
■ お電話でお申し込みの場合はオペレーターにお申し込みコードをお伝えください。
■ お支払いは、商品同封の払い込み用紙でお願いいたします。クレジットカード払いも承ります。
■ お申し込み内容により、クレジットカードもしくは銀行前払いをお願いする場合があります。予めご了承ください。
■ この商品の返品・キャンセルはお受けできません。（返品不可）
■ ご記入いただいた住所やE-mailアドレスなどは、日経ＢＰ社からの事務連絡にも使わせていただきます。これ以外に日経ＢＰ社および日経BPグループ会社から、各種ご案内（刊
行物、展示会、セミナー等）やアンケート、広告主等の製品サービスのご案内をさせていただく場合があります。このほか、「個人情報取得に関するご説明」（http://www.nikkeibp.
co.jp/p8.html）をお読みいただき、ご同意のうえ、お申し込みください。
■ 発行は2013年12月27日を予定しています。
■ 価格は全て【本体価格+税】で国内料金となっています。
■ 商品は発行日以降、順次お届けします。発行日以降にお申込みの場合は、お申込みから3～10日でお届けします。（年末年始除く）

お申し込みコード 30-303005

sho-1311

お申し込みはこちらから
http://nkbp.jp/f-shouhi

※ページ数は変更になる場合があります。 ※ページ数は変更になる場合があります。

※装丁イメージ。実際とは異なる場合があります。 ※装丁イメージ。実際とは異なる場合があります。

消費トレンド 2014-2018
■著者：太田 恵理子
■A4変型判、専用バインダー、
　カラー、約250ページ
■CD-ROM
　（本体に掲載された図表データを収録）
■発行：日経BP社
■発行日：2013年12月27日（予定）

若者研究 2014-2018
■著者：原田 曜平
■A4変型判、専用バインダー、
　カラー、約250ページ
■CD-ROM
　（本体に掲載された図表データを収録）
■発行：日経BP社
■発行日：2013年12月27日（予定）

消費トレンド 2014-2018
若者研究 2014-2018

※『日経ビジネスDigital』のご利用に関しましては、本商
品をお申し込みいただいたメールアドレス宛てにご案内
いたします。ご利用を希望されるメールアドレスをご記入
ください。

購入
特典

ご購入いただいた皆様には、
『日経ビジネスDigital』6ヵ月
購読をプレゼントします。日経ビ
ジネスをパソコン、タブレット、
スマートフォンでお読みいただ
けます。通勤、出張、会議など、
いつでもどこでも日経ビジネス
をお読みください。

■申込書の右下に記載のお申し込みコードをお伝えください。  ■電話でクレジットカード支払いを承ります。
 日経BP社読者サービスセンター（TEL03-5696-6000　年中無休9：00〜22：00）

0120-21-0546 FAX 03-5696-3370
下の申込書に、必要事項をご記入のうえ、
そのままファクスでお送りください。

24時間
受付

これから5年の消費トレンドは？

2013年12月刊行

2013年12月刊行

消費トレンド 2014-2018

若者研究 2014-2018消費トレンド

消費トレンド 2014-2018 申込書　※ご希望の数量とお届け先をご記入ください。

消費トレンド 2014-2018 本体価格：100,000円＋税 商品番号  226170  部

若者研究 2014-2018　　 本体価格：100,000円＋税 商品番号  226180  部

≲消費トレンド≳≲若者研究≳2分野セット
消費トレンド 2014-2018  
若者研究 2014-2018 

商品番号  226200  セット

お
名
前

（姓） 

※必ず個人名をご記入ください。

（名） フ
リ
ガ
ナ

（セイ） （メイ）

ご
送
付
先

□会社（上記で記入の住所が会社の場合 印を入れてください）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ※マンション・ビル名・部屋番号もお忘れなくご記入ください。

会
社
名

お
役
職

ご
所
属

T
E
L

F
A
X

mailアドレス  @

本体価格：180,000円＋税

※ 特典として日経ビジネスDigital版サービス登録につい
てのご案内をお送りしますので必ずご記入ください。



モノからコトへ

多様な働き方
シェア志向

生産者との共創治療から予防へ

SNSの広がり

コミュニティ
人と人のつながり

クラウド
ヒトとモノ、モノとモノの

つながり
エシカル消費

エコ志向

多様な買い物

安全性意識

多様な選択肢

メリハリ消費

消費の二極化

少子高齢化

新興国の人口爆発

現役世代減少

団塊世代のリタイア
医療費増加

ICTの進化

TPP

ビッグデータ

環境問題
都市化と過疎

インフラ老朽化

コンパクトシティ貧富の差の拡大

介護需要増加

エネルギー・食料需給の
世界的ひっ迫

単身者世帯増 消費成熟化

東京オリンピック

グローバル競争激化

孤独死 メンタルヘルス

ウエアラブル・デバイス
パーソナルケア

ライフログ

M2M
eコマース

リコメンド

遺伝子組み換え 原発問題 買物難民

パーソナル・モビリティ

ソーシャルビジネス

クラウドソーシング
クラウドファンディング ● 中食や宅配を中心にした外部化の拡大

● 低価格志向のさらなる進展
● 家計引き締めの反動による「プチぜいたく」

食

● 住まいの内部を充実へ
● 住まいのシェアや共同生活志向が進展
● 住宅のスマート化が本格化

住

● 「エコカー」へのさらなるニーズ
● 自動運転をにらんだ安全走行補助の進化
● 高齢化でパーソナル・モビリティへの要求

クルマ

● ウエアラブル・デバイスの可能性
● ソーシャル・メディアがけん引する消費
● ビッグデータによるリコメンド

情報通信

● ゆとりあるシニア層に脚光
● 旅行、ペット、スポーツへのニーズが高まる
● 体験の共有が新たなニーズを掘り起こす

教養・娯楽

● 留学生や社会人の学び直し
● シニア層が再スタートを目指す
● オンライン講義プラットフォームの本格化

教育

● 治療から予防へのニーズが高まる
● 健康の自己管理で消費が二極化
● 海外からの医療ツーリズム

ヘルスケア

新商品・サービス企画に役立つ、 いままでにない消費予測レポート。

5年後の消費のすがたを捉え、
マーケティング戦略をつくる。

※装丁イメージ。
　実際とは異なる場合があります。

消費トレンド 2014-2018

※装丁イメージ。
　実際とは異なる場合があります。

消費トレンド
若者研究 2014-2018

近年「若者は消費しなくなった」
と言われる。しかし、それは中高
年世代の“常識”に当てはめた
見方であり、実像は違う。若者を
知ることは、企業が新しい価値を
生み出す際に重要な役割を果た
す。日本だけでなく中国や東南
アジアに足を運び、定性調査を
通して消費性向を分析した本レ
ポートは、若者が生み出す新し
いうねりをとらえ、消費の未来を
提示する。

衣
● ファストファッション志向の強まり
● 手作りアイテムのニーズ
● フェアトレードやエシカルファッションへ

少子高齢化が進行する日本は、
世界が体験したことのない社会
の変化に直面する。結婚しない
人や高齢者の一人暮らしが主流
になり、収入減による貯蓄の切り
崩しが始まり、働き方も変わる。
変化が引き金となり、消費行動
は変容していくだろう。本レポー
トは、統計や独自調査を基に「マ
クロ環境がどう変化していくか」
をひも解きながら、消費トレンド
の未来を考察する。

日本の若者

日本のシニア

日本の女性

日本の若者

アジアの若者

消費者の変化は？マクロ環境の変化を分析
各分野の消費の未来を予測

日本とアジアの若者を定性調査 若者の変化は？



　消費トレンドは、生活者が生きる時代の気分を反映します。もち
ろん、「未来の気分」でも、それは同じです。未来の気分を考えるた
めには、経済や社会のマクロ環境が、どう変化していくかをきちんと
知っておくことが重要になります。生活者の価値観や消費行動が変
化する背景には、政治経済や社会環境、さらには技術や社会インフ
ラの変化があるからです。
　本レポートは、「世界や日本のマクロ環境がどう変化していくか」
をひも解きながら、未来の消費トレンドを考察します。世界では新興
国を中心に人口が増え続け、2050年には95億人を超えると予測
されています。経済成長を続けるアジアの新興国を中心に生活の
利便性を高める商品やぜいたく品の消費意欲は、これまで以上のス
ピードで高まっていくでしょう。
　世界に先駆けて少子高齢化が進行する日本は、これまで世界が
体験したことのない社会の変化に直面します。例えば、結婚しない
人や高齢者の一人暮らしが主流になるシングル化が進行し、家庭
の収入減による貯蓄の切り崩しも始まります。並行して、女性や高
齢者の働き方も変わっていくでしょう。こうした変化が引き金となり、

生活者の価値観や消費行動は変容
していくことになるはずです。
　経済や社会環境の変化をベース
に消費トレンドの未来を考えていくこ
とは、新商品や新サービスの企画、
経営戦略を練る上で外すことので
きない前提条件になります。答えの
見えない時代だからこそ、マクロの
変化とミクロの変化を冷静に観察する視座が、生活者の消費性向
をつかむために、これまで以上に重要な役割を担っていくはずです。
　筆者の太田恵理子氏は、キリン食生活文化研究所の所長として
生活者の価値観や生活シーンの変化をウオッチし続けている人物。
本書は豊富な統計情報や同研究所の独自調査をもとに、企業の現
場視点で消費トレンドの未来をとらえていきます。今、目に見えてい
る社会や生活者の変化が、未来にどうつながっていくか。本レポー
トが予測する消費トレンドは、企業戦略を立案する上で大きな戦略
ツールになるでしょう。

東京大学文学部社会心理学科卒業、キリンビール、キリ
ン・シーグラム（当時）にてマーケティングリサーチ・商品
開発・コミュニケーション戦略などマーケティング全般に
携わる。2007年9月、キリンホールディングスに新設のキリ
ン食生活文化研究所所長に就任、現在に至る（2013年1
月よりキリン株式会社所属）。
キリン食生活文化研究所は、「くらしを考える。そして創造
する。」をテーマとして、食生活を中心とした、様々なくらし
の側面について調査・研究を行っている。また、大学や他
の企業、生活者と共に、うるおいのあるくらしの未来を創
造するための活動を行っている。
http://www.kirinholdings.co.jp/csr/food-life/

太田 恵理子
キリン株式会社  キリン食生活文化研究所  所長
著者

5年後の社会環境は？ 消費の変化は？ 若者は社会とどうかかわりたいか？
消費行動にどう影響するか？

高齢化、都市化、多様化、二極化 で消費トレンドはどう変わる？

経済・社会・技術の変化をベースに消費の未来を予測する。

第3章
分野別に見た消費トレンドの変化
■ 総論
■ 前提となる社会環境

経済の変化が影響する消費マインド
消費の変化
多様化する働き方

■ 衣・食・住（生活必需品）
衣
食
住（その1）
住（その2）
住（その3）

■ モビリティ・情報行動・ヘルスケア・教育・教養娯楽
モビリティ
情報行動
教養娯楽
教育
ヘルスケア

第1章
はじめに
■ はじめに
■ 未来予測レポートについて
■ 本レポートの位置付け
■ 未来から戦略を考える

第2章
消費を取り巻く社会の変化
■ 総論
■ 世界のマクロ環境

世界人口の推移
世界経済の動向
エネルギーの見通し
食料の見通し
都市化・高齢化する世界

■ 日本のマクロ環境
人口減少と高齢化が進む日本
シングル化する日本
社会保障にあえぐ日本
低成長が続く日本経済と不安定な雇用環境
雇用のミスマッチ
働き方の多様性
インフラの老朽化、マンションの老朽化
ICTの進展が支える社会の変化

第4章
若者の変化

恋愛離れする若者
SNS依存の若者
若者の情報行動の特徴
若者の関心事
個の確立から共生へ

第5章
シニア層の変化

シニアの経済と健康
アクティブ・シニアの登場
アクティブ・シニアの特徴と、三つの消費の方向性
カウントダウン消費
不安対応消費
関係構築消費

第6章
女性の変化

女性就業率
特徴
情報行動
関心事
消費行動（食）
モノコト志向
幸せ感

第7章
消費社会はどこに行くか
■ 情報通信技術の浸透

デジタルデバイド
マーケティングの変化
個人情報問題

■ 働き方の変化
テレワーカーの増加
価値観：ワークライフバランス
価値観：自己決定

■ コミュニティーとのかかわり
家族の形が変わる
人間関係の拡張
物理的距離を飛び越える
社会課題へのかかわり

■ 消費社会はどこに行くか
大きな物語の終焉
自分自身で勝負
所有から経験へ
社会課題の解決へ
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2-3. 人口減少と高齢化が進む日本

〈消費トレンド〉



　若者は消費しなくなった。この数年、日本で言われ続けてきたトレンド
です。テレビや新聞、雑誌などのメディアでは、「若者の〇〇離れ」と
いう言葉を用いて消費に消極的な若者を奇異な存在として取り上げる
スタンスが目立っています。少子化で人口ボリュームも減っていく若者
は、消費者として魅力的ではない ――。そんな声すら上がります。
　でも、本当にそうでしょうか。実像は違います。消費しない若者の姿
は、高度経済成長期やバブル期を生きてきた上の世代の「常識」に
当てはめた見方でしかありません。昔も今も、若者が消費のトップラン
ナーの役割を担っていることに変わりはないのです。若者世代の生活
や消費のスタイルを研究・分析することは、上の世代はもちろん、次
代の若者による消費動向を探ることにもつながります。つまり、若者を
知ることは、未来を知ることと同義なのです。これは、企業が新しい価
値を生み出す際に重要な役割を果たします。
　今を生きる若者を表すキーワードは「スマート」であること。長引く
不況の最中を育ってきた日本の若者は、「賢く、堅実な消費者」に変貌
を遂げています。少しでも効率が良い選択をし、身の丈に合った商品を
選び、ソーシャル・メディアを介して生まれる共感を重視する。本レポー

トでは、こうした新しい視点の若者の消
費トレンドを提示します。
　筆者の原田曜平氏は、気鋭の若者研
究者。多くの若者と対話することを通じ
ながら新しい若者論を構築する人物で
す。所属する博報堂では、大学生のメ
ンバーを中心にした「博報堂ブランドデ
ザイン若者研究所」のリーダーを務め、
若者たちと協働しながら「若者の生の
声」を取り入れたトレンドや消費性向の研究分析に取り組んでいます。
　その活動は、日本だけにとどまりません。経済成長が著しい中国や
東南アジアに足を運び、現地の若者との対話を通じて、消費動向を
探っています。ソーシャル・メディア時代が深まるにつれ、世界の若者
の消費スタイルは次第に近付いています。本書では、アジアを中心に
世界の若者が生み出す新しいうねりをとらえ、消費の未来を提示しま
す。現場の生の声に根差した斬新な視点は、新商品や新サービスの
企画、経営戦略を考える際の大きなヒントになるでしょう。

1977年東京生まれ。慶応義塾大学商学部卒業後、博報
堂入社。ストラテジックプランニング局、博報堂生活総合
研究所、研究開発局を経て、現在、博報堂ブランドデザイ
ン若者研究所リーダー。多摩大学非常勤講師。2003年
JAAA広告賞・新人部門賞を受賞。共著書に『10代のぜん
ぶ』（ポプラ社）、『中国新人類・八○后が日本経済の救世
主になる!』（洋泉社）、『情報病』（角川書店）、『これからの
中国の話をしよう』（講談社）、単著書に『近頃の若者はな
ぜダメなのか』（光文社）、『さとり世代』（角川書店）などが
ある。

原田 曜平

株式会社 博報堂
博報堂ブランドデザイン若者研究所　リーダー
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若者消費7の法則
国別若者マーケティング

日本とアジアの若者消費の未来は？  商品企画にどう活かす？
①日本の若者研究―若者消費の未来は？ ②アジアの若者研究―日本企業のビジネスチャンスは？
若者の生活スタイルや価値観は、5年後にはっき
りとした輪郭となり、より多くの年代層を包み込む
消費トレンドを形成する。

現地に足を運んで得た最新消費動向をもとに、アジア
の若者消費の未来を予測。

若者が生み出す新しいうねりを調査・分析し、消費の未来を予測する。

〈若者研究〉

第3章
日本における若者消費の未来
■ 全体傾向：スマートになる若者
■ 消費の未来、7つの方向性
「低額大量消費」時代の幕開け
プチ自慢と「なのに消費」

「買い替え」から「買い足し」に
母親との関係を重視
個人や世帯から「地縁」へ
流行よりもノスタルジー

「どこへ行くか」から「誰といるか」へ
■ 若者言葉辞典

第1章
はじめに
■ はじめに
■ 新しい「若者論」構築の意義
■ 近付く世界の消費スタイル
■ さとり（ゆとり）世代年表

第2章
日本の社会環境と若者の特徴
■ 総論：日本の若者に見る消費の未来
■ 景気低迷の日本しか知らない世代
■ 若者とソーシャル・メディア

SNSが形作る人間関係
つながり続ける若者たち
LINE、若者会話集

■ 若者の地元密着志向
遠くに出掛けない若者
地元密着の若者の事例
地方に広がる地元志向

第6章
韓国・台湾の若者消費トレンド

台湾
韓国

第5章
中国の消費トレンドの行方

プル型マーケティングが有望
厳しい時代を生きる若者をサポート
親になる「八〇後」と新人類「九〇後」の狙い目
富裕層を狙うビジネス
日本のお家芸、中間層ビジネスの拡充
憧れよりも信頼感を売る
グローバルな世界で「ミドル」を狙う
中部の変化と可能性に注目する
地方の突出した「点」を狙う

第4章
中国の若者の特徴

「八〇後（后）」と「九〇後（后）」
若者戦略の意義
疲れ果てた若者の復古主義
四二一構造
実感できない経済成長
真の新人類「九〇後」

「八〇後」は「九〇後」を批判する
不公平という不安要因
大きい地域間の格差

「八〇後」が社会のリーダーになるとき 第10章
業界別に見た若者消費の今後

IT･エレクトロニクス
自動車、バイク
アパレル、コスメ
アニメ、コンテンツ
食品、飲食店
サービス産業

第7章
東南アジアの若者の特徴

東南アジアの消費拠点としての潜在力
全体が親日エリア
普及するＳＮＳ
東南アジア市場での韓国の台頭
薄れる日本の影響力
韓国の強さ①：はじめから東南アジアを視野に
韓国の強さ②：個でなくマスで攻める
韓国の強さ③：下流マーケティングを活用する
韓国の強さ④：国内市場の小ささを逆手に
東南アジアの「若者」を読み解く
山の頂点を目指す、インドネシア、フィリピン、ベトナム、ミャンマー
｢発展ステージ｣を測るための尺度は酒、煙草、おごり
近未来の東南アジアの若者像①：雇用不安、晩婚化
近未来の東南アジアの若者像②：少子化、男性の女性化・草食化

第9章
東南アジアの国別消費トレンド

インドネシア
マレーシア
タイ
シンガポール
フィリピン
ベトナム
ミャンマー

第8章
東南アジアの消費トレンドの行方

低価格と差異化
小売戦略
ホスピタリティーを売り物に
得意な国から攻める
時には「力業」を
親日感情を利用する
価値観は共通で抽出すべき
複数の国で抽出できる共通項
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※目次の内容・構成は変更になる場合があります。

・大金を得てもファストファッション
・質より量

節約志向と
低額大量消費

1

・目利き自慢、センス自慢、人脈自慢
・本当のかっこよさは「安くてもかっこいい」

プチ自慢と
「なのに消費」

2

・商品と長く付き合える関係を重視
・ニンジンをぶら下げても飛び付かない

「買い替え」から
「買い足し」へ

3

・反抗期のない世代
・「母と息子」という新しいターゲット

母親との
関係を重視

4

・地元のつながりを重視
・日本の地方はグローバルにつながる

個人や世帯から
「地縁」へ

5

・「共感」「一体感」を重視
・「新しいものはいいもの」と考えない

流行よりも
ノスタルジー

6

・共感のために昔を懐かしむ
・「ハレ未満、ケ以上」の消費

「どこへ行くか」から
「誰といるか」へ

7

中国

タイ

韓国 台湾

ベトナムフィリピン

インドネシア

シンガポールマレーシア

ミャンマー

※誌面はイメージです。


