発刊物/発刊予定物案内

インターウォッチ 2016 年発刊物/発刊予定物のご案内
マンスリー情報提供サービス
月刊「プリンタウォッチャー」…………… 年会費 ¥５００，０００−（税別）
月

額

￥５０，０００−（税別）

毎月 ２５日刊行
＝レーザー、インクジェットをはじめとする各種プリンタの月別出荷動向をはじめ、今後
リリースされると考えられる新製品情報、新聞などでは発表されていないプリンタ及び関
連部材情報、ディーラーによる販売情報などをマンスリーで提供。また海外展示会をはじ
めとするプリンタ関連の特集レポートも毎月実施。レポートの提供のほか関連業界におけ
る個別質問サービスもパッケージとした総合情報サービスレポート＝

マンスリー情報提供サービス
月刊「MFP ウォッチャー」…………… 年会費 ¥７５０，０００−（税別）
毎月 ２８日発刊
＝カラーMFP/PPC の国内市場における主要モデル別月別販売台数調査をはじめ、モノクロ
MFP/PPC の四半期別スピード別シェア、拠点別生産台数を調査。MFP（主として PPC ベ
ース、LBP ベースの製品）及び同消耗品、部材など新聞などでは発表されていない情報をマ
ンスリーで提供。海外展示会をはじめ、各社プライベートショウなどのレポートも毎月実
施。また、レポートの提供のほか MFP に関わる情報についての個別質問サービスもパッ
ケージとした総合情報サービスレポート＝

「2016 年版

プリンタ/コピー機用消耗品、海外展示会会員レポート」

1 ヶ所：¥480,000 2 ヶ所：¥920,000 3 ヶ所：¥1,350,000 4 ヶ所：¥1,720,000（税別）
＝展示会レポートには、展示会の情報だけでなく、モスクワ、インドや珠海、サンパウロなど開催都市周辺
の量販店における消耗品（コンパチ品、再生品）の販売動向などをヒアリングした内容も掲載する＝

1
2
3
4

展示会名
Reindia Expo 2016
Business Inform 2016
Reciclamais South American
Expo 2016
Remax Asia Expo 2016

開催期間

開催場所

2月
5月

インド・ムンバイ
ロシア・モスクワ

6月

ブラジル・サンパウロ

10 月

中国・珠海

インターウォッチ

発刊物/発刊予定物案内

≪2016 年マルチクライアントレポート発刊物及び発刊予定物≫
※価格は消費税別です

〜2015/16 年版全プリンタ/全 MFP 市場分析レポート〜
『新規参入加速で、競争が激化する全プリンタ/全複合機市場の現状と将来分析』
＝中国系、韓国系、さらには既存プリンタ系各社による A3MFP 参入 が相次ぐプリンタ/MFP
業界であるが、ここにきて少しずつではあるが、インクジェットが電子写真の領域にとっても
無視できない存在になりつつある。長年にわたる 永遠のライバル でもある電子写真とイン
クジェットは今後どのような勢力図を描いていくのか。メーカー/ベンダーの収益力向上のため
の製品本体の改善、アフター改善、開発・生産・販売・サポート等各体制の見直しなど、多岐
にわたる。今後、さらなるＭ＆Ａの加速も予測される中、プリンタ/MFP 業界のさらなる再編的
な動きも予感させている。メーカー/ベンダーのベンチマーク調査を通じて市場、業界の最新動
向を、全世界各地域別スピード・サイズ別、生産地別等多岐にわたる詳細な調査項目に基づき
調査分析。今後の市場の方向性を予測＝
2015 年 11 月発刊
定価 ￥４５０，０００−
〜2016 年版 高速オンデマンド商品総合分析レポート〜
『オンデマンド印刷機における地域別・アプリケーション別出荷動向と､その消耗品の商流/販売分析』
＝電子写真/インクジェットによるオンデマンド印刷機の市場は、印刷/出版業界、インプラント/
基幹系市場のみならず、写真業界や流通業界まで幅広く出荷が進んできた。今後はそういった各
業界においても、商業印刷ニーズやパッケージング印刷ニーズ、小ロット基幹系印刷ニーズなど
それぞれのニーズによって使用される消耗品種類やコスト、また前/後処理機のスペックや種類の
差別化が必要となってくる。同レポートにおいては、ハードウェアによる各地域別・商品別出荷
の他、アプリケーション別の出荷状況や後処理機の装着状況、また消耗品の使用量から価格まで
オンデマンド印刷機に関わるあらゆる方向性から市場の現状と将来性を調査・分析していくもの
である＝
2015 年 11 月発刊
定価 ￥６００，０００−

〜2015 年版電子写真消耗品市場動向マルチクライアントレポート〜
『全世界市場における感光体の生産動向調査』
2015 年 11 月発刊予定
定価 ¥４００，０００−
〜オフィス・プリンティングユーザー調査〜
『国内オフィス・プリンティング環境の利用実態調査・分析』
＝特定業種、業務を中心にエンドユーザーの使用環境の変化を調査＝
2015 年 12 月発刊予定
定価 ¥９００，０００−
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〜2015/16 年版〜
『グローバルでの地域別ドキュメントスキャナ市場動向調査・分析』
2015 年 11 月発刊予定
定価 ￥６００，０００−

〜2016 年版 インドのプリンタ/MFP 市場分析レポート〜
『プリンタ/MFP(新品/中古機別)のインドにおける販売戦略、消耗品戦略、市場現状と将来分析』
2015 年 12 月発刊予定
定価 ¥８００，０００−

〜2016 年版 インドのプロダクション市場(新品/中古機別) 市場分析レポート〜
『プロダクション機器(新品/中古機別)のインドにおける販売戦略､消耗品戦略､市場現状と将来分析』
2015 年 12 月発刊予定
定価 ¥８００，０００−

〜2016 年版デスクトップ型バーコード・ラベル/POS プリンタ市場分析レポート〜
『バーコード/ラベルプリンタ、及びミニプリンタと、同消耗品の市場動向』
2015 年 12 月発刊予定
¥ ６００，０００−

〜2015/2016 年版 グローバルカートリッジ市場分析レポート〜
トナー（一体型）カートリッジの〜海外市場／全世界市場編〜最新動向調査・分析
2015 年 12 月発刊予定
¥ ６００，０００−
〜2016 年版〜
『情報用紙の動向及び全世界における出力ボリュームの将来分析』
＝PPC/MFP、レーザープリンタ・FAX/MFP、インクジェットプリンタ/MFP の出力ボリュームを全
世界８地域に分けて分析する＝

2016 年 1 月発刊予定
定価 ¥６００，０００−
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〜2016 年版 電子写真消耗品市場動向〜
『全世界市場におけるトナーの生産動向調査』
＝全世界地域別トナー市場について、そのメーカー別、粉砕、重合/ケミカル別、モノクロ/カラー別といっ
た基本データを調査しながら、サードパーティの最新動向、中国はじめ海外業者の動向を詳細に調査。
一方で、低温定着対応の動向、コスト分析、各社事業戦略のポイントはどのようになっているのか等、今
後の方向性をレポート＝
2016 年 2 月発刊予定
定価 ¥６００，０００−

〜2016 年版 東南アジアのプリンタ/MFP 市場分析レポート〜
『プリンタ/MFP の東南アジア各国における販売戦略、消耗品戦略、市場現状と将来分析』
＝今後の成長エンジンとしての期待が高まる ASEAN 各国、特にミャンマー、ラオス、カンボジ
ア等実態が不明確な地域をも対象とし、他にも市場規模の大きいインドネシア、タイ、ベトナム
等各国の最新市場シェア、並びに販売チャネル動向、メーカー・ベンダー別最新販売動向、消耗
品販売動向、ディーラー動向、量販店の状況などを現地調査の上レポート・分析＝
2016 年 2 月発刊予定
定価 ￥８００，０００−

〜2016 年版インクジェットテクノロジ徹底研究・分析レポート〜
『産業用インクジェット関連商品市場とその将来性分析』
＝2015 年段階においてインクジェットヘッドを自社で開発/生産しているメーカーは、全世界で
約 15 社存在し、その全メーカーとも何らかの形で「産業用/商業用/工業用」といった業務カテゴ
リの市場へと参入している。その市場のすそ野は広く、メーカーによってはアプリケーションだ
けでも 200 カテゴリを越える分類を行っているところも存在している。同レポートにおいては、
「オンデマンド印刷機」や「大判印刷機」、「ラベル印刷機」、
「捺染向けプリンタ」はもちろん「3D
プリンタ」に至るまで、注目されているインクジェットによるアプリケーション市場と将来性、
消耗品の商流やコストも含めてレポート化していくとともに、採用されているインクヘッド/イン
ク（材料）といった部材メーカーとしての取り組みや市場性も平行して調査・検証していくもの
である＝
2016 年 2 月発刊予定
定価 ¥６００，０００−

2016 年版 〜プロジェクタ市場分析レポート〜
『プロジェクタの全世界における販売チャネル戦略､ユーザー層動向市場現状と将来分析』
＝プロジェクタの最新市場シェア、並びに販売チャネル動向、メーカー・ベンダー別最新販売動
向、ユーザー層動向、ディーラー動向などを調査、レポート・分析＝
2016 年 3 月発刊予定
¥ １９８、０００−
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〜2016 年版〜国内トナーカートリッジ市場分析レポート
『トナーカートリッジの国内販売最新動向調査・分析』
2016 年 3 月発刊予定
定価 ￥６００，０００−

〜2016 年版プリンタ･MFP 国内市場徹底分析レポート〜
『国内流通チャネル・MPS・地域別プリンタ･MFP 市場の最新動向調査・分析』
＝国内プリンタ/MFP 市場の最新の販売チャネル構造とユーザー層分析、ネット販売動向、全国
都道府県別メーカー勢力図、さらにその内訳として具体的なディーラーの販売状況はどのように
なっているのか等を明らかにし、また、各メーカー・ベンダーの MPS への到達点と今後の見通
し、
並びに SIer との MPS ビジネスの取り組みの現状等を調査することにより国内プリンタ/MFP
市場の現状と今後の方向性を調査、分析する＝
2016 年 6 月発刊予定
定価 ¥６５０，０００−

〜2016 年版 インクジェット市場徹底分析レポート〜
『インクジェット関連商品とその消耗品の市場動向調査・分析』
＝2015 年にはオフィス向けをアプリケーションとしたインクジェット商品が、全世界の出荷レベ
ルにおいては 35％を越え、将来に向けて更に拡大していくといった意見も多く挙がってきている。
今まで民生用を中心として展開してきたインクジェット関連メーカーも、昨年以上にオフィス向
け/商業向け/産業向けのアプリケーションへと注力しており、その末端における市場規模も遠から
ず内に逆転してくるといった意見まで挙がってきている。同レポートにおいては、既存の民生用
インクジェットに加え、
「商業」
、
「産業」、
「オフィス」といった様々な市場に向けたメーカーの取
り組みと、現状の市場はもちろん、2017 年へ向けての市場性をハード/インク含めてレポートし
ていく＝
2016 年 6 月発刊予定
定価 ￥６００，０００−

〜2016 年版 中国のプリンタ/MFP(新品/中古機別)市場分析レポート〜
『プリンタ/MFP(新品/中古機別)の中国における販売戦略、消耗品戦略、市場現状と将来分析』
＝中国市場における中古機市場はどのようになっているのか? 取扱い業者とその流通・サービス
実態は? さらに業種別規模別にみたユーザー層の詳細な分析、並びに同平均 PV 分析、純正/非純
正消耗品分析、さらにはＭＦＰの保守契約形態別実態や、中国全土でのディーラー勢力図分析に
焦点を当て、プリンタ/MFP、複写機メーカー各社の現地での販売チャネルの現状の問題点と改善
策、戦略、地域別展開やサポート体制、ディーラー支援策といった動向に加えて、消耗品事業戦
略のポイントはどのようになっているのか等、今後の方向性を現地調査によりレポート＝
2016 年 9 月発刊予定
定価 ¥８００，０００−
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〜2016 年版 中国のプロダクション市場(新品/中古機別) 市場分析レポート〜
『プロダクション機器(新品/中古機別)の中国における販売戦略、消耗品戦略、市場現状と将来分
析』
＝中国市場におけるプロダクション機器の市場を新品、中古機別に調査。特に様々なメディアが
流通している中国のプロダクション向け用紙の市場実態と合わせて調査。PV 分析、純正/非純正
消耗品分析、ディーラー分析、ユーザー分析も含めて現状と今後の方向性を現地調査によりレポ
ート＝
2016 年 9 月発刊予定
定価 ¥８００，０００−
〜2016 年版ブラジルのプリンタ/MFP 市場分析レポート〜
『プリンタ/MFP のブラジルにおける販売戦略、消耗品戦略、市場現状と将来分析』
2016 年 12 月発刊予定
定価 ￥８００，０００−
〜2016 年版 中南米のプリンタ/MFP 市場分析レポート〜
『プリンタ/MFP の中南米各国における販売戦略、消耗品戦略、市場現状と将来分析』
2016 年 12 月発刊予定
定価 ￥８００，０００−
〜2016 年版 3D プリンタ市場分析レポート〜
『競争が激化する 3D プリンタ、及びその消耗材の市場動向と開発進捗状況分析』
2016 年 12 月発刊予定
定価 ￥８００，０００−
〜2016 年版 ロシアのプリンタ/MFP 市場分析レポート〜
『プリンタ/MFP のロシアにおける販売戦略、消耗品戦略、市場現状と将来分析』
＝ロシアへ赴き、最新市場シェア、並びに販売チャネル動向、メーカー・ベンダー別最新販売動
向、消耗品販売動向、ディーラー動向、量販店の状況などを現地調査の上レポート・分析＝
2016 年 12 月発刊予定
定価 ￥８００，０００−
＝2016 年版全欧州プリンタ/MFP 市場分析レポート＝
『東欧圏を含めた全欧州プリンタ/MFP の
販売チャネル戦略、ユーザー層動向、市場現状と将来分析』
2016 年 12 月発刊
定価 ￥８００，０００−
〜2016 年版〜
『パッケージ印刷市場の現状詳細動向並びに今後の将来動向調査』
2016 年 12 月発刊予定
定価 ￥９００，０００−
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〜2016 年版 生産・物流系〜
『グローバルでのプリンタ MFP 生産・物流詳細動向並びに今後の将来動向調査』
2016 年 12 月発刊予定
定価 ￥９００，０００−
〜2016 年版〜
『サービス・ソフトウェア・クラウド関連レポート』
2016 年 12 月発刊予定
定価 ¥４５０，０００−
〜2016 年版 米国のプリンタ/MFP 市場分析レポート〜
『プリンタ/MFP の米国における販売チャネル戦略、消耗品戦略、市場現状と将来分析』
＝業種別規模別ユーザー層の分析、並びに同平均 PV 分析、純正/非純正消耗品分析、MFP の保
守契約形態別実態や、米国のプリンタ/MFP、複写機メーカー各社の現地での販売チャネルの現
状の問題点と改善策、戦略、地域別展開やサポート体制、ディーラー支援策といった動向に加
えて、消耗品事業戦略のポイントはどのようになっているのか等、今後の方向性を現地調査に
よりレポート、予測を含めて詳細に調査・報告する＝
2016 年 12 月発刊予定
¥ ８００，０００−

いずれの資料も調査内容や詳細など、質問、要望などございましたら遠慮なくお申し出
下さい。前向きに検討いたします。
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