発刊物/発刊予定物案内

インターウォッチ 2020 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＝

「2020 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」

＝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

展示会名
Indian Recharger Expo 2020
Business Inform 2020
Remax Asia Expo 2020

開催期間
2020 年 3 月
2020 年 5 月
2020 年 10 月

開催場所
インド・ムンバイ
ロシア・モスクワ
中国・珠海
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≪2020 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

～2019 年/2020 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』
2020 年 2 月発刊
定価 ￥６００,０００－
～2020 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』
2020 年 3 月発刊予定
定価 ￥６００,０００－
～2020 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トナーの生産動向調査』 (液体現像トナーを含む)
2020 年 3 月発刊予定
定価 ￥６００,０００－
～2020 年版～
『昇華型プリンタの最新市場動向と将来分析』
2020 年 3 月発刊予定
定価 ￥６００,０００－
～2020 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』
2020 年 4 月発刊予定
定価 ¥６００,０００－
～2020 年版トナーカートリッジ市場分析レポート～
『海外市場／全世界市場編』
2020 年 4 月発刊予定
定価 ￥６００,０００－
～2020 年版 HP&Xerox 社プリンタ/MFP 事業徹底調査分析レポート～
『HP 及び Xerox のプリンティング事業の最新動向調査･研究・分析』
(旧サムスン電子プリンタ事業= S-Printing Solution 社も含む)
2020 年 6 月発刊予定
定価 ￥１,３００,０００－
～2020 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』
＝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＝
2020 年 6 月発刊予定
定価 ¥６００,０００－
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～2020 年版～
『フィニッシャー､ADF 市場動向レポート』
2020 年 6 月発刊予定
定価 ４５０,０００－
～2020 年版 MFP/プリンタ･/IT/サービス日本国内市場徹底分析レポート～
『日本国内流通チャネル・MPS・地域別 MFP/プリンタ/IT 市場の最新動向調査・分析』
2020 年 6 月発刊予定
定価 ¥６５０,０００－
～2020 年版プロダクション商品徹底分析レポート～
『オンデマンド機器/プロダクション機器の市場分析レポート』
2020 年 7 月発刊予定
定価 ￥６００,０００－
～2020 年版～
『パッケージ印刷市場分析レポート』
2020 年 7 月発刊予定
定価 ￥６００,０００－
～2020 年版米国のプリンタ/MFP 市場分析レポート～
『プリンタ/MFP/PP 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』
2020 年 9 月発刊予定
定価 ８００,０００－
～2020 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＝
2020 年 9 月発刊予定
定価 １９８,０００－
～2020 年版生産・調達最新レポート～
『コロナリスク、中国リスク等を踏まえた事務機業界の最新生産～SCM 動向』
2020 年 9 月発刊予定
定価 ８００,０００－
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～2020 年印刷機器国内市場徹底分析レポート～
『デジタル/アナログ別印刷機器の導入ユーザー層別最新市場動向調査･分析』
2020 年 10 月発刊予定
定価 ６５０,０００－
～2020 年版韓国のプリンタ/MFP 市場分析レポート～
『プリンタ/MFP/PP の韓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』
2020 年 11 月発刊予定
定価 ８００,０００－
～2020 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＝
2020 年 11 月発刊予定
定価 ￥８００,０００－
～2020 年版全プリンタ/全 MFP 市場分析レポート～
『全プリンタ/全複合機市場の現状と将来分析』
2020 年 11 月発刊
定価 ４５０,０００－
～2020 年版 中国のプリンタ/MFP/POD/LFP(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』
2020 年 12 月発刊予定
定価 ¥８００,０００－

～2020 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』
2020 年 12 月発刊予定
定価 ６００,０００－
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～2020 年版 全欧州の MFP/PP/プリンタ/消耗品市場分析レポート～
『全欧州～EMEA 地域～MFP/PP/プリンタ/消耗品の主要国別販売戦略、消耗品戦略、市場現状
と将来分析』
2020 年 12 月発刊予定
定価 ￥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。

株式会社インターウォッチ
TEL 03-3526-6461 / FAX 03-3526-6462
E-Mail: interwatch@iwco.co.jp
http://www.iwco.co.jp/
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