
A■このリスト作成の前提条件と
     編集方針

●このリストの編纂にあたり、当研究会においては、「ビジネス支援に役立つ参考図書は、高額なものも多く、中小図書館では購入することは難しい」「産業構造が自治体により異なる
が、なんでも揃えた方が良いのか」など、様々な意見がでました。
●しかし、ビジネス支援を求める利用者の調査課題は、自治体の大小、産業構造、規模の違いにかかわらず、いつ何時、どこの図書館でも、同じように発生します。島嶼部や中山
間地の図書館で、ITや医薬品に関する参考調査の依頼があるかもしれません。都心の図書館で、農林水産の質問が寄せられることもありましょう。
●したがって、本リストは、ビジネスや産業の分野を絞ることなく、できる限り幅広く網羅することを編集方針としました。また、公共図書館では高額のため購入が難しいものであって
も、そもそも初めてビジネス支援に取り組む司書が、「こんな参考図書があるのか」と、資料そのものを知ることが利用者の課題解決に資する第一歩であり、金額の多寡にかかわらず
掲載しました。

B■編集のプロセス・問題や課題 ●すでに公表されている各種の参考図書リストを重ね合わせたうえで、選書研究会の図書館員メンバーによる「自館での所蔵状況調査」を行いました。
●この作業を行うことで、次のようなことがわかりました。
①　紙媒体としての参考図書が、WEB版、電子版、PDF版などと、デジタルに移行しているものが見受けられる。
②　統計書が、紙媒体は終刊となっているが、WEBで継続されているものがある。
➂　各種の参考図書リストに掲載されているもののなかには、実際には雑誌やムックなどの逐次刊行物のものがある。
④　発行元のホームページ、Amazon等で掲載はないものの、その業界団体の会員のみに販売されるか、図書館側が問い合わせることで、初めて購入できるものがある。
➄　そもそも現在販売されているかどうか、確認できないが、各種の参考図書リストでは掲載され続けているものがある。
⑥ 例えば、毎年12月号が特大号となり、業界統計がまとめられている雑誌(逐次刊行物)があり、参考図書として登録している館があるが、単品で購入できるのか、年間購読でしか
入手できないのか、確認できなかった。
●また、現時点で、このリストには、「法律」「辞書・事典類」を掲載していません。

C■本リストの公開 ●前項に記載した問題や課題を踏まえると、このリストは、完全とは言い難く、選書研究会のなかには、公開をためらう意見もありました。
●しかし、前項に記載の問題、課題を完全に解決するには、まだ、当分の時間がかかるものであり、本リストは「第0版」として「テスト版」として発行します。

ビジネス支援図書館推進協議会　「ビジネス支援選書研究会」　2015年度　活動報告

ビジネス支援選書リスト　シリーズ　その1
『参考図書』編　［第0版／2016.6.19］
「ビジネス支援をする上で、知っておきたい参考図書」

この選書リストのご利用にあたって



ビジネス支援のための基本参考図書リスト

# 書名 出版社名 頻度
最終発行年
（不定期・単

のみ）
価格（税抜き） ISBN/ISSN ※年はISBNの年版 備考

【日本企業情報】→業界別ディレクトリは各業界の項目へ
B-1-1 帝国データバンク会社年鑑 帝国データバンク 年刊 東日本・西日本・各県版あり
B-1-2 東商信用録　各県版 東京商工リサーチ 年刊
B-1-3 会社四季報 東洋経済新報社 季刊 1,908 （2016年2集・春号）
B-1-4 日経会社情報 日本経済新聞出版社 季刊 1,905 （2016-II 春号）
B-1-5 全国企業あれこれランキング 帝国データバンク 年刊 9,500 （2016）
B-1-6 日本の企業グループ 東洋経済新報社 年刊 19,000 （2016）
B-1-8 全国大型小売店総覧 東洋経済新報社 年刊 30,000 （2016年版）
B-1-9 CSR企業総覧 東洋経済新報社 年刊 27,000 （2016年版）
B-1-12 大株主総覧 東洋経済新報社 年刊 35,926 9784492979150 （2015）
B-1-13 会社四季報　未上場版 東洋経済新報社 年2回刊 2,574 （2016年下期）
B-1-14 株価総覧 東洋経済新報社 年刊 14,000 （2016年版）
B-1-15 役員四季報 東洋経済新報社 年刊 4,574 （2016年版）
B-1-16 会社財務カルテ 東洋経済新報社 年刊 24,000 （2016年版）
B-1-24 日本会社史総覧（上・下・別巻） 東洋経済新報社 1995 135,000 9784492970089
B-1-25 会社史総合目録 日本経営史研究所 1996 50,000 4931192092
B-1-26 有価証券報告書 EDINET ※ＷＥＢ公開情報　東京テレポートセンター518.8、東京ビッグサイト606.9　
B-1-27 就職四季報 東洋経済新報社 年刊 1,898 9784492971314 （総合版、2017年版）
B-1-29 工場ガイド データフォーラム 年刊
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【日本企業海外進出情報】
B-1-10 海外進出企業総覧「国別編」 東洋経済新報社 年刊 22,000 （2016年版）
B-1-11 海外進出企業総覧「会社別編」 東洋経済新報社 年刊 22,000 （2016年版）
B-1-31 中国進出企業一覧 蒼蒼社 年刊 24,000 9784883601318 （上場会社篇,2016-2017年版）
B-1-32 日本企業のアジア進出総覧 重化学工業通信社 年刊 13,000 9784880531625 （2015）
A-1-13 ベトナム日系企業年鑑 COMM Bangkok 2年1回刊 9,500 9786167434384 　　　【PDF版】
A-1-14 インド日系企業年鑑 COMM Bangkok 2年1回刊 10 9786167434155 　　　【PDF版】
A-1-15 ベトナム進出日系企業 ビスタピーエス 年刊 14,000 9784939153907
A-1-16 U.A.E.（アラブ首長国連邦）日系企業年鑑 COMM Bangkok 2年1回刊 8,500 9789740493891
A-1-17 ラオス日系企業年鑑 COMM Bangkok 年刊 9,500 9786167434162
A-1-18 ベトナム日系企業リスト 日越貿易会 年刊 10,000 9784863410305
A-1-25 中国北京・天津日系企業年鑑 COMM Bangkok 2年1回刊 12,000 9749251296
A-1-26 中国大連・青島日系企業年鑑 R&R 2年1回刊 12,000 9784876416202
A-1-27 中国浙江省日系企業年鑑 COMM Bangkok 2年1回刊 9,500 978616900361
A-1-28 上海進出日系企業ダイレクトリー R&R CO., LTD 年刊 9,333 9786167434285
A-1-29 中国江蘇省日系企業年鑑 COMM Bangkok 年刊 9,236 9749251296
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【世界企業情報】
B-1-7 外資系企業総覧 東洋経済新報社 年刊 19,000 （2016）
B-1-30 Business ranking annual Ｇａｌｅ 年刊 9781414495842 （2015年版）
A-1-1 Mergent industrial manual Mergent 年刊 191,868 5450217
A-1-2 Mergent OTC industrial manual Mergent 年刊 198,913 1927167
A-1-3 Mergent international manual Mergent 年刊 326,067 2783509
A-1-4 米国会社四季報 東洋経済新報社 年刊 3,000 -
A-1-5 Major companies of Asia and Australasia Graham & Whiteside 年刊 192,747 9781860995439
A-1-6 Europe's 15000 largest companies ELC International 年刊 51,044 9781907128165
A-1-7 ハローベトナム クラウンライン 年刊 3,700 9784876418886
A-1-8 アジアの石油化学工業 重化学工業通信社 年刊 37,000 9784880531663
A-1-9 紙パルプ　日本とアジア テックタイムス 年刊 10,000 -
A-1-19 駐日韓国企業名簿 駐日韓国企業連合会ほか 年刊 - -
A-1-20 韓国の産業と市場 ビスタ・ピーエス 年刊 50,000 9784907379094
A-1-21 韓国の流通・外食産業 アジア産業研究所 年刊 45,000 9784900898592
A-1-22 台湾工業年鑑 台湾産業研究所 年刊 29,630 -
A-1-23 中国データ・ファイル ジェトロ 年刊 4,500 9784822411510
A-1-24 KOMPASS China Kompass International Information Services Co 年刊 - - 各国版あり
A-1-30 中国株二季報 T&Cフィナンシャルリサーチ 半年刊 3,000 -
A-1-31 中国自動車産業の実態 アイアールシー 不定期 （2014） 98,000 -
A-1-32 中国の鉄鋼産業 コム・ブレイン出版部 年刊 47,000 9784901864633
A-1-33 中国健康食品マーケティングデータ白書2012 日本能率協会総合研究所 単 （2012） 38,000 9784902975550
A-1-34 中国通販成功マニュアル 日本経営合理化協会出版局 単 （2012） 50,000 9784891013080
A-8-8 ブラジル・ロシア・インド鉄鋼企業年鑑 コム・ブレイン出版部 年刊 47,000 9784901864626 （2013年版）
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【団体】
B-2-1 全国各種団体名鑑 原書房 年刊 170,000 9784562050871 （2015）
B-2-2 助成団体要覧 助成財団センター 隔年刊 10,000 9784863511057 （2016）
B-2-3 独立行政法人・特殊法人総覧 行政管理研究センター 年刊 3,621 ？ （平成27年度版）
B-2-4 行政機構図 行政管理研究センター 年刊 2,500 ？ （平成27年度版）

B-2-5 職員録（全２巻） 国立印刷局 年刊 各12,000
9784170728018
9784170728025

（平成28年版、上）
（平成28年版、下）

B-2-7 審議会総覧 総務省 隔年刊 1,667 ？ （平成26年版）
B-2-7 国際協力・交流全国ＮＧＯ・ＮＰＯ名鑑 日本外交協会 終刊 （2002年） 13年前の資料
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【業界全般】

B-3-1 業種別審査事典 金融財政事情研究会 4年に1回 各18,000円
9784322126440～
9784322126532

（第13次第1巻）～（第13次第10巻）

B-3-3 業種別業界情報 経営情報出版社 年刊 22,381 9784874282335 （2016年版）
B-3-4 TDB業界動向 帝国データバンク 年刊 各30,000円 0919-5696 （ISSN）（「業界動向」）
B-3-5 日経業界地図 日本経済新聞出版社 年刊 1,100 9784532320294 （2016年版）
B-3-6 産業別財務データハンドブック 日本経済研究所 年刊 7,000 9784905203100 （2015）
B-3-7 ５年後の市場予測 未来予測研究所 年刊 27,000 9784944021871 （2015年版）
B-3-8 長期経済予測 日本経済研究センター 不定期 ？
B-3-24 戦後日本産業史 産業学会 1995 48,000 4492970096
B-3-25 中期経済予測 日本経済研究センター 年刊（会員のみ） 3,000 ？ （2015）
B-3-26 市場予測 日本能率協会総合研究所 2年に1回刊 ？
B-3-35 日経業界地図 日本経済新聞出版社 年刊
B-3-36 最新業界地図 成美堂出版 年刊 1,000 9784415321226 （2016-17年版）
B-3-37 会社四季報業界地図 東洋経済新報社 年刊 1,200 9784492973240 （2016）
B-3-39 消費社会白書 ＪＭＲ生活総合研究所 年刊 9,260 9784902613438 （2016）
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【商品・サービス全般】
B-4-1 日経シェア調査 日本経済新聞出版社, 年刊 テレコン収録
B-4-2 日本マーケットシェア事典 矢野経済研究所 年刊 118,800 （2015年版）
B-4-3 日経MJトレンド情報源 日本経済新聞社 年刊 1,800 9784532216757 （2016） 流通　　（2015年版より『流通・消費〈西暦〉　勝者の法則』サブタイトル　　）
B-4-8 現代商品大辞典 東洋経済新報社 単 （1986） 27,000 9784492010365 よい資料だが30年前の出版物
B-4-11 生活用品品目別企業便覧 家庭日用品新聞社 終刊 （2006－2007）
B-4-13 日本工業製品総覧 日本工業新聞社 終刊 （2013）
B-4-15 Market Share Reporter Gale 年刊 96,799 9781410313737
B-4-16 クォータリー日経商品情報 日本経済新聞産業地域研究所 季刊 64,800

8

【農林・水産】
A-2-1 食糧経済年鑑 食糧経済通信社 年刊 9,000 -
A-2-2 フローリスト 誠文堂新光社 月刊 819 -
A-2-3 ランドスケープ研究 日本造園学会 年5回刊 - 13408984
A-2-4 全国飼料畜産界名簿 飼料日報社 年刊 10,000 -
A-2-5 水産年鑑 水産社 年刊 17,593 9784915273773
A-2-6 水産物パワーデータブック 水産通信社 年刊 10,000 -
A-2-7 北から南水産加工業GUIDE　全国版 みなと山口合同新聞社 2年1回刊 11,429 9784990606633
A-2-8 蒲鉾年鑑 食品経済社 年刊 10,000 -
A-2-9 北から南全国水産卸売GUIDE みなと山口合同新聞社 2年1回刊 - 9784990606657
A-2-10 農業実業総覧 農経新報社 年刊 15,239 - 　　【農機実業総覧？】
A-2-11 農業機械年鑑 新農林社 年刊 18,519 9784880280899
A-2-12 ポケット肥料要覧 農林統計協会 年刊 2,500 9784541040121
A-2-13 農薬要覧 日本植物防疫協会 年刊 9,000 9784889261455
A-2-14 ジェトロアグロトレードハンドブック 日本貿易振興機構(ジェト ロ) 年刊 5,500 9784822411527
A-2-15 都道府県農業協同組合名鑑 日本農業新聞 年刊 20,954 -
A-2-16 月刊AMJ マーケティング・ジャーナル 年刊 10,000 -
A-2-17 酪農経済年鑑 酪農経済通信社 年刊 13,528 -
A-2-18 世界農林業センサス２０１０年 農林水産省大臣官房統計部 年刊 - -   【Web公開　http://www.maff.go.jp/j/tokei/census/afc/2010/houkokusyo.html　】

A-2-19 きのこ年鑑 特産情報 年刊 10,000 9784931205901
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【鉱業】
A-8-5 世界資源企業年鑑 コム・ブレイン出版部 年刊 95,000 9784901864602 （2012年版）
A-8-6 世界の鉱業の趨勢 石油天然ガス・金属鉱物資源機構調査部 年刊 無料 -
A-8-7 国別鉱物・エネルギー資源データブック オーム社 単 （2014） 85,000 9784274216329 （2014年）
A-8-10 レアメタルハンドブック 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 年刊 3,000 - （2014年版）
A-8-11 メタルマイニング・データブック 石油天然ガス・金属鉱物資源機構金属資源開発本部 年刊 2,250 - (2015年版）

5

【建設】
A-3-1 コンクリート製品・企業便覧 セメント新聞社 年刊 8,000 9784905513315
A-3-2 生コン年鑑 セメントジャーナル社 年刊 33,000 9784915849886
A-3-3 ジャパン・ビルディング・コスト・インフォメー ション　JBCI
 建設物価調査会 年刊 7,800 9784767647098
A-3-4 配管技術 日本工業出版 月刊 1,980 -
A-3-5 道路建設 日本道路建設業協会 隔月刊 - -
A-3-6 建設資材データベース 経済調査会 年刊 4,571 9784863741683
A-3-7 建材マーケット　一般建築編 建材市場創造 年刊 - -
A-3-8 建材マーケット　住宅編 特集社 年刊 - -
A-3-9 建材・住宅設備統計要覧 日本建材・住宅設備産業 協会 年刊 4,762 -
A-3-10 建築仕上年鑑 工文社 年刊 10,000 -
A-3-11 板ガラスサッシ建材便覧 時報社 2年1回刊 24,000 -
A-3-12 積算資料 経済調査会 月刊 3,619 -
A-3-13 建築ジャーナル 企業組合建築ジャーナル 月刊 900 -
A-3-14 建築知識 エクスナレッジ 月刊 1,556 4910034290460
A-3-15 日経アーキテクチュア 日経BP社 隔月刊 1,556 -
A-3-16 建築と社会 日本建築協会 月刊 - -
A-3-17 新建築 新建築社 月刊 1,905 -
A-3-18 建築技術 建築技術 月刊 - -
A-3-19 住宅リフォーム市場データブック リフォーム産業新聞社 年刊 9,259 -
A-3-20 住宅ビジネス白書（JBD企業・ビジネス白書シリーズ） 日本ビジネス開発 年刊 38,000 9784901586955
A-3-21 スマートハウス市場の実態と将来展望 2014 日本エコノミックセンター 不定期 （2014） 70,000 9784901864831



A-3-22 コンフォルト 建築資料研究者 月刊 1,714 -
A-3-23 ａ＋ｕ エー・アンド・ユー 月刊 2,381 -
A-3-24 防水総覧 新樹社 年刊 9,074 -
A-3-25 防水材・シーリング材・塗り床材ガイドブック 新樹社 年刊 7,407 -
A-8-1 鍍金の世界 日本鍍金材料協同組合 月刊 無料 ？ 雑誌 
A-8-2 金属 ｱグネ技術センター 月刊 1,800 0368-6337 雑誌 
A-8-3 プレス技術 日刊工業新聞社 月刊 1,315 0387-3544 雑誌 
A-8-4 全国溶接銘鑑 産報出版 年刊 37,500 9784883187560 （2016年版）
A-8-12 溶接技術 産報出版 月刊 1,359 0387-0197 雑誌 
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【食品】
A-4-1 食品産業年鑑 食品産業新聞社 年刊 14,417 - 全般
A-4-2 食品トレンド 日本食糧新聞社 2年1回 23,000 9784889270228 全般
A-4-3 業務用食品市場総覧 日本マーケティング・レポート 不定期 （2015） 66,477 - 全般 〈市場実態編〉71,795  〈流通・戦略編〉64,000
A-4-4 日本の食品工業：設備投資と大型プロジェクト 日本立地ニュース社 年刊 25,000 - 全般
A-4-5 全国食品工場総覧 光琳 不定期 （2012） 27,778 9784771211049 全般
A-4-6 全国食品会社名鑑 食品新聞社出版部 年刊 30,000 - 全般
A-4-7 食品工業総合名鑑 光琳 4年1回 33,000 9784771213029 全般
A-4-8 食品メーカー総覧 日本食糧新聞社 2年1回 28,000 9784889270853 全般
A-4-9 酒類食品産業の生産・販売シェア 日本経済通信社 2年1回 48,000 - 全般
A-4-10 全国食品流通総覧 日本食糧新聞社 2年1回 28,000 9784889270860 （2016） 全般
A-4-11 最新日本の食品機械総覧 日本食品機械工業会 2年1回 1,389 - 全般　ＣＤ－ＲＯＭ
A-4-12 食糧年鑑：食品業界ビジネスガイド 日本食糧新聞社 年刊 26,000 9784889270563 全般
A-4-13 食品工業 光琳 半月刊 - 全般　雑誌 　　【現在休刊】
A-4-14 清涼飲料水関係統計資料 全国清涼飲料工業会 年刊 2,852 - 飲料　　　　　 　【会員外価格】
A-4-15 全国酒類製造名鑑 醸界タイムス社 年刊 - 飲料             【NOT FOUND】
A-4-16 茶関係資料 日本茶業中央会 年刊 2,000 - 飲料
A-4-19 健食・サプリメント市場の実態　市場実態編 日本マーケティング・レポート（製作） 単 （2012） 78,700 - 健康産業
A-4-20 健食・サプリメント市場の実態　市経営実態編 日本マーケティング・レポート（製作） 単 （2012） 66,476 - 健康産業
A-4-21 乳業名鑑 乳業ジャーナル 年刊 14,000 - 食肉・乳製品
A-4-22 数字でみる食肉産業 食肉通信社 年刊 3,809 9784879881311 食肉・乳製品
A-4-23 日本食肉年鑑 食肉通信社 年刊 13,500 9784879881267 食肉・乳製品
A-4-24 会社要覧　ハム・ソーセージ食肉業界編 食品経済社 年刊 8,000 - 食肉・乳製品
A-4-25 ハム・ソーセージ年鑑 食品経済社 年刊 10,000 - 食肉・乳製品
A-4-26 ミートジャーナル 食肉通信社 月刊 19,444 - 食肉・乳製品　　【年間価格】
A-4-27 食品流通ハンドブック 食品流通構造改善促進機構 年刊 2,315 2300100236353 食品流通
A-4-28 高齢者/病者用食品市場総合分析調査 シード・プランニング 不定期 （2014） 95,000 - 食品流通
A-4-29 食品添加物・素材市場レポート 食品化学新聞社 単 （2012） 7,000 - 冷凍食品・その他
A-4-30 糖業年鑑 貿易日日通信社 年刊 8,000 - 冷凍食品・その他
A-4-31 スイーツ市場のチャネル別需要分析調査 富士経済 単 （2011） 120,000 - 冷凍食品・その他
A-4-32 味噌醤油年鑑 食品産業新聞社 年刊 10,417 - 冷凍食品・その他
A-4-33 冷凍食品年鑑 冷凍食品新聞社 年刊 15,000 9784947606174 冷凍食品・その他
A-4-34 冷凍食品業界要覧 水産タイムズ社 年刊 12,000 9784902904161 冷凍食品・その他
A-4-35 豆腐年鑑 トーヨー新報 年刊 4,761 - 冷凍食品・その他
B-3-19 食品マーケティング便覧 富士経済 年刊 600,000 ？ （2016年、全巻価格）
B-4-5 酒類食品統計年報 日刊経済通信社 隔年刊 48,000 9784806518679 （平成26年度版）

35

【医療・健康・化粧品】
A-5-1 医療機器・用品年鑑 アールアンドディ 年刊 220,000 - 【3冊セット価格】
A-5-2 世界ヘルスケア・医療統計データ エムディーアイ・ジャパン 2年1回刊 60,000 -
A-5-3 医薬品卸売業年鑑 アールアンドディ 年刊 90,000 9784905442455
A-5-4 日本医薬品企業要覧　卸業編 ドラッグマガジン 年刊 24,500 -
A-5-5 日本医薬品企業要覧　製薬業編 ドラッグマガジン 年刊 24,500 -
A-5-6 ドラッグストア名鑑 日本ホームセンター研究所 年刊 23,000 9784904051191
A-5-7 主要データで見る外資製薬企業ファイル エルゼピア・ジャパン 2年1回刊 5,200 -
A-5-8 薬事ハンドブック じほう 年刊 3,000 9784840748285 （2016）
A-5-9 海外医薬品ビジネス必携 A・M・S 単 （2012） 80,000 9784990455231
A-5-10 製薬企業の実態と中期展望 国際商業出版 年刊 45,833 -
A-5-11 医薬品企業総覧 じほう 年刊 25,000 9784840747783 （2016）
A-5-12 歯科機器・用品年鑑 アールアンドディ 年刊 95,000 -
A-5-13 全国日用品・化粧品業界名鑑 石鹸新報社 年刊 15,000 9784902168433
A-5-14 化粧品石鹸年鑑 日本商業新聞社 年刊 -   【NOT FOUND】
A-5-15 機能性化粧品マーケティング要覧2012 富士経済 不定期 （2014） 100,000 9784834915297
A-5-16 化粧品工業年報 東京化粧品工業会 年刊 -   【NOT FOUND】
A-5-17 粧界ハンドブック　化粧品産業年鑑 週刊粧業 年刊 8,000 9784905104094
A-5-18 主要エステティックチェーン経営動向調査 美容経済新聞社 年刊 50,000 -
A-5-19 デジタルヘルスソリューション市場の将来展望2013 富士キメラ総研 単 （2013） 120,000 9784894437296
A-5-20 健康関連食品の現状と将来展望 戦略企画 不定期 （2015） 80,000 -

A-5-21
特定保健用食品栄養機能食品サプリメント市場総合分析
調査

シード・プランニング 不定期 （2014） 95,000 9784879805867

A-5-22
ホーム/パーソナルヘルスケア計測機器・PHRサービス市
場要覧2014年版

シード・プランニング 単 （2014） 120,000 9784864731799

B-4-7 日本医薬品集　医療薬 じほう 年刊 14,040
23

【環境ビジネス】
A-6-1 新・地球環境ビジネス 産学社 2年1回刊 3,900 9784782532669 環境ビジネス　【2009-2011年版が最新？】
A-6-2 環境ビジネス白書（JBD企業・ビジネス白書シリーズ） 日本ビジネス開発 年刊 38,000 9784901586900 環境ビジネス
A-6-3 環境ソリューション企業総覧 日刊工業新聞社 年刊 3,000 9784526074769 （2015年度版） 環境ビジネス
A-6-4 日経エコロジー 日経BP社 月刊 2,491 - 環境ビジネス（雑誌）　【年間購読　27,400円】



A-6-5 産業と環境 産業と環境 月刊 14,289 - 環境ビジネス（雑誌）　【年間購読】
A-6-6 廃棄物年鑑 環境産業新聞社 年刊 24,000 - 廃棄物
A-6-7 全国産廃処分業中間処理・最終処分企業名覧・年鑑 日報出版 3年1回刊 64,630 - 廃棄物
A-6-8 都市と廃棄物 環境産業新聞社 月刊 18,000 - 廃棄物（雑誌）        　【年間購読】
A-6-9 環境施設 公共投資ジャーナル社 季刊 2,200 97803891232 廃棄物（雑誌）
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【化学工業】
A-7-1 ケミカルビジネス情報Ｍａｐ 化学工業日報社 年刊 2,500 9784873266602 全般
A-7-2 新科学インデックス 化学工業日報社 年刊 27,000 9784873266541 全般
A-7-3 （　）の化学商品 化学工業日報社 年刊 33,000 9784873266626 2015 全般、「( )の化学商品」数は毎号変更、CDとのセット購入可能
A-7-4 科学工業会社録 化学工業日報社 年刊 33,000 9784873266565 全般
A-7-5 科学と工業 日本化学会 月刊 - - 全般　雑誌
A-7-6 化学経済 化学工業日報社 月刊 1,600 - 全般　雑誌
A-7-7 タイヤ年鑑 ＰＫ通信社 年刊 30,471 - ゴム・樹脂・接着剤
A-7-8 ゴム年鑑 ポスティコーポレーション 年刊 27,700 9784906102815 ゴム・樹脂・接着剤
A-7-9 工業用品ゴム樹脂ハンドブック ポスティコーポレーション 年刊 8,500 9784906102785 ゴム・樹脂・接着剤
A-7-10 ゴム産業名鑑 ゴムタイムス社 2年1回 29,000 - ゴム・樹脂・接着剤
A-7-11 セメント年鑑 セメント新聞社 年刊 34,000 9784906886005 セメント
A-7-12 日経バイオ年鑑：研究開発と市場･産業動向 日経ＢＰ社 年刊 90,741 9784822200756 バイオ産業
A-7-13 日本の石油化学工業 重化学工業通信社 年刊 28,000 9784880531649 プラスチック・石油化学
A-7-14 全国プラスチック成形加工メーカー総覧　2014年版 デジタルリサーチ 単 （2014） 150,000 - プラスチック・石油化学
A-7-15 ＦＲＰ関連企業名鑑 産業資材新聞社 4年1回 12,000 - プラスチック・石油化学
A-7-16 プラスチックエージ プラスチック・エージ 月刊 1,900 - プラスチック・石油化学　雑誌
A-7-17 プラスチックス 日本工業出版 月刊 1,480 - プラスチック・石油化学　雑誌
A-7-18 香料名鑑 香料産業新聞社 2年1回 香料          【NOT FOUND】
A-7-19 エアゾール市場要覧 エアゾール産業新聞社 2年1回 8,000 - 塗料・油脂・エアゾール
A-7-20 油脂産業年鑑 幸書房 年刊 9,514 - 塗料・油脂・エアゾール
A-7-21 塗料産業海外進出総覧 塗料報知新聞社 年刊 8,000 - 塗料・油脂・エアゾール
A-7-22 塗料・塗装白書 コーティングメディア 年刊 5,000 ？ 塗料・油脂・エアゾール
A-7-23 塗料年鑑 塗料報知新聞社 年刊 25,000 ？ 塗料・油脂・エアゾール
A-7-24 カーボンブラック年鑑 カーボンブラック協会 年刊 3,000 ？ 塗料・油脂・エアゾール
A-7-25 塗料技術 理工出版社 月刊 1,300 ？ 塗料・油脂・エアゾール　雑誌
A-7-26 油脂 幸書房 月刊 2,190 0912-5396 塗料・油脂・エアゾール　雑誌
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【製造業】
B-3-12 自動車年鑑 日刊自動車新聞社 隔年刊 20,000 9784863162518 （2015-2016年版）
B-3-13 日本の自動車部品工業 自動車部品工業会 年刊 5,600 9784915553004 （2016年版）
B-4-4 機械統計年報 通商産業調査会 年刊 9784532216757 （2016）
B-3-30 電子工業年鑑 電波新聞社 終刊 （2009） 2009以降、発行なし
B-4-9 電子機器年鑑 中日社 年刊 51,000
B-4-10 電子部品年鑑 中日社 年刊 57,000

B-3-27 有望電子部品材料調査総覧 富士キメラ総研 不定期 （2015） 各巻120,000
9784894437517
9784894437524

（2015,上巻）
（2015,下巻）

A-8-9 鉄鋼年鑑 鉄鋼新聞社 年刊 25,000 ？
A-9-1 シューズ・ブック ポスティ・コーポレーション 年刊 7,500 9784906102846 （2016年版） ファッション
A-9-2 ファッション企業・ブランドガイド 繊研新聞社 年刊 10,000 9784881243121 （2015/16年版） ファッション
A-9-3 日用品・化粧品・生活用品ダイジェスト 日用品化粧品新聞社 年刊 5,000 ？ 家具・日用雑貨
A-9-4 環境備品マニュアル フジタクト 年刊 9,000 ？ 家具・日用雑貨
A-9-5 楽器産業ガイド ミュージックトレード社 年刊 5,000 9784908357022  C26-02（2016年版） 家具・日用雑貨
A-9-6 音楽･楽器産業電話帳 ミュージックトレード社 年刊 2,500 9784908357039 C26-02(2016年版） 家具・日用雑貨
A-9-7 家具年鑑 家具新聞社 2年1回刊 15,000 9784876240685 （平成27年度版） 家具・日用雑貨
A-9-8 家具企業便覧 家具新聞社出版部 年刊 5,000 9784876240692 （2015年版） 家具・日用雑貨
A-9-9 寝装・インテリアマネジメント 日本寝装新聞社 年刊 9,523 ？ 家具・日用雑貨
A-9-10 全国繊維企業要覧 信用交換所 年刊 95,000 ？ 繊維
A-9-11 繊維ハンドブック 日本化学繊維協会資料頒布会 年刊 8,334 9784915669309 （2016年版） 繊維
A-9-12 日本をリードするアパレル企業と小売店 ボイス情報 年刊 45,000 ？ 繊維
A-9-13 紙パルプ企業･工場データブック テックタイムス 2年1回刊 20,000 9784924813236 （2016年版） 文具・紙
A-9-14 紙業タイムス年鑑 紙業タイムス社 年刊 1,667 0912-5019 文具・紙　価格は１年購入の場合で算出
A-9-15 タイムス データ ブック　紙パルプ 流通・原
料・機械・資材・薬紙業タイムス社 2年1回刊 20,000 9784924813212 （2015年版） 文具・紙
A-9-16 紙パルプ 日本とアジア テックタイムス 年刊 10,000 9784924813229 （2016年版） 文具・紙
A-9-17 紙パルプ会社名鑑 紙業新聞社 2年1回刊 20,000 ？ 文具・紙
A-9-18 文具・紙製品・事務機年鑑 オフィスマガジン 年刊 20,000 ？ 文具・紙
A-9-19 全国包装産業名鑑 日報出版 不定期 （2010） 8,571 9784890862467 （平成22年度版） 文具・紙
A-9-20 包装関連資材カタログ集 クリエイト日報 年刊 926 9784890862931 （2016年版） 文具・紙
A-9-21 日本印刷年鑑 日本印刷新聞社 年刊 8,571 9784888842006 （2012年版） 文具・紙
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【エネルギー・水】
A-10-1 太陽光発電市場・技術の実態と将来展望 日本エコノミックセンター 年刊 70,000 9784907908553 （2016年版） エネルギー
A-10-2 エネルギーフォーラム エネルギーフォーラム 月刊 903 0388-5267 エネルギー雑誌
A-10-3 Business i. ENECO 日本工業新聞社 月刊 1,334 2185-0364 エネルギー雑誌
A-10-4 エネルギーレビュー エネルギーレビューセンタ
ー 月刊 1,500 0289-2804 エネルギー雑誌
A-10-5 下水道年鑑 水道産業新聞社 年刊 25,920 9784915276477 （平成27年度版） 下水道
A-10-6 水処理・水浄化・水ビジネスの市場 シーエムシー出版 不定期 （2015） 75,000 9784781310534 （2015年版） 水
A-10-7 水資源関連市場の現状と将来展望　2012
年版 富士経済 不定期 （2016） 97,000 （2016年版） 水　
A-10-8 水道年鑑 水道産業新聞社 年刊 25,920 9784915276774 （平成27年度版） 水道
A-10-9 わが国石油・天然ガス開発の現状 石油鉱業連盟 年刊 2,000 ？ 石油・ガス
A-10-10 石油･天然ガス開発資料 石油通信社 年刊 4,538 9784907493028 （2013年版） 石油・ガス
A-10-11 日本の都市ガス事業者 ガスエネルギー新聞 年刊 14,500 9784902849189 （2016年版） 石油・ガス
A-10-12 全国LPガス企業年鑑 産業報道出版 2年1回刊 32,000 （2012年版） 石油・ガス



A-10-13 石油開発時報 石油鉱業連盟 季刊 1,000 0288-884X 石油・ガス雑誌
A-10-14 石油/天然ガスレビュー 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 隔月刊 無料？ 1344-4336 石油・ガス雑誌
A-10-15 高圧ガス 高圧ガス保安協会 月刊 770 0452-2311 石油・ガス雑誌
A-10-16 石油産業会社要覧 石油春秋社 年刊 4,000 ？ 石油化学
A-10-17 電気年鑑 日本電気協会新聞部 年刊 14,000 9784905217336 （2014年版） 電気･電池
A-10-18 世界のスマートグリッド2.0と日本企業の取
組み動向 シード・プランニング 単 （2011） 180,000 9784879809278 （2011年版） 電気･電池
A-10-19 太陽光発電産業総覧 産業タイムズ社 年刊 22,000 9784883532315 （2015年版） 電気･電池
A-10-20 太陽電池・構成材料の市場　2012年 シーエムシー出版 不定期 （2012） 80,000 9784781306438 電気･電池
A-10-21 太陽電池データブック 電子ジャーナル 年刊 93,809 ？ 電気･電池
A-10-22 燃料電池年鑑 デジタルリサーチ 年刊 130,000 ？ 電気･電池
A-10-23 次世代電池 日経BP社 年刊 45,714 9784822276690 （2014年版） 電気･電池
A-10-24 燃料電池・水素産業総覧 産業タイムズ社 3年1回刊 18,000 9784883531868 （2011年版） 電気･電池
A-10-25 リチウムイオン電池市場の実態と将来展
望 通産資料出版会(発売) 年刊 70,000 9784901864220 （2015年版） 電気･電池
A-10-26 燃料電池市場･技術の実態と将来展望 日本エコノミックセンター 年刊 70,000 9784907908539 (2016年版） 電気･電池
A-10-27 二次電池市場・技術の実態と将来展望 日本エコノミックセンター 年刊 70,000 9784901864268 （2016年版） 電気･電池
A-10-28 OHM オーム社 月刊 1,528 0386-5576 電気･電池雑誌
B-3-20 資源エネルギー年鑑 通産資料調査会 隔年刊 38,000 9784901864213 （2015年版）
B-3-17 石油資料 石油通信社 年刊 2,000 9784907493059 （平成27年）
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【情報・通信】
A-11-1 WEB制作会社総覧 エムディエヌコーポレーション 年刊 4,000 9784844365662 （2016年版） ＩＴビジネス
A-11-2 IT白書（JBD企業・ビジネス白書シリーズ） 日本ビジネス開発 2年1回刊 38,000 9784901586931 （2015年版） ＩＴビジネス
A-11-3 Annual of Web Productions：Webプロ年鑑 アルファ企画 年刊 9,000 9784773881349 （2016年版） ＩＴビジネス
A-11-4 国内IT市場 富士キメラ総研 年刊 150,000 ？ ＩＴビジネス
A-11-5 ユーザー企業ソフトウェアメトリックス調査
報告書 日本情報システム・ユーザー協会 年刊 3,000 9784903477435 (2015年版) ＩＴビジネス

A-11-6
テレワーク・在宅勤務関連ソリューション市場の最新動向と
将来展望

シード・プランニング 単 （2011） 140,000 9784879809339 (2011年) ＩＴビジネス

A-11-7 ブロードバンド・モバイルサービス総調査 富士キメラ総研 年刊 120,000 9784894437005 (2014年版) ＩＴビジネス
A-11-8 スマートフォン&タブレットアプリ開発会社
年鑑 マイナビ 年刊 3,800 9784839953812 (2015年版) デジタルコンテンツ
A-11-9 デジタルコンテンツ白書 デジタルコンテンツ協会 年刊 12,000 1346-7875 デジタルコンテンツ
A-11-10 日本と世界のメディア×コンテンツ市場デ
ータベース ヒューマンメディア 年刊 89,000 (2015年版) デジタルコンテンツ
A-11-13 ITソリューション企業総覧 日刊工業新聞社 年刊 3,000 9784526074134 (2015年版) 情報サービス・システム
A-11-14 情報サービス産業白書 日経BP社 年刊 5,700 9784822215873 (2015年版) 情報サービス・システム
A-11-16 ホームICTサービス市場の現状と将来展望
 2013 富士キメラ総研 単 （2013） 120,000 9784894436749 (2013年) 情報サービス・システム

A-11-17 ネットワークセキュリティビジネス調査総覧 富士キメラ総研 年刊 230,000(セット)
9784894437647
9784894437654

(2014年版上)
(2014年版下)

情報サービス・システム

A-11-25 データセンタービジネス市場調査総覧 富士キメラ総研 年刊 230,000(セット)
9784894437395
9784894437401

(2015年上)
(2015年下)

情報通信

A-11-27 ソフトウェアビジネス新市場 富士キメラ総研 年刊 230,000(セット)
9784894437449
9784894437456

(2015年版上)
(2015年版下)

情報通信

A-11-29 センサデバイス/ソリューションビジネス市
場調査総覧 富士キメラ総研 単 （2012） 290,000(セット)
9784894437463
9784894437555

(2015年版上)
(2015年版下)

情報通信

A-11-31 コミュニケーション関連マーケティング調査
総覧　上・下 富士キメラ総研 年刊 230,000(セット)
9784894437623
9784894437630

(2015年版上)
(2015年版下)

情報通信

A-11-33 情報通信データブック NTT出版 年刊 2,400 9784757103412 (2014年版) 情報通信
A-11-34 インターネット白書 インプレスジャパン 年刊 3,200 9784802090698 (2016年版) 情報通信

A-11-35 情報機器グローバルマーケット 富士キメラ総研 年刊 184,000
9784894436565
9784894436572

(2013年版上)
(2013年版下)

情報通信

A-11-37 タッチパネルと構成部材市場の将来展望 富士経済 不定期 （2013） 140,000 9784834917864 (2015年版) 情報通信
A-11-38 光通信関連市場総調査 富士キメラ総研 年刊 150,000 9784894437616 (2015年版) 情報通信
A-11-39 情報通信白書 総務省 年刊 3,075 9784865790245 (平成27年版) 情報通信
A-11-40 テレコムデータブック 電気通信事業者協会 年刊 3,200 9784906932061 (2015年版) 情報通信
A-11-41 米国通信市場総覧 情報流通ビジネス研究所 不定期 （2011） 250,000 (2011年版) 情報通信
A-11-42 スマートフォン時代の世界のアプリ市場調
査報告書 インプレスR&Dインターネットメディア総合研究所 単 （2012） 85,000 (2012年版) 情報通信
A-11-43 携帯端末市場の将来動向分析 シード・プランニング 年刊 120,000 9784864732550 (2014年版) 情報通信
A-11-44 携帯電話の世界市場 シード・プランニング 年刊 118,333 (2015年版) 情報通信
A-11-45 スマートフォン/タブレットのグローバル市
場展望 シード・プランニング 単 （2015） 160,000 （2015年版) 情報通信
A-11-46 スマートフォン総合データ年報 日本能率協会総合研究所 年刊 35,000 9784902975581 (2012年版) 情報通信
A-11-47 携帯電話市場の将来動向分析 シード・プランニング 年刊 150,000 (2015年版) 情報通信
A-11-48 LTE・4G携帯電話の市場展望 シード・プランニング 単 （2014） 140,000 (2013年版) 情報通信
A-11-49 スマートフォン業界企業総覧 日本能率協会総合研究所 年刊 38,000 (2013年版) 情報通信
A-11-50 スマートフォン利用動向調査報告書 インプレスR&Dインターネットメディア総合研究所 単 （2013） 78,000 (2013年版) 情報通信
A-11-51 スマートフォンビジネス総調査 富士キメラ総研 単 （2012） 120,000 (2012年版) 情報通信
A-11-52 携帯電話の利用実態調査 情報通信ネットワーク産業協会 年刊 49,000 (2015年版) 情報通信
A-11-53 モバイルインターネット要覧 情報流通ビジネス研究所 不定期 （2011） 95,000 (2011年版) 情報通信
A-11-54 スマホ白書 インプレスジャパン 年刊 5,800  9784844396765 (2015年版) 情報通信
A-11-55 世界のモバイルアプリ市場調査報告書 インプレスR&Dインターネットメディア総合研究所 単 （2011） 68,000 (2011年版) 情報通信
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【出版・広告・放送】
A-11-21 出版指標年報 全国出版協会･出版科学
研究所 年刊 13,333 9784915084027 (2015年版) 情報メディア
A-11-22 日本の出版社 出版ニュース社 2年1回刊 5,000  9784785201555 (2016-2017年版) 情報メディア
A-11-23 日本マスコミ総覧 文化通信社 2年1回刊 19,000 9784938347307 (2013-2014年版) 情報メディア
A-11-20 情報メディア白書 ダイヤモンド社 年刊 16,000 9784478068489 (2016年版) 情報メディア
A-11-24 デジタルサイネージ市場総調査 富士キメラ総研 年刊 9784894436671 (2013年版) 情報メディア
A-11-11 コマーシャル・フォト広告＆CM年鑑 玄光社 年刊 3,400 9784768306918 (2016年版) 広告
A-11-12 インターネット広告の市場動向調査 シード・プランニング 不定期 （2013） 95,000 9784864731553 (2013年版) 広告
A-15-31 サイン・ディスプレイ年鑑 マスコミ文化協会 年刊 3,800 直販記載なし 広告
A-15-32 デジタルサイネージ市場の現状と今後の
方向性 シード・プランニング 単 （2011） 120,000 9784879809292 広告
B-11-5 電通広告年鑑 電通 終刊 （2009）
A-15-33 日本アド・プロダクション年鑑 六耀社 年刊 3,800 9784897376776 広告



A-15-34 日本の広告会社 宣伝会議 年刊 10,000 9784883353378 広告
A-15-35 有力企業の広告宣伝費 日経広告研究所 年刊 14,286 9784904890271 広告
A-15-36 インタラクティブ広告年鑑 インプレスジャパン 年刊 3,980 9784844330073 広告
A-11-56 動画配信ビジネス調査報告書 インプレスビジネスメディア 年刊 78,000 (2015年版) 放送
A-11-57 ケーブル年鑑 サテマガ・ビー・アイ 年刊 13,888 9784901867627 (2016年版) 放送
A-11-58 映像プロダクション年鑑 映像新聞社 年刊 5,800 9784905185161 (2016年版) 放送
A-11-59 日本民間放送年鑑 コーケン出版 年刊 8,565 (2015年版) 放送
A-11-60 New Media ニューメディア 月刊 1,065 (2016年6月号) 放送雑誌
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【運輸】
A-12-1 海運・造船会社要覧 日刊海事通信社 年刊 20,000 9784930734457 (2016年版) 海事・海運
A-12-2 海事関連業者要覧 日本海運集会所 年刊 16,500 (2016年版) 海事・海運
A-12-3 Outlook for the Dry-Bulk and Crude-Oil
Shipping Markets 日本海運集会所 年刊 15,239 (2015年版) 海事・海運
A-12-4 港運事業者要覧 日本海事新聞社 年刊 10,000 9784930799135 (2016年版) 海事・海運
A-12-5 新交通年鑑 交通協力会 年刊 6,476 9784330469140 (平成26年版) 交通
A-12-6 航空宇宙年鑑 日本航空協会 年刊 6,000 9784889120363 (2011年版) 航空輸送
A-12-7 自転車・バイク・自動車駐車場 パーキング
プレス サイカパーキング 月刊 1,000 (2016年3月) 駐車場雑誌
A-12-8 鉄道要覧 電気車研究会・鉄道図書
刊行会 年刊 5,537 9784885481260 (2015年版) 鉄道
A-12-9 国際物流事業者要覧 オーシャンコマース 年刊 2,800 9784900932616 (2015年版) 物流
A-12-10 日本の物流事業 輸送経済新聞社 年刊 5,000 (2016年版) 物流
A-12-11 全国ハイヤータクシー名鑑 東京交通新聞社 2年1回刊 10,000 (平成28年版) 陸運
A-12-12 観光バス業者名簿　全国版 旅行出版社 年刊 6,000 9784907922016 (15-16年版) 陸運
A-12-13 日本のトラック輸送産業　現状と課題 全日本トラック協会 2年1回刊 (2016年版) 陸運
A-12-14 道路 日本道路協会 月刊 0012-5571 陸運雑誌
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【金融・保険】
A-13-1 ニッキン資料年報 日本金融通信社 年刊 23,000 (2016年版) 金融・保険
A-13-2 日本金融名鑑 日本金融通信社 年刊 50,000 (2016年版) 金融・保険
A-13-3 生命保険事業概況 生命保険協会 年刊 (平成26年版) 金融・保険
A-13-4 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富士キメラ総研 年刊 150,000 9784894437180 (2014年版) 金融・保険
A-13-5 商品取引年鑑 米穀新聞社 年刊 (2015年版) (2015年版) 商品取引
A-11-15 金融情報システム白書 財経詳報社 年刊 4,200 9784881777602 (2016年版) 情報サービス・システム
A-11-19 電子商取引レポート 経済産業調査会 年刊 3,500 9784806528869 (2011年版) 情報サービス・システム

7

【流通】
A-14-1 コンビニエンスストア業界の多店舗展開・ エリア動向調査 ホーガ 単 （2011） 48,611 (2011年版) スーパー・コンビニ
A-14-2 日本スーパー名鑑 商業界 年刊 70,000(セット) (2016年版) スーパー・コンビニ
A-14-3 コンビニ 商業界 月刊 1,048 (2016年5月号) スーパー・コンビニ　雑誌
A-14-4 雑貨取扱ファッション店名鑑 ボイス情報 2年1回刊 60,000 (2010年版) ファッション

A-14-5 レディスファッション店名鑑 ボイス情報 2年1回刊

75,000(東日本
編)

75,000(西日本
編)

(2014年版) ファッション

A-14-6 全国ブティック名鑑 ボイス情報 2年1回刊 60,000 (2015年版) ファッション
A-14-7 ホームファニシング流通企業総覧 アイク 5年１回刊 9,523 (2013年版) ホームセンター
A-14-8 ホームセンター経営統計 日本ホームセンター研究所 年刊 8,000 (2016年版) ホームセンター
A-14-9 ホームセンター名鑑 日本ホームセンター研究所 年刊 22,000 9784904051207 (2016年版) ホームセンター
A-14-10 宝飾品小売企業名鑑 ボイス情報 年刊 80,000 (2016年版) 小売業
A-14-11 雑貨小売企業名鑑 ボイス情報 2年1回刊 45,000 (2015年版) 小売業
A-14-12 全国大型小売店総覧 東洋経済新報社 年刊 30,000 (2016年版) 小売業、「週刊東洋経済」の臨時増刊
A-14-13 商業施設計画総覧 産業タイムズ 年刊 22,000 9784883532407 (2016年版) 小売業
A-14-14 ビッグストア基本統計 日本リテイリングセンター 年刊 (2016年版) 小売業
A-14-15 商業界 商業界 月刊 1,133 (2016年6月号) 小売業　雑誌
A-14-16 食品流通ハンドブック 食品流通構造改善促進機構業務部 年刊 2,315 直販記載なし 食品流通
A-14-17 食品流通実勢マップ 日本食糧新聞社 2年1回刊 20,000 9784889270402 食品流通
A-14-18 通信販売企業名鑑【インターネット通販・カ
タログ通販・テレビボイス情報 年刊 55,000 直販記載なし 通信販売
A-14-19 通信販売年鑑 宏文出版 年刊 60,185 9784906546411 （2015年版） 通信販売
A-14-20 通信販売市場分析 ボイス情報 年刊 60,000 直販記載なし 通信販売
A-14-21 雑貨卸企業名鑑　メーカー・問屋編 ボイス情報 2年1回刊 45,000 直販記載なし 日用雑貨流通
A-14-22 百貨店調査年鑑 ストアーズ社 年刊 36,190 9784915293597 （2015年度版） 百貨店
A-14-23 かばん・袋物卸企業名鑑 ボイス情報 年刊 35,000 直販記載なし 流通
A-14-24 中古ビジネスデータブック リフォーム産業新聞社 2年1回刊 7,408 直販記載なし 流通
A-14-25 流通統計資料集 流通経済研究所資料情報センター 年刊 6,000 9784947664792 （2015年版） 流通
A-14-27 物流総覧 カーゴ・ジャパンカーゴニュース編集局 年刊 10,000 直販記載なし 流通
B-3-11 流通小売市場白書 矢野経済研究所 年刊 138,000 ？ （2015-2016年版)
B-3-34 訪販業界便覧 訪販ニュース社 終刊 （2009）

28

【外食・中食】
A-4-17 惣菜白書 日本惣菜協会 年刊 18,519 - 外食・中食　　　【会員外価格】
A-4-18 デザート市場白書 日本マーケティング・レポート 不定期 （2015） 59,900 - 外食・中食
A-15-17 外食企業年鑑 外食産業新聞社 年刊 28,000 9784906245260 （2014年版） 外食・中食
A-15-18 ジェフ年鑑 日本フードサービス協会 年刊 会員のみ？ 外食・中食
A-15-19 外食産業資料集 食の安全・安心財団 年刊 3,500 9784906357246 外食・中食
A-15-20 外食市場総覧 日本マーケティング・レポ ート 単 （2015） 115,000 直販記載なし 外食・中食
A-15-21 日本の外食チェーン50 フードビジネス総合研究所 年刊 18,500 9784990800819 （2015） 外食・中食
A-15-22 外食産業データ集 食の安全・安心財団 年刊 2,000 9784906357277 外食・中食
A-15-23 ファミリーレストラン業界の多店舗展開・エ
リア動向調査 ホーガ 単 （2012） 50,000 直販記載なし 外食・中食
A-15-24 ファストフード業界の多店舗展開・エリア動
向調査 ホーガ 単 （2011） 30,000 直販記載なし 外食・中食



A-15-25 外食上場企業総覧 フードビジネス総合研究所 年刊 22,750 9784990800826 （2015） 外食・中食
A-15-26 牛丼・定食チェーン業界の多店舗展開・エ
リア動向調査 ホーガ 単 （2012） 42,000 直販記載なし 外食・中食

12

【サービス】
B-3-9 サービス産業動向調査年報 総務省統計局 年刊 2,000 9784822338701 （2016年版）
A-15-1 サービス産業要覧CD-ROM版 富士グローバルネットワーク 2年1回刊 60,000 直販記載なし サービス業全般　CD-ROM
A-15-2 コールセンター白書 リックテレコム 年刊 12,000 9784897979915 コールセンター
A-15-3 コールセンター年鑑 アイ・エム・プレス 年刊 33,333 9784904657126 コールセンター
A-15-4 高齢者向け住宅生活支援サービスの市場
動向調査 シード・プランニング
 不定期 （2013） 95,000 9784864731577 シルバービジネス
A-15-6 "Welfare"関連市場の現状と将来展望 富士経済 隔年刊 120,000 9784834917406 （2014） シルバービジネス
A-15-7 高齢社会市場注目ビジネス事例総覧 シード・プランニング 不定期 （2016） 150,000 直販記載なし シルバービジネス
A-15-8 高齢者見守り・緊急通報サービスの市場
動向とニーズ調査 シード・プランニング 不定期 （2015） 120,000 直販記載なし シルバービジネス
A-15-9 ペットビジネスハンドブック 産経新聞メディックス 年刊 5,000 9784908063114 ペット産業
A-15-10 週刊ホテルレストラン オータパブリケイションズ 週刊 1,482 ホテル　雑誌　（週刊　ＨＯＴＥＲＥＳ　（ホテレス）週刊ホテルレストラン併記）

A-15-11 ライセンスキャラクター名鑑 ボイス情報 年刊 70,000 直販記載なし ライセンス関連
A-15-12 ライセンスブランド名鑑 ボイス情報 年刊 70,000 直販記載なし ライセンス関連
A-15-13 ライセンシー名鑑 ボイス情報 年刊 70,000 直販記載なし ライセンス関連
A-15-14 ライセンスキャラクター消費者調査 ボイス情報 年刊 65,000 直販記載なし ライセンス関連
A-15-15 高齢者・介護食市場の実態と展望 日本マーケティング・レポ
ート 単 （2013） 66,477 直販記載なし 介護
A-15-16 介護経営白書 日本医療企画 年刊 4,500 9784864393843 介護
A-15-27 学習塾白書 私塾界(全国私塾情報セン ター) 年刊 50,000 直販記載なし 教育産業
A-15-28 こども市場総覧 ボイス情報 2年1回刊 75,000 直販記載なし 教育産業
A-15-29 セキュリティ関連市場の将来展望 富士経済 年刊 120,000 9784834917604 （2014） 警備
A-15-30 セキュリティナビ：セキュリティ機器&システ
ムの全てが一覧で日本実務出版 年刊 2,000 9784434215544 警備
A-15-37 リース産業の現況 リース事業協会 年刊 協会で閲覧可 人材派遣
A-15-38 フューネラル＜ビジネス&マーケット＞デー
タファイル 綜合ユニコム 年刊 50,000 9784881506011 葬儀
A-15-39 葬祭ビジネス市場動向 ボイス情報 不定期 （2012） 60,000 直販記載なし 葬儀
A-15-40 全国住宅・マンション供給調査 日本経済新聞社 年刊 30,000 9784903998084 不動産
A-15-41 日経不動産マーケット情報これからできる
大規模オフィスビル日経BP社 年刊 24,000 9784822200497 不動産　CD-ROM
A-15-42 日本物流不動産ハンドブック ベアロジ 単 （2013） 70,000 直販記載なし 不動産
A-15-43 不動産金融プレーヤーズ名鑑 綜合ユニコム 年刊 21,000 直販記載なし 不動産
A-15-44 全国マンション市場動向 不動産経済研究所 年刊 50,000 直販記載なし 不動産
A-15-45 全国賃料統計 日本不動産研究所 年刊 380 直販記載なし 不動産
A-15-46 オフィス情報白書 ビルディング企画 年刊 5,000 9784434107900 不動産　2007年版のみ
A-15-47 全理連情報 全国理容生活衛生同業組 合連合会 年刊 HPにも記載なし 理容・美容　５９発表情報はアリ　http://ribiyo-news.jp/?tag=%E5%85%A8%E7%90%86%E9%80%A3%E6%83%85%E5%A0%B1

A-15-48 ネイル白書 日本ネイリスト協会 隔年刊 60,000 2014-15　直販記載なし 理容・美容
A-15-49 ビューティ&リラクゼーション関連企業名鑑
 ボイス情報 不定期 （2012） 50,000 直販記載なし 理容・美容
A-15-50 理容統計年報 全国理容生活衛生同業組 合連合会 年刊 HPにも記載なし 理容・美容　　５２集発表記事はアリ
B-3-29 日本ホテル年鑑 オータパブリケイションズ 終刊 （2009） ＷＥＢに移行
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【レジャー・観光】
A-16-1 CESAゲーム白書 コンピュータエンターテインメント協会 年刊 7,000 9784902346329 ゲーム
A-16-2 『CESA一般生活者調査報告書　日本・韓国
ゲームユーザーコンピュータエンターテインメント協会 年刊 6,000 9784902346336 ゲーム　2015.16は日本のみ
A-16-3 ゲーム産業白書 メディアクリエイト 年刊 42,000 9784944180493 ゲーム
A-16-4 オンラインゲーム白書 メディアクリエイト 年刊 42,000 9784944180370 ゲーム
A-16-5 ソーシャルゲームユーザー白書 エンターブレイン 年刊 ゲーム　　価格変動http://gamebiz.jp/?p=54206　現在はHPにも情報なし
A-16-6 ファミ通ゲーム白書 エンターブレイン 年刊 35,000 9784047280229 ゲーム　　2012以降刊行なし
A-16-7 パチンコ産業年鑑 綜合ユニコム 年刊 45,000 9784881506158 パチンコ
A-16-8 パチンコ・パチスロプレイヤー調査 エンタテインメントビジネス総合研究所 年刊 30,000 9784901526388 パチンコ
A-16-9 世界のエンタメ業界地図　2013年版 エンターブレイン 単 （2013） 1,500 9784047285415 レジャー産業
A-16-10 レジャー白書 日本生産性本部 年刊 7,000 9784820120445 レジャー産業
A-16-11 スポーツ産業年鑑 日本能率協会総合研究所 年刊 各80000 直販記載なし レジャー産業　　小売版企業編　小売版企業分析編　小売版県市郡編　
A-16-12 カラオケ白書 全国カラオケ事業者協会 年刊 12,000 直販記載なし レジャー産業
A-16-13 レジャーランド&レクパーク総覧 綜合ユニコム 年刊 78,000 9784881506066 レジャー産業
A-16-14 エンターテインメントビジネス 綜合ユニコム 半年刊 2,550 レジャー産業　雑誌
A-16-15 レジャー産業資料 綜合ユニコム 月刊 5,500 レジャー産業　雑誌
A-16-16 映画・映像産業ビジネス白書 キネマ旬報社 年刊 12,000 9784873763972 映画・ビデオ・音楽
A-16-17 日本人海外旅行のすべて JTB総合研究所 年刊 12,000 9784902772241 旅行・観光業
A-16-18 日本の国際観光統計 国際観光サービスセンター 年刊 3,426 9784903269436 旅行・観光業
A-16-19 数字でみる観光 日本観光振興協会 年刊 600 9784888941808 旅行・観光業
A-16-20 観光の実態と志向 日本観光振興協会 年刊 5,800 9784888941785 旅行・観光業
A-16-21 観光ビジネス未来白書 同友館 年刊 2,500 9784496051944 （2016年版） 旅行・観光業
A-16-22 旅行業者名簿 旅行出版社 年刊 14,000 9784990527716 旅行・観光業
B-3-21 観光白書 総理府 年刊 1,852 9784865790290 （平成27年版）
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【地域】
B-5-1 民力 朝日新聞社 年刊 8,640 9784023314344
B-5-2 データでみる県勢 矢野恒太記念会 年刊 2,900 9784875493419
B-5-3 都市データパック 東洋経済新報社 年刊 6,480 JAN: 4910066970758
B-5-4 日本国勢図会 矢野恒太記念会 年刊 2,900 9784875491460
B-5-5 地価公示 国土交通省 年刊 4,644 9784789237888
B-5-6 地域経済総覧 東洋経済新報社 年刊 12,960 JAN:4910201390953
B-5-7 地方自治体財務総覧 東洋経済新報社 年刊 20,520 JAN:4910201380756
B-5-8 地域統計要覧 ぎょうせい 終刊 （2004）
B-5-9 公民連携白書 東洋大学PPP研究センター 年刊 2,500 9784788714427
B-5-10 統計でみる都道府県のすがた 総務省統計局 年刊 2,916 9784822338671
B-5-11 統計でみる市区町村のすがた 総務省統計局 年刊 4,320 9784822338480
B-5-12 日本都市年鑑 東京市政調査会 年刊 7,600 9784474053588
B-5-13 全国市町村要覧 第一法規 年刊 4,000 9784474052291
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【統計】→業界統計は各業界の項目へ
B-6-1 日本統計年鑑 総務省統計局 年刊 15,660 9784620850252 CD-ROMつき
B-6-2 日本の統計 総務省統計局 年刊 1,850 9784822338381
B-6-3 経済センサス　活動調査報告（地域別） 総務省統計局 2014 全8巻18冊、各巻個別購入可能
B-6-4 　第1-4巻（事業所統計相当）、第8巻 日本統計協会 2014 51,100 第1巻と2巻は2分冊、価格は7冊の合計
B-6-5 　第5巻、第7巻（商業統計表相当） 経済産業統計協会 2014 46,900 第7巻は「その１」から「その４」の4分冊、価格は５冊の合計
B-6-6 　第6巻（工業統計表相当） 経済産業調査会 2014 90,500 第6巻は6分冊、価格は6冊の合計
B-6-7 国勢調査最終報告 総務省統計局 5年に1回 11,800 9784822337704 平成22年国勢調査の報告書は2014/6月刊行、品切れ状態
B-6-8 社会生活統計指標 総務省統計局 年刊 5,500 9784822338626
B-6-9 家計調査年報 総務省統計局 年刊 11,000 9784822338459
B-6-10 物価指数年報 日本銀行 年刊 1,333 9784887860582
B-6-11 小売物価統計調査年報 総務省統計局 年刊 6,600 9784822338619
B-6-12 日本長期統計総覧 日本統計協会 2006 101,000 価格は５冊の合計
B-6-13 全国企業倒産集計 帝国データバンク － WEBサイト上無料公開のみ（？）
B-6-14 完結昭和国勢総覧（全４巻） 東洋経済新報社 単 （1999） 242,718 9784492970072
B-6-15 明治大正国勢総覧 東洋経済新報社 単 （1975） 48,000 9784492030042
B-6-16 白書統計索引 日外アソシエーツ 3年に1回 27,500 9784816924606
B-6-17 官庁統計徹底活用ガイド 生活情報センター 終刊 （2005） 9784861262142 （2005）
B-6-18 人口動態統計 総務省統計局 年刊 37,000 9784875116684 H26年版品切れ状態
B-6-19 統計情報インデックス 日本統計協会 終刊 （20016） 9,100 9784822331172
B-6-20 男女共同参画統計データブック ぎょうせい 3年に1回 2,800 9784324099315
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【世界・貿易・展示会】
B-7-1 世界国勢図会 矢野恒太記念会 年刊 2,685 9784875494492
B-7-2 世界年鑑 共同通信 年刊 6,800 9784764106864
B-7-3 世界の統計 総務省統計局 年刊 1,850 9784822338664
B-7-4 国際連合世界統計年鑑 原書房 年刊 21,000 9784562053315
B-7-5 ジェトロ貿易ハンドブック 日本貿易振興機構 年刊 1,500 9784822411558
B-7-6 国際連合貿易統計年鑑 原書房 年刊 43,000 9784562053025
B-7-7 ジェトロ世界貿易投資報告 日本貿易振興機構 年刊 3,900 9784822411534
B-7-8 ヨーロッパ統計年鑑 原書房 年刊 38,000 9784864980371
B-7-9 国際協力機構年次報告書 JICA 年刊 （2015） ※「国際協力機構年報」改題
B-7-10 海外進出の実務シリーズ＜各国版＞ 新日本有限責任監督法人 不定期 2200-2700 タイ、インドネシア、中国、シンガポール、ミャンマー等
B-7-11 国際比較統計索引 日外アソシエーツ 2010 25,000 9784816922268
A-1-10 国際会議統計 日本政府観光局コンベンション誘致部 年刊 - -
A-1-11 展示会ガイド シー・エヌ・ティー 年刊 6,019 -
A-1-12 見本市展示会総合ハンドブック ピーオーピー出版企画室 年刊 9,000 9784990592189
A-1-35 日本貿易の現状 日本貿易会 年刊 463 9784931574205
A-1-37 不正貿易報告書 勝美印刷 年刊 2,700 9784906955084
A-1-38 日本貿易月表 日本関税協会 雑誌 228,000 9103007 　【年間購読料】
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【起業・経営指標】
B-8-1 中小企業白書 中小企業庁 年刊 3,000 9784865790221
B-8-2 中小企業施策総覧 中小企業庁 年刊 2,200 9784864581165
B-8-3 ものづくり白書 ぎょうせい 年刊 2,333 9784806529583
B-8-4 新規開業白書 日本政策金融公庫 年刊 2,314 9784905428572
B-8-5 TKC経営指標(CD-ROM) ＴＫＣ全国会 終刊(?) 2013年でCD-ROM版終了、要約版はHPで公開、要登録
B-8-6 小企業の経営指標 中小企業リサーチセンター 終刊 日本政策金融公庫HPで閲覧可
B-8-8 企業戦略白書（JBD企業・ビジネス白書シリーズ） 日本ビジネス開発 2年に1回刊 38,000 9784901586887 （2015年版）
B-8-9 企業リスク白書（JBD企業・ビジネス白書シリーズ） 日本ビジネス開発 不定期 38,000
B-8-11 少子化・高齢化ビジネス白書（JBD企業・ビジネス白書シリー日本ビジネス開発 年刊 38,000 9784901586917 シルバービジネス
B-8-12 ニュービジネス白書（JBD企業・ビジネス白書シリーズ） 日本ビジネス開発 2年に1回刊 38,000 9784901586924 （2015年版）
B-8-14 ベンチャー企業白書（JBD企業・ビジネス白書シリーズ） 日本ビジネス開発 不定期 38,000 9784901586948 （2015年版）
B-8-16 企業・ビジネス記録白書（JBD企業・ビジネス白書シリーズ） 日本ビジネス開発 不定期 38,000
B-8-17 規制革命ビジネス白書（JBD企業・ビジネス白書シリーズ） 日本ビジネス開発 不定期 38,000 9784901586962
B-8-18 開業ガイドブック 東京商工会議所中小企業相談センタ 単 東京商工会議所HPで申し込み
B-8-19 ＴＳＲ中小企業経営指標 東京商工リサーチ 年刊 15,000
B-8-20 全国企業財務諸表分析統計 帝国データバンク 年刊 7,500
B-8-21 産業別財務データハンドブック(CD-ROM) 日本経済研究所 年刊 7,000 9784905203100 CD-ROM版あり
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【特許】
B-9-1 特許出願のてびき 特許庁 年刊 1,203 9784827112535
B-9-2 意匠出願のてびき 特許庁 年刊 1,203 9784827112559
B-9-3 商標出願のてびき 特許庁 年刊 1,203 9784827112566
B-9-4 特許行政年次報告書 特許庁 年刊 3,450   978‐4‐8271‐1222‐1　 2013年が最新(2016/5/3時点）
B-9-5 特許出願技術動向調査報告書 特許庁 年刊 （2013） 現「特許出願技術動向調査等報告」
B-9-6 工業所有権法令集 発明協会 2012 6,190 9784827111897　
B-9-7 最新 万国工業所有権情報総覧 通商産業調査会 単 （1997） 9784806525424
B-9-8 特許事務所年鑑 アップロード 年刊 17,000 9784904207628

8

【規格】
B-10-1 ＪＩＳ総目録 日本規格協会 年刊 5,900 9784542184008
B-10-2 ＩＳＯ９０００ 日本規格協会 年刊 9784542184459
B-10-3 ＪＩＳハンドブック 日本規格協会 随時 シリーズ本

3



【その他】
B-11-1 雑誌新聞総かたろぐ メディア・リサーチ・センター, 年刊 30,744 9784895540452
B-11-2 ビジネスデータ検索事典 日本能率協会総合研究所 単 （2012） 25,000 9784902975574
B-11-3 読売年鑑 読売新聞社 年刊 3,700 9784643160017
B-11-4 アンケート調査年鑑 並木書房 年刊 16,000 9784890633319
B-11-6 現代用語の基礎知識 自由国民社 年刊 2,900 9784426101343
B-11-7 専門情報機関総覧 専門図書館協議会 不定期 （2015） 32,000 9784881300251
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合計 553
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