すること
により、新規商品のターゲット層、特定商品のユーザー
層など、生活者についての知りたい情報を詳細に分析す
ることができます。2011年から今年度までの時系列変化
を分析することも可能です。

　mifでは価値観、生活行動、消費
行動などの生活者情報をシングルソ
ースで提供します。20歳から69歳
までの30,000人のサンプル、約
2,000設問からなる日本最大規模の
生活者定点調査（Web調査）です。
　2011年6月に第1回調査を実施し
て以来、毎年6月に実査を行ってお
り、今年で4回目となります。4年分
のデータにより生活者の意識変化を
捉えることが可能です。

＊1　性・年代別・地域別インターネット利用人口の構成比に合わせて割付します。
＊2　設問項目・設問数は予告なく変更することがあります。

1 個人属性、世帯属性／71問
2 所得（個人、世帯）／7問
3 資産・負債（個人、世帯）／13問
4 社会・経済・技術環境の認識／6問
5 政策評価（30政策）／30問
6 生活価値観(27項目）・暮らし向き／56問
7 所属団体・友人／27問
8 分野別生活時間（9区分×平日・休日）／16問
9 分野別ライフスタイル
 （食、飲酒、ソフトドリンクなどの飲料、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、老後〈リタイヤ〉、
 情報リテラシー・通信、エコ、金融〈銀行、保険、証券等〉、
 移動行動、ギフトの19分野）／1,033問
10 生活満足度（14分野）／21問
11 メディア接触（ネット、テレビ、新聞、雑誌） ／54問
12 買い物行動（28流通チャネル）／114問
13 分野別消費行動・イノベータ・オピニオンリーダ度／61問
14 商品・サービスの保有・利用（63品目）／256問
15 新商品・新サービスの購入意向（38品目）／200問

主な設問項目と設問数＊2

Web集計サービスの多彩な集計機能により、分析をサポート約2,000の設問の国内最大級の2つのパネルを用意

知りたい特定ターゲットのプロファイルをまとめて
クロス集計し、検証することができます。

【プロファイル集計】

集計結果を日本地図上に落とし込んで、
地理的特性をビジュアルに表示します。

【マップ集計】

決定木手法を用い、基準となる変数（ブランド採用等）を
さまざまな説明変数で自動的にセグメンテーションを行います。

【セグメント分析】

全問（約2,000問）との一括クロス集計で、
幅広い分野から関係性の高い項目を抽出します。

【バッチ集計】
全ての項目間のクロス集計を瞬時に実施します。
4重クロス集計まで可能です。

【クロス集計】

●調査地域：全国47都道府県
●調査対象：20歳以上69歳以下の
　男女インターネット利用者＊1

●有効サンプル数：30,000
●調査方法：Web調査
●調査時期：毎年6月
　※2014年6月実施で4回目
●設問数：約2,000問

調査概要生活者30,000人を対象とした
アンケートパネル

　mifプラチナは老後を意識し始め
る50歳から80歳代までの15,000

サンプル、約2,000設問からなる日
本最大規模のシニア生活者定点調査
（Web調査）です。質問項目はmif

と同様です。2012年6月に第1回調
査を実施して以来、毎年6月に実査
を行い、今年で3回目となります。

●調査地域：全国47都道府県
●調査対象：50～80歳代の
　男女インターネット利用者
●有効サンプル数：15,000
●調査方法：Web調査
●調査時期：毎年6月
　※2014年6月実施で3回目
●設問数：約2,000問

調査概要50歳以上のシニアを
対象としたアンケートパネル

〈アンケートパネルサービス〉
知りたい生活者データを詳細分析1

Web集計サービスで利用可能な機能

集計・分析例

mifは属性データがいろい
ろとあるので分析しやすい。
シングル、DINKS等属性別
にライフスタイルの把握を
行っており、仮説を検討す
るのに非常に役立っている。
（化粧品メーカー）

全国 30,000人という大規
模調査なので、全国様々な
エリアからリクエストのあ
った情報について、的確に
情報を返すことができる。
（食品会社）

様々なライフスタイルについ
て、現状と今後の意向の差を
比較することで潜在需要が把
握できるので、新規商品の開
発方針の検討に大いに役立っ
ている。（金融機関）

mif利 用 者 の 声

※中国の生活者30,000人を対象としたアンケートパネルサービスもあります。P.19をご参照ください。 54
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　MROC（Marketing Research 

Online Communities）は、ネット
上のリサーチ専用のコミュニティに
数十名から数百名の生活者を集め、
掲示板、ブログなどのソーシャルメ
ディアを活用して議論・意見交換を

していただき、市場創造に役立つイ
ンサイトを抽出する手法です。コミ
ュニティ運営事務局が参加者同士の
議論を活性化します。
　mifでは、国内初の常設型MROC

を設置しました。女性（200名）とシ

　MROCパネルサービスでは、三
菱総合研究所が独自に開発した
MROCプラットフォーム「L

リスナー

istnr」
を利用します。議論内容は、Webブ

ラウザから簡単に検索・閲覧するこ
とができますので、最新の生の情報
が得られ、さまざまなインサイトを
抽出できます。

ニア（300名）が食・住・ファッショ
ンなど、さまざまな生活分野に関し
発言・議論し、すでに合計で約25

万件（2014年1月現在）の発言が蓄
積され、毎月約1万件が追加されて
います。

MROCはソーシャルメディア活用による、生活者理解の最新手法 国内最新鋭のMROCプラットフォームで的確・円滑にインサイトを抽出

MROCのメリット

地理的・時間的制約な
く参加者を集められる。
また、参加者はいつで
もどこからでも参加で
きる

1
長期間かつ匿名で行う
ため、生活に根差した
ホンネの情報や実態か
らインサイトを把握で
きる

2
参加者の態度変容が観
察でき、その要因を探
ることから、態度・行
動を変えるスイッチを
明らかにできる

3
製品アイデアの開発か
ら、コンセプト診断ま
で、生活者との対話を
通じて実施することが
できる

4

アンケート

デプス
インタビュー

掲示板写真の
アップロード

ブログ

投票
コミュニティ
運営事務局

（三菱総合研究所） 会員企業

〈MROCパネルサービス〉
生活者のリアルな生活実態・本音を捉える2

●参加者：20～70歳代の女性

●参加者数：約200名

●開始：2012年4月から

●発言数：約12万件（2014年1月現在）

●テーマ：衣・食・住・ライフイベント・季節の話題について

ディスカッション。食事・献立日記や買い物日記を実施。

女性リサーチコミュニティ

●参加者：50～80歳代の男女

●参加者数：約300名

●開始：2012年7月から

●発言数：約13万件（2014年1月現在）

●テーマ：衣・食・住・家族・金融などをディスカッション。

　お出かけ日記、外食日記、お散歩日記、お買い物日記も実施。

シニアリサーチコミュニティ

チャット

ネット上のリサーチコミュニティ

コミュニティの
議論を検索・閲覧

各種ツールで参加者のコミュニケーションを活発化

コミュニティツール
簡単な操作で生活者インサイトを抽出

管理者ツール

※中国の女性を対象としたMROCパネルサービスもあります。P.19をご参照ください。

※テーマは変更されることがあります。

毎月合計1万件の発言が追加。現在稼働している2つの国内最大規模のパネル

生活者
インサイトの抽出

さまざまな
手法で投げかけ、
議論を活性化

主要なキーワードを事前に登録。
自動的にカウントされる出現頻度
を、リアルタイムに把握できます。

インデックス
コミュニティ内の議論内容は、
いつでもキーワードで検索し
閲覧することができます。

検索

「Listnr」の基本ツール。
特定のテーマについて
参加者が意見交換を行
う場です。

掲示板

興味深い発言の多い参加者に、デ
プスインタビュー（パラレル・デ
プスインタビュー）が可能です。

詳細面接

定性だけでなく、コミ
ュニティ内で投票やア
ンケートなど定量的手
法での調査を実施する
ことができます。

投票・
アンケート

特定の掲示板における
キーワードを抽出、他
のキーワードとの関連
性をグラフィック表示
することができます。

キーワード
グラフ参加者が日々の行動を

日記形式で記録。リア
ルな生活実態から商
品・サービス開発のヒ
ントを得ます。

日記・ブログ

膨大な発言の中から、インサ
イトを抽出。効率的に確認や
分析を行うことができます。
（特許出願中）

インサイト抽出

参加者同士の関係性が
グラフィック表示され、
影響力の高い参加者を
知ることができます。

ソーシャル
グラフ

発言者のアイコンを
クリックすると属性
が表示されるため、
発言者の背景を把握
しながら議論の内容
が理解できる

写真もアップロード
されるため、ナマの
生活実態を把握する
ことができる

インサイトに当たる
部分を抽出してマー
キング。抽出したテ
キストデータの編集
なども可能

76
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〈バリュープラスサービス〉
自社ブランドの市場での課題を把握・解決3

　マーケティング課題の解決を図る
ため、貴社が設定したテーマに基づ
き、常設している女性リサーチコミ
ュニティ、シニアリサーチコミュニ
ティにおいて、ディスカッションを
行います。安価かつ迅速に情報の収
集と分析を行うことが可能です。
　また、MROCパネル会員の場合、
過去の発言を閲覧できるため、
MROCを実施する際に適切なテー
マ設定が可能となります。

　追加調査をすることでアンケートパネ
ルに含まれている消費行動、生活行動と
紐付けた分析ができます。
　貴社が求める「自社顧客の市場での位
置づけ」「未利用者とその理由把握」「新商
品アイデアのニーズを確認」「広告効果の
測定」などを迅速に、高クオリティかつ
低コストで把握できます。
　2014年度より、2,000問ローデータサ
ービスを開始しました。追加調査回答者
の2,000問の回答結果を利用した様々な
分析が可能となります。

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

 43 112 152  188 226 262 298 332 366 398 

 48 136 180  220 260 300 340 376 412 446 

 53 160 206  252 296 338 378 418 456 492 

 58 184 236  282 330 378 420 464 504 544 

 69 220 278  334 388 440 490 540 586 628 

 79 254 322  384 446 504 560 614 666 714 

 86 282 354  422 486 550 610 670 724 776 

 95 316 398  470 542 612 676 740 800 858 

 105 352 440  520 598 674 744 814 876 938 

 110 374 466  548 630 710 782 854 920 984 

 156 542 668  784 894 1,004 1,104 1,202 1,290 1,376 

 201 708 872  1,018 1,160 1,298 1,424 1,548 1,658 1,768 

 236 846 1,034  1,204 1,368 1,528 1,672 1,814 1,942 2,068 

 279 1,006 1,230  1,430 1,620 1,810 1,980 2,146 2,294 2,442 

 304 1,126 1,368  1,586 1,794 1,998 2,184 2,366 2,526 2,686 

 346 1,282 1,554  1,802 2,036 2,268 2,474 2,682 2,862 3,042 

 363 1,384 1,672  1,930 2,176 2,420 2,636 2,852 3,042 3,230 

 401 1,532 1,850  2,136 2,406 2,676 2,914 3,152 3,360 3,568 

 447 1,760 2,112  2,428 2,730 3,030 3,294 3,560 3,790 4,020 

 519 2,046 2,454  2,820 3,168 3,514 3,820 4,124 4,392 4,656 

 550 2,238 2,670  3,058 3,424 3,790 4,114 4,436 4,716 4,996 

 598 2,470 2,938  3,360 3,758 4,154 4,506 4,856 5,160 5,464 

 610 2,620 3,100  3,530 3,936 4,342 4,700 5,060 5,370 5,678 

 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

バリュープラスWeb調査 バリュープラスMROC調査

※事前調査、グループインタビューのリクルーティング調査、特殊な設問形式も可能です。詳細は事務局までご相談ください。2,000問ローデータの費用を含まない価格です。

回収
サンプル数

設問数

単位：1,000円（税別）バリュープラスWeb調査の価格表

【調査の流れ】

●価格：5問100票：4.3万円～（税別）
　※詳細は下記の価格表をご参照ください。
●納品物：ローデータ（追加質問）、単純集計表、

EXCEL形式で納品
●集計サービス：追加質問・アンケートパネルと
の各種集計がWeb集計サービスで利用可能

●2,000問ローデータ：価格：600円×票数
（税別）。最大1万サンプルまで提供可能。

生活者30,000人、シニア15,000
人に対する追加アンケート調査を
実施します。Web集計サービスに
より、追加質問項目とアンケート
パネル質問項目との集計・分析が
可能です。

【Web調査】

サービス内容

掲示板を開設し、ディスカッション内容（発言
録）を提供します。

●価格：50万円（税別）／ 1掲示板～
●掲示板開設期間：2週間開設
●対象：女性リサーチコミュニティまたは
　　　　シニアリサーチコミュニティ
●納品物：発言録、発言録要点まとめ

【クイックサービス】

※詳細は事務局までお問い合わせください。

●価格（例）：50名・1カ月／
　　　　　　207.7万円（税別）～

貴社のご要望に応じたMROCの構築・運営
を行います。お気軽にご相談ください。

【専用MROCの構築】

ワークショップなどの手法を効果的に組み合
わせた作成プロセスで、生活全体のトータル
な意識・行動を付記した「スーパーペルソナ」
と生活シーン別のペルソナを作成します。ユ
ーザーへの理解を深めながら、ソリューショ
ン案の設定・評価を行うことができ、革新的
商品・サービス開発に新たなアプローチを与
えます。

【ペルソナ作成支援】

●価格：
　100万円（税別）／ 1ワークショップ～
   （コーディネーター 2名派遣の場合）
●対象：女性リサーチコミュニティ
　　　　シニアリサーチコミュニティ
　　　　専用MROC

●納品物：ワークショップサマリー
※発見されたインサイトにもとに、
ソリューションの検討までを実施す
るサービスもあります。

発言録に基づき、貴社スタッフを対象とした
ワークショップを開催し、インサイトの抽出
を行います。弊社よりコーディネーターを派
遣します。

【ワークショップサービス】

サービス内容

※発見されたインサイトをもとに、ソリューションの
検討までを実施するサービスもあります。

98

「コミュニティガイド」
（調査内容、調査スケジュール）を作成

調査設計

コミュニティガイドに則り、コミュニティ・
マネジャーが運営。会員企業は
その様子を逐次閲覧することが可能

コミュニティの運営

発言録・発言要点まとめ納品

常設パネル

ワークショップサービス

専用パネル

専用MROC
サービス

クイック
サービス

MROC
パネル
会員登録

レポート作成
ワークショップで行われた議論などをもとに
ワークショップサマリーを作成

参加者リクルーティング
体制、リクルーティングの方法、インセンティブ、
個人情報規定、利用者規約を決定。
スクリーニング調査を行い、コミュニティに誘導

ワークショップ
発言録をもとに三菱総研から派遣した
コーディネーターとともにワークショップを行い、
インサイトを抽出

1

2

32

43

11

2

※クイックサービスのご利用には、
　MROCパネル会員への
　お申込みが必要となります。
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〈mif活用研修／MROC活用研修〉
mifの初歩から実践的な活用方法までを解説4 〈mifファクトブック〉

消費トレンドの変化を丸ごとキャッチ5

　実際に当社の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活用研修」（無料）を開催い
たします。
　今年度から機能の利用方法を中心とした基礎コース、
ワークショップ形式で活用方法を体験いただける応用コ
ースを設けています。

　『mifファクトブック 2015』は、
2014年 6月調査の主な調査結果から
読み取れる最新の消費トレンドをコ
ンパクトに取りまとめたレポートで

す。暮らし向き、生活行動・消費行
動の変化、商品・サービスの保有・
利用、消費トレンド等を分析してい
ます。

mif活用研修 mifでの調査結果のポイントをレポート形式に凝縮

　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活用研修」
（無料）を開催いたします。
　MROCの概要や利用方法を中心
に解説する基礎コース、ワークショ
ップ形式で実際の活用方法を体験い
ただける応用コースを設けています。

MROC活用研修

MROCの概要や活用事例の紹介から、実施
方法・活用方法までについて、弊社開発の
MROCプラットフォーム「Listnr」を利用しな
がら解説します。（毎月開催）

【基礎コース】

基本的な単純集計・クロス集計から、応用的
な機能まで、Web集計サービスの利用方法を
ご説明します。（毎月開催）

【基礎コース】

MROCを活用して、マーケティングに関す
る課題を分析し、プレゼンを行うまでの一連
の流れを体験いただく、ワークショップを行
います。（年4回開催予定）

【応用コース】

Web集計サービスを活用して、マーケティ
ングに関する課題を分析し、プレゼンテーシ
ョン資料にとりまとめるまでの一連の流れを
体験いただく、ワークショプを行います。（年
2回開催）

【応用コース】

研 修 参 加 者 の 声

●発行予定：2014年12月
●形態：A4版・100頁・オールカラー
●価格：10万円（税別）
　※通常会員、パッケージ会員は無料

mif

ファクト
ブック

2014を

無料進呈
!

mifファクトブック
2015〈2014年12月発行予定〉

　『mifファクトブック2014』は、
2011～ 2013年の調査結果を取りま
とめたものです。分析・予測編、フ
ァクト編から構成される、全100ペ
ージに及ぶ内容となっています。

mifファクトブック
2014〈2013年12月刊〉

●震災後3年間の生活者変化を読む
3年分の調査結果から、震災後の生活者変化の
トレンドを読み解き、分析結果を「暮らし向き」
「生活者」「価値観・ライフスタイル」という3つ
の観点からまとめています。

【分析・予測編】

●暮らし向き
「日本の社会の先行きに対する認識」「日本人の
生活価値観」についてとりまとめています。
●ライフスタイル
「食」「住」「健康」など各ライフスタイル分野の
398項目について、2013年の最新データに基づ
き、実施状況と実施意向の変化を分析した結果
を整理しています。
●商品・消費行動
28の流通チャネルについて店舗の利用状況、
101品目の商品・サービスの保有・利用状況、
購入・利用意向についてとりまとめました。

【ファクト編】

●発行：2013年12月
●形態：A4版・100頁・オールカラー
●価格：10万円（税別）

※2014年6月末までに
　通常会員、パッケージ会員に
　お申し込みされた方には、
　mifファクトブック2014を
　無料で進呈いたします。

インサイト発言で納得感
があるものや、新鮮なも
のに触れることができた。
（保険会社）

グループによってまとめ方
が色々あり、同じ資料を元
に違う結果が出てきて興味
深かった。（食品会社）

MROCの優位性を認識した。
また、製品につながるキーイ
ンサイトを抽出するという大
変貴重な体験ができた。 社内
に持ち帰り、MROC、インサ
イト抽出の進め方を共有した
い。（食品会社）
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※2014年度のセミナー予定は別途ご案内いたします。
※セミナーの回数は、2011年のサービス開始時点からの通算回数を示しています。

第19回セミナー 2013年4月24日（水）
14：30～17：30

●「“行動×嗜好”起点の個客マーケティング最適化」
　弊社 未来情報解析センター 主任研究員 伊藤友博
●「共通ポイントプログラムが主導するIDマーケティングの世界」
　株式会社ロイヤリティ マーケティング IDマーケティング事業本部 本部長 澤田伸氏、
　同 リサーチ事業ユニットマネージャー代行 篠田悟氏

第20回セミナー 2013年5月17日（水）
13：30～16：30

●「なぜ、あの会社は顧客満足が高いのか オーナーシップによる顧客価値の創造」
　武蔵大学 経済学部 教授 黒岩健一郎氏
●「“お客さまの声”が会社を変える～お客さまの声活用のツボとワナ～」
　弊社 戦略コンサルティング本部 主席研究員 稲垣公雄

第21回セミナー 2013年6月5日（水）
13：30～16：30

●「CMOの役割・必要性とマーケティング人材育成の重要性について～CMOとCIO～」
　一橋大学 商学研究科 教授 神岡太郎氏
●「今、CMOが必要な理由について～コンサルティング業務の事例より～」
　弊社 未来情報解析センター 主席研究員 木田幹久

第22回セミナー 2013年7月31日（水）
13：30～16：30

●「消費者理解の深化がマーケティングを変える」　弊社 経営コンサルティング本部 主席研究員 木村 孝
●「ブランド・マネジメントの新展開」　株式会社博報堂コンサルティング 代表取締役社長 首藤明敏氏

第23回セミナー 2013年8月23日（金）
14：30～17：30

●「ライフコースで女性マーケットを読み解く」　弊社 関西センター 主任研究員 本田えり子
●「日本人はこれから何を買うのか?」　カルチャースタディーズ研究所 代表 三浦展氏

第24回セミナー 2013年10月9日（水）
13：30～15：40

●「顧客経験とペルソナ」　株式会社大伸社 取締役m.c.t.事業部長 白根英昭氏
●「MROCを活用したペルソナ作成」　弊社 事業予測情報センター 主任研究員 片岡敏彦

第25回セミナー 2013年12月2日（月）
13：30～16：30

●「需要創造のカギは“これがいい”消費～消費者との意識ギャップを埋める～」
　弊社 経営コンサルティング本部 主任研究員 宮崎 要
●「世界の経営学者は“イノベーション”に何を求めているのか」
　早稲田大学大学院（ビジネススクール）准教授 入山章栄氏

第26回セミナー 2014年1月16日（木）
13：30～16：30

●「データサイエンティスト データ分析で会社を動かす知的仕事人」
　データセクション株式会社 取締役会長 橋本大也氏
●「内外経済の展望～注目すべき10のポイント～」
　弊社 政策・経済研究センター 主席研究員（チーフエコノミスト） 武田洋子

〈mifセミナー／mif研究会〉
最新マーケットトレンドを先駆けて把握6

　最新マーケットトレンドに関する
セミナー（無料）を毎月1回のペース
で開催しています。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に、事業の背
景や展望、成功へのポイント等をお
話しいただく予定です。
　その他、「オープニングセミナー」
「mifフォーラム」をそれぞれ年1回
開催しています。

　mifでは、変化の時代の新しい消費を読み解くため、
2011年度から研究会を開催しています。本研究会は、
さまざまな業種の会員企業が参加され、会員の業界を越
えたネットワークづくりの場としてもご活用いただいて
おります。2014年度は、「第3期女性ライフコース・マー
ケティング研究会」と「シニア消費研究会（仮称）」を開催
する予定です。

mifセミナー mif研究会～ニューノーマル消費研究会

mifセミナー 
2013年度実績

mif研究会 
2014年度開催予定
第3期女性ライフコース・
マーケティング研究会

1956年生まれ。1983年一橋大学大学院商学研
究科博士課程修了。同大学商学部助手、関西学
院大学商学部専任講師、助教授を経て、95年よ
り学習院大学経済学部経営学科教授。日本消費
者行動研究会・学会誌『消費者行動研究』編集長。
日本マーケティング学会ジャーナル担当理事。
専門は流通・マーケティング論（特に、消費者
行動分析およびブランド論）。

青木幸弘学習院大学 教授座長●

研 究 会 参 加 者 の 声

●期間：2014年5月～9月（予定）
●参加費：有料。別途お知らせします

シニア消費研究会（仮称）

●期間：2014年11月～2015年3月（予定）
●参加費：有料。別途お知らせします

ライフコースを軸にした
分析で、女性の消費行動
をより深く把握すること
ができた。（金融会社）

異業種の方々との交流は
新しい発見がある。まと
めるコツがよくわかった。
（流通会社）

理論や手法を学べるだけ
でなく、ネットワーキン
グにも役立つ貴重な研修
の場となりました。
（食品会社）

　2020年に向けて、女性の生き方
・暮らし方はどう変化し、企業のマ
ーケティング活動にどのような影響
を及ぼすか。本研究会では、起こり
うる未来の事業環境を、「ライフコー
ス」視点で、複数のシナリオに整理
し、多様化する女性の消費の方向性
を読み解き、新たなマーケティング
戦略のあり方を探ります。

　団塊世代も本格リタイアを迎え、
ますます注目を集めるのがシニア消
費。いまやシニアは日本の消費を牽
引しています。本研究会では「mif

プラチナ」を活用しながら、難しい
といわれているシニア消費獲得のカ
ギを読み解きます。
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マーケティング人材の育成は、マーケティング活
動を円滑に遂行していくために不可欠な課題です。
研修の場でもmifを活用することで、データに基
づいた具体性の高い研修プログラムを実施するこ
とができます。

マーケティング人材の育成
研修プログラムでの活用
データに立脚した

  仮説設定のできる人材を育成

顧客に注目してもらう提案書やパンフレットを作
成するには、具体的なデータを記載することが必
要です。mifを利用することで顧客に納得してい
ただけるような、さまざまなデータを活用するこ
とができます。

提案営業力の強化
提案書、パンフレットでのデータ活用。
内容の充実化

複数の部署で別々に行われている社内調査をmif
に統合することで、効率的な調査データ蓄積と、
それによる深い顧客理解が可能になります。

リサーチプラットフォーム
複数の社内調査の統合化

マーケティング戦略推進の基本は顧客を知ること
です。mifを利用すれば、既存顧客はもとより、
新規顧客、潜在顧客のプロファイルを約2,000問
のアンケート調査結果により把握することができ
ます。自社にとってどのような生活者が優良顧客
なのか、絞り込むことができます。

マーケティング戦略推進
既存顧客深耕、新規顧客開拓戦略検討
優良セグメント絞り込み

刻々と変わる社会経済情勢の中で経営トップが適
切な経営判断を行うためには、必要な情報を必要
な時に入手できることが重要です。mifは幅広い
分野のデータを収集し、検索も自由に行えるので、
経営トップのさまざまなご要望にお応えすること
ができます。

経営トップへの
レポーティング・システム
経営判断に資するデータを素早く提供

マーケティング会議のうち、6～ 7割は事実確認
に費やされているとも言われています。会議の場
にmifを導入することで、スムーズな事実確認が
実現でき、効率化を促進します。

マーケティング会議の
効率化
共通データを利用することによる
 計画策定プロセスの効率化

自社の確実な成長のためには、自社の現在の立ち
位置や変化を的確に捉えていることが重要です。
mifの活用でブランド認知度やマーケットシェア、
顧客満足度など自社の立ち位置を表すデータを定
期的に収集することができ、その背景についての
分析も可能です。

トレンドダッシュボード
ブランド認知、マーケットシェア、
顧客満足度把握

自社保有データとmifデータを紐付けることで、
購入履歴情報だけでなく、購買行動全体や価値
観・ライフスタイルまで、ロイヤルカスタマーの
プロファイルを詳細に把握することができます。
さらに常設型MROCにより、ロイヤルカスタマ
ーと直接対話のできるコミュニティの形成も可能
になります。

ロイヤルカスタマーの育成
自社データとの連動による
　ロイヤルカスタマーのプロファイル把握
常設型MROCで
 ロイヤルカスタマーコミュニティ形成

〈mifコンサルパッケージ〉
mif活用を多角的にサポート7 4

1

2

3
6

5

7

8
mifが提供するサービスは、ニューノーマル消費を洞察し、営業力の強化、
会議の効率化、人材の育成などマーケティング活動全体をバックアップします。
さらに、今年度からmifデータとコンサルティングサービスをセットにした
〈mifコンサルパッケージ〉を開発、mif活用を多角的にサポートします。
詳細は別添の商品リーフレットをご参照ください。

さまざまなmif活用シーン
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マーケティング人材
育成

マーケティング戦略推進

提案営業力強化 トレンドダッシュボード

経営トップへの
レポーティング・システム

マーケティング会議の
効率化

ロイヤルカスタマーの
育成

リサーチプラットフォーム

mif活用事例

1 5

3 7

2 6

4 8

mifを活用したマーケティング人材育成
食品会社A社では、mifが提供する研究会に参加し、マ
ーケティング人材を育成しています。研究会でのレク
チャーやワークショップを通じて、マーケティング分
析の視点やMROC等の市場分析手法を実践的に習得。
その知識やノウハウをマーケティング業務に役立てて
います。

新規顧客の開拓
通信会社E社はこれまで情報が不足していた「ノン・
カスタマー（非顧客層）」をmifで体系的に分析。現在
の顧客の周辺に広がる未開拓市場の全体像と対応方針
を作成しました。結果を踏まえ、新規顧客開拓キャン
ペーンを展開。キャンペーン前後の意識変化をmifで
捕捉し、次のキャンペーンにつなげています。

説得力のある企画書作成 ブランド力評価のためのKPI収集
トイレタリーメーカーG社は、バリュープラスWeb
調査で、定期的に利用ブランド、利用における満足度
を調査し、自社のマーケットシェアや自社ユーザのプ
ロファイルを分析しています。さらに、ブランドチェ
ンジを行ったユーザのプロファイルを精査し、自社の
マーケティング戦略の評価分析を行い、今後のブラン
ド戦略立案に役立てています。

経営判断に資するデータを素早く提供
電機メーカーB社では、経営トップから求められるマ
ーケティング課題へのレポーティングを、mifのWeb
集計サービス、MROCを用いて作成しています。定
量情報はmif3万人調査がカバーする約2,000の設問
から、定性情報は女性・シニアのMROCコミュニテ
ィの発言から、知りたい情報を迅速に収集しています。

立案仮説を素早く検証
広告会社F社は、顧客に新規サービスの提案を行うた
めの会議を行い、提案サービスの利用者プロファイル
に関する仮説を立案しました。その仮説の検証を
MROCクイックサービスを用いて短期間で行うとと
もに、ブラッシュアップを行いました。その結果、1
週間ほどで企画書を作成し、提案を成功させました。

ユーザープロファイルの把握
保険会社D社は、特約店を介した保険販売を主業務と
しています。従来は特約店からの情報に頼った営業戦
略を展開していましたが、真の顧客の声をmifバリュ
ープラスWeb調査で把握。ロイヤルカスタマーのプ
ロファイル、自社商品の強みを競合商品と対比して分
析し、ロイヤルカスタマー育成策を立案しています。

社内共通のリサーチプラットフォーム構築
食品会社H社は、バリュープラスWeb調査で自社製
品の利用状況を調査し、自社のマーケットシェアや自
社ユーザーのプロファイルを分析しています。同時に
約300名の消費者からなる自社専用MROCコミュニ
ティを設置し、ユーザーの意見をリスニングしながら
新商品開発につなげています。どちらも社内に開放し、
リサーチプラットフォームとして活用しています。

MROC MROC研究会 Web集計

分析Web集計

分析

Web集計 追加調査 分析追加調査

追加調査 クイックサービス

追加調査 専用コミュニティ

必要な地域の生活者情報を、ピンポイントに取得できる。 性別・年齢・趣味・嗜好など、ユーザーの人物像を明確化。 マーケティングの気づきにつながるデータを定期的に収集。 ターゲット層のユーザーを集めて、効果的なリスニングを実現。

ノン・カスタマーからの認知度、利用意向などの分析が可能。三菱総合研究所が蓄積してきた知見に基づくプログラムを実施。

建材メーカーC社は、BtoB型の営業展開を行ってい
ましたが、競合他社との競争に勝ち残っていくために
は生活者のニーズを把握し、ニーズに応える商品を提
案していくことが必要との認識に至りました。その対
策として、mif調査結果を地域別に分析、提案書にそ
の結果を掲載し、自社商品の必要性を訴求する営業活
動を展開中です。

様々な統計資料から探していたデータも、PC上で素早く検索。 生活者の生の声も、MROCから簡単に拾える。
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2014年度会員区分

1. 通常会員 ●会員数の推移

●新しい市場開拓に向けて〈mifチャイナ〉のおしらせ

●会員の業種構成

3. 無料会員

登録料無料

2. パッケージ会員

［会員期間］2014年4月1日～2015年3月31日

※1 年間一括以外のお支払方法をご希望の場合は、事務局
までご相談ください。

※2 単年度データとは、最新年度の調査結果のみ利用でき
るサービスです。2014年8月までは2013年調査結果
が利用でき、2014年9月から2014年調査結果が利用
できます。

※3 IDとパスワードは、100名以下の組織内で共有できま
す。ただし、同時に利用できるのは1名のみです。
MROCパネル会員の場合、IDとパスワードは登録いた
だいた方のみの利用となります。

※4 mifとmifプラチナの両経年データは40万円の追加費用でご利用できます。
※5 10問1,000票を超える規模のWeb調査を無料分として行う場合、差額を別途ご負担ください。
※6 5問23,000票の調査は、貴社ブランドや競合ブランドの利用状況などの把握にご利用ください。

この調査でブランド利用状況を把握することで、貴社ユーザー、他社ユーザーのプロファイル分
析ができます。なお、回収サンプル数は見込みで下回ることもあります。

※7 お得額＝（通常会員がオプション価格で購入した場合の支払総額）ー（会費）

① 「mif活用研修」「MROC活用研修」（各無料）、「mifセミナー」（年10回・先着順・無料）が受講可能（セミナーは1IDにつき1名参加可能〈代理可〉です）。
 ただし、「通常会員」「パッケージ会員」の参加を優先いたしますので、満席の際はお断りする場合があります。
② 「mif研究会」は別途ご案内します（参加費用が必要）。
③ 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があります。
④ その他のサービスは別途料金で利用可能。

通常会員に準じます。

「アンケートパネル会員（mifまたはmifプラチナの経年データ）」と
「バリュープラスWeb調査」がセットになったお得なプランです。

●会員特典

アンケートパネル mif会員

シルバー会員

30万円 50万円

20万円 15万円 10万円単年度データ（30万円／年）

10問、1,000票（37.4万円／回） 5問、23,000票（120万円／回）

mifまたは
mifプラチナの
経年データが

ご利用できます※4

mifプラチナ会員

ゴールド会員

30万円

経年度データ（50万円／年） 30万円 25万円 10万円

50万円

MROCパネル 女性パネル会員

ダイヤモンド会員

20万円 ̶

シニアパネル会員 20万円 ̶

̶

̶

会員区分※1

会員区分

単年度データ※2

会費／年

アンケートパネル
バリュープラスWeb調査

80万円 7.4万円

67万円

219万円

1回無料※5

1回無料※6

5回無料※5

10回無料※5

210万円

500万円

会費／年 お得額※7

経年データ
会費／年

1

1

1

1

ID数※3

1

2

5

ID数

アンケートパネル2種類、MROCパネル2種類の会員区分のうち、2種類以上
の会員区分に同時にお申し込みを頂いた方には、会費総額（消費税抜き）から
10％の割引を適用いたします。

 1月加入 2月加入 3月加入●2015年1月以降の割引

●2014年12月までの割引

●会員特典

●会員特典

tel: 03-6705-6086　e-mail: mif@mri.co.jp　fax: 03-5157-2159　〒100-8141 東京都千代田区永田町2-10-3
三菱総合研究所 「生活者市場予測システム（mif）」事務局

※サービスの提供開始は2011年8月末別途、消費税がかかります

別途、消費税がかかります

※2014年1月末現在

お問い合わせ先

① 「mif活用研修」「MROC活用研修」（各無料）を優先的に受講可能。
② 「mifファクトブック2015」（定価10万円）を1IDあたり1冊無料進呈。
③ 「mifセミナー」（年10回・先着順・無料）を優先的に受講可能。
 セミナーは1IDにつき1名参加可能（代理可）です。
④ 「mif研究会」は別途ご案内します（参加費用が必要）。
⑤ 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があります。
⑥ アンケートパネル会員は「バリュープラスWeb調査」が別途料金にて利用可能です。
⑦ MROCパネル会員は「バリュープラスMROC調査」が別途料金にて利用可能です。

●お申し込み方法

http://mif.mri.co.jp/

〈初めての方は〉
mifのWebサイトにアクセスしていただき、
「初めての方はこちら（ 1 ）」から、会員登録してください。

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。
その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。
このたび、三菱総合研究所では、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〈mifチャイナ〉をご用意いたしました。
詳細につきましては下記アドレスよりパンフレットのダウンロードが可能です。
⇒http://mif.mri.co.jp/china

〈2013年度mif会員の方は〉
mifのWebサイトにログイン（ 2 ）後、
「会員メニュー」から、お申し込みください。

流通13% 情報通信10%

金融・保険10% 製造業33%その他10%

サービス23%

1 2

2011年 
9月末

2012年 
1月末

2013年 
1月末

2014年 
1月末

365名

564名

894名

1,267名

1918


