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テーマ テーマコード 主な内容

エレクトロニクス業界の動向 10073 電機メーカー、電子部品メーカーの設備投資や、企業戦略に関する情報です。

通信会社の動向 10062 国内外の通信会社に関する企業動向・新サービス・新技術に関する情報です。

家電業界の動向 10017 家電メーカーにおける事業戦略や家電製品の市場動向と主な新製品に関する情報です。

電力業界の動向 10029 電力業界や関係する公的機関の動向、および電力機器などに関する情報です。

都市ガス各社の動向 16636 都市ガス大手４社の動向を中心とした情報です。

国内自動車メーカーの動向 10008 国内自動車メーカーの企業戦略、設備投資および生産動向に関する情報です。

運輸業界の動向 10013
航空・船舶・鉄道・バスなど旅客運輸を行う公共交通機関の規制緩和、輸送経済などの運輸行政、交通システ
ムの新技術と社会問題に関する情報です。

鉄道業界の動向 16783 ＪＲや私鉄などの国内および海外の鉄道に関する設備投資、技術開発などの情報です。

建設業界の動向 10079 国内大手・中堅ゼネコンの経営状況・経営方針などビジネスに関する情報です。

鉄鋼・金属業界の動向 10039 鉄・非鉄・その他金属業界の投資動向や経営状況、および市況に関する情報です。

化学業界の動向 10035 化学メーカーの設備投資動向や企業進出、および市況に関する情報です。

流通（小売）業界の動向 10060
百貨店、ＧＭＳ、スーパー、コンビニエンスストア、ディスカウントストアなど、小売業を中心とした流通業界情報
です。

飲料/酒類業界の動向 10020 飲料、酒類業界の企業の動き、新製品、人気商品調査などの情報です。

外食産業の動向 11870 チェーンレストランやファストフード店など外食産業に関する情報です。

加工食品業界の動向 10019
インスタント食品・チルド食品・調味料・デザート菓子に関する企業の動き、新製品・人気商品調査などの情報で
す。

物流業界の動向 10069 物流の効率化、システムの構築、ロジスティクス、国際物流などに関する情報です。

製紙・包装業界の動向 10199 製紙業界各社の動向、および製紙関連の情報と包装・容器に関する情報です。

繊維業界の動向 10197 繊維業界各社の動向や新素材、繊維に関する研究開発、技術、製品などの情報です。

印刷/出版業界の動向 10221 印刷業界と出版業界のビジネス動向および電子書籍等デジタル分野の動向に関する情報です。

広告業界の動向 10059
デジタル広告など広告業界における新しい動き、また話題の広告、キャンペーンについての記事、大手広告代
理店やメディアの動向に関する情報です。

銀行/銀行業界の動向 10055
都市銀行、信託銀行、地方銀行、外国銀行、ネット銀行等、銀行業界および代表的な個別銀行に関する情報で
す。

証券会社/証券業界の動向 10053
証券業界および証券投資に関するサービスを提供している投資顧問業等、および証券市場で提供されている
サービスに関する情報です。

保険会社/保険業界の動向 10054 生命保険、損害保険各業界および主要な保険会社、および保険契約者保護に関する情報です。

シンクタンク業界の動向 10356 銀行および証券会社系のシンクタンクに関する情報、および発表レポートに関する情報です。

製薬会社の動向 10684 製薬メーカーの事業戦略、業績、投資、Ｍ＆Ａに関する情報です。

クレジット業界の動向 11594 クレジットカード業界の動向や業績統計、キャッシングビジネスに関する情報です。

業界動向
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テーマ テーマコード 主な内容

リース業界の動向 11051 リース・レンタル業界、および各社の業績、事業展開などに関する情報です。

航空業界の動向 10357
主な航空会社の動向をはじめ、航空関係条約や航空路線、航空行政、空港建設や空港施設整備、航空利用
者などの情報です。

不動産業界の動向 16392
不動産業界や大手ゼネコンの動き、不動産投資信託（ＲＥＩＴ）など不動産取引や市況、その他、不動産の販売
や建築に関する情報です。

旅行業界の動向 10824 旅行会社・観光業界の動向や、各種ツアー・宿泊施設のトピック、その他、旅行に関する新商品の情報です。

農業関連情報 16508 農業・農政の動向、農作物の作況、その他、農業関連のトピックや、施策に関する情報です。

水産業関連情報 16771 漁業の動向や水産物の市況、その他、漁獲・水産関連のトピックや施策に関する情報です。

ペット業界の動向 16798 ペットフードやペット用品などの商品情報や、新しいペット向けサービスなど、ペット関連産業の情報です。

商社の動向 16803 総合商社・大手商社の動向、業績、および取引内容に関する情報です。

コンタクトセンターの動向 15032 コンタクトセンター、コールセンター、カスタマセンター、テレマーケティングなどに関する情報です。

マネージメント 10077
企業の合併・提携・分社と、組織や財務などに関する経営戦略・経営方針・中期計画、および企業トップへのイ
ンタビューなどの情報です。

労働/勤労/厚生 10007
雇用動向・勤務制度・人事制度・賃金制度・賃金交渉・労使問題と、企業の福利厚生・年金・労災・失業問題な
どの情報です。

コンプライアンス/企業倫理 16502 企業倫理や法令順守、企業モラルに関して、制度や仕組み、事件・事故に関する情報です。

個人情報保護 14989 個人情報保護法に関する企業や行政の取り組み、および個人情報の取り扱い等に関する情報です。

知的財産権 10002
特許・商標・著作権等の知的財産権に対する保護、育成、利用強化の社会的動向および企業の知的財産権に
対する取り組み、係争、提携、利用戦略、ビジネス特許や技術移転機構（ＴＬＯ）の動向に関する情報です。

ビジネスソリューション 10689
データウェアハウス（ＤＷＨ）等の顧客情報管理や、サプライチェーンマネージメント（ＳＣＭ）、ＢｔｏＣ、ソリュー
ションビジネス等のマーケット戦略および企業内情報ポータル（ＥＩＰ）に関する情報です。

ＳＤＧｓ（持続可能な開発目
標）

16956
国連が提唱する持続可能な開発目標(ＳＤＧｓ)に関する官公庁、自治体、国内外の企業、団体等の取り組み、
具体例などに関する情報です。

ＤＸ（デジタル・トランスフォー
メーション）

16957
電子データやデジタル技術を活用し、既存のサービスやビジネスモデルの変革を進めていく上での施策、取り
組み等についての情報です。

ＥＳＧ（環境・社会・企業統
治）

16958 投資家が企業等の取り組みを評価する３つの観点（Ｅ＝環境、Ｓ＝社会、Ｇ＝企業統治）についての情報です。

ベンチャー企業 11386
ベンチャー企業育成や支援、および新規事業の創出（ビジネス・インキュベーション）について、公的機関や民
間組織の取り組みに関する情報です。

アウトソーシング 10220 自治体、企業、団体などの外部委託に関する動き、またアウトソーシング産業全体に関する情報です。

新素材 10040
エンジニアリング・プラスティック、炭素繊維、ファインセラミックス、光ファイバー等、今後の動向が注目される新
素材の開発や生産に関する情報です。

バイオテクノロジー 10045 医療・農業・環境・エネルギー・工業分野における生物工学の技術、開発、応用事例などの情報です。

ナノテクノロジー 11775
ナノテクノロジーの研究・開発と、それに関わる新技術や材料、およびさまざまな産業分野への適用例に関する
情報です。

プリンティング技術 16960
アディティブ・マニュファクチャリングやバイオプリンティングなど、分野を問わず目的とするパターンで記録する
技術と機器についての情報です。

デジタル処理と応用技術 10004 デジタル圧縮などの技術や規格、それを使った製品・サービスなどの情報です。

ＩＣカードと応用技術 10228 ＩＣカード（スマートカード）製品や製造技術、および応用システムに関する情報です。

ＩＳＯ関連 10243
ＩＳＯ１４００１、ＩＳＯ９００１、ＩＳＯ２２０００、ＩＳＯ２７００１、ＩＳＯ１３４８５、ＩＳＯ/ＴＳ１６９４９の取得状況や、それらの
審査・登録機関に関する情報です。

ＤＸ（デジタル・トランスフォー
メーション）

16957
電子データやデジタル技術を活用し、既存のサービスやビジネスモデルの変革を進めていく上での施策、取り
組み等についての情報です。

情報通信技術システム 10085
産業・教育・福祉・サービス等、さまざまな分野でのＩＣＴ（情報通信技術）活用事例や、システム導入の情報で
す。

クラウドコンピューティング 16769
ネットワーク経由でソフトウェアなどのサービスを提供する「クラウドコンピューティング」の製品、技術、導入事
例などの情報です。

情報化戦略

経営管理

技術/生産
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テーマ テーマコード 主な内容

パソコン市場動向 10058 パソコンからサーバまで、売れ筋や新製品などの市場動向、新技術に関する情報です。

モバイル機器 10011 携帯情報端末などのモバイル機器に関する製品情報・技術情報、および市場動向に関する情報です。

スマートフォン 16770 スマートフォンに関する製品、サービス、市場動向等の情報です。

液晶/情報ディスプレイ 10025 情報ディスプレイの製品・材料・製造装置、メーカーの投資動向に関する情報です。

ドライブ・ストレージ 12521
光ディスクドライブやＨＤＤ、およびネットワーク用ストレージ等の記録装置に関する市場動向や新製品、技術動
向に関する情報です。

プリンタ・スキャナ 12520 プリンタ、スキャナ、複合機などの市場動向や新製品、技術動向に関する情報です。

記録メディア 16785
ブルーレイ（Ｂｌｕ-ｒａｙ）、光ディスク、記録媒体（メディア）の新技術や規格、および新製品、市場動向に関する情
報です。

民生用・業務用・産業用デジ
タルカメラの製品と市場動向

12519 民生用・業務用・産業用など各種デジタルカメラの市場動向や新製品、技術動向に関する情報です。

基本ソフト/ミドルウェア 10080
コンピュータの基本ソフト（ＯＳ）と、データベース・グループウェア・通信管理・開発支援環境などのミドルウェア
についての新製品・新技術・市場動向に関する情報です。

情報セキュリティ 10014
個人情報保護、情報漏えい、電子認証、バイオメトリクス認証、暗号化技術、ＳＳＬやファイアーウォールなどセ
キュリティに関するハード・ソフト技術等の情報です。

人工知能/知識処理 10108
人工知能（ＡＩ）・ニューロネットワーク・ファジー論理・自然言語処理など、コンピュータの知的処理についての新
技術・事例などに関する情報です。

画像/音声処理技術 10081
ＣＧ・３Ｄ（立体映像）を含む画像処理・音声処理・バーチャルリアリティや、圧縮技術・パターン認識についての
新技術・新製品に関する情報です。

ＩｏＴ（モノのインターネット） 16952 IoT（モノのインターネット）に関する技術動向、IoT技術を使ったシステムの活用事例などに関する情報です。

クラウドコンピューティング 16769
ネットワーク経由でソフトウェアなどのサービスを提供する「クラウドコンピューティング」の製品、技術、導入事
例などの情報です。

インターネットビジネス 10015 ネット広告・音楽配信・動画配信など様々なインターネットを利用したビジネスに関する情報です。

ＷｅｂマーケティングとＳＥＯ 11869
Ｗｅｂを使った新しいマーケティング手法・サービス・企業の取り組み、Ｗｅｂサイトへのアクセス極大化のための
マーケティング手法・サービス・企業への取り組みなどの情報です。

映像コンテンツと動画配信
サービス

11689 動画配信や映像産業の興行成績や動向、および各種映像メディアに関する情報です。

電子情報サービス 10086
検索サイトやポータルサイトのサービス、および民間企業・官公庁・地方自治体などの情報提供に関する情報
です。

電子取引（ＥＣ） 10016
ネット決済、電子マネー、ＥＤＩやＣＡＬＳ等の取引とそれを支えるインフラ、セキュリティ、金融マーケットの電子化
等に関する情報です。

携帯コンテンツ 16781 携帯向けサイトやコンテンツ、および携帯サービスやコンテンツ市場に関する情報です。

ｅスポーツ 16991
コンピューターゲームの競技大会の情報、スポーツ・エンタメ業界の動向、自治体、教育、福祉分野での活用事
例などに関する情報です。

電子書籍 16767 電子化された出版物と閲覧用端末などに関する情報です。

ＲＰＡ（ロボティック・プロセ
ス・オートメーション）

16992 ＲＰＡ（ソフトウェアロボットによる業務自動化）の市場動向や活用事例、セミナーなどについての情報です。

ＦＡと工作用機械 10009
工作機械やファクトリーオートメーション（ＦＡ）の新製品や業界動向、およびＣＡＬＳ、コンカレント・エンジニアリン
グなどの新しい技術など、生産性の向上、自動化などに関するシステムなどの情報です。

自動販売機/ＡＴＭ/ＣＤ/業
務用ゲーム機

10226 自動販売機・ＡＴＭ・ＣＤ・業務用ゲーム機・据え置き型情報端末・券売機や改札機に関する情報です。

通信会社の動向 10062 国内外の通信会社に関する企業動向・新サービス・新技術に関する情報です。

通信インフラの動向 10012
インターネット接続サービス・データ通信サービス・衛星通信・国際通信・光ファイバー網敷設などの通信インフ
ラの情報です。

ネットワーク関連ハードウェ
ア、ソフトウェア

10112
ルータ・モデム・無線ＬＡＮ等の通信機器やネットワーク関連のハードウェア、ソフトウェア製品に関する情報で
す。

ハードウェア

周辺機器

ソフトウェア

インターネット/情報コンテンツ

オートメーション

通信/放送
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テーマ テーマコード 主な内容

モバイル通信 10010
携帯電話などの製品情報・技術情報や市場動向、およびデジタル無線伝送技術や移動体無線通信・無線情報
通信に関する情報です。

モバイル機器 10011 携帯情報端末などのモバイル機器に関する製品情報・技術情報、および市場動向に関する情報です。

スマートフォン 16770 スマートフォンに関する製品、サービス、市場動向等の情報です。

通信サービスシステム 10072
テレビ会議システム、双方向通信システム、コンテンツ配信システムなど通信サービスに関するサービスや技
術についての情報です。

放送システム 10063
デジタル放送に関する動向とそれを供給する番組制作会社の動向、およびＣＡＴＶ・ＢＳ/ＣＳ放送に関する情報
です。

テレワーク関連情報 10218
在宅勤務やサテライトオフィスなど、企業や官公庁・自治体の取り組みや導入事例、テレワーク全般の動向に
ついての情報です。

電子部品 10046
チップ部品・表面実装部品等、電子部品の製品・新技術に関する情報や、部品メーカーの企業動向に関する情
報です。

電池 10056 燃料電池および太陽電池・一次電池・二次電池の製造や、新製品に関する情報です。

ＬＥＤ／ＥＬ 16772
ＬＥＤ（発光ダイオード）やＥＬ（エレクトロルミネッセンス）の製品・技術動向、およびそれらの応用技術に関する
情報です。

オプトエレクトロニクス 10829
レーザー、光ピックアップ、ＬＥＤを代表とする受光・発光デバイスの開発や新製品、さらにそれを用いた応用技
術に関する情報です。

アジア諸国のエレクトロニク
ス動向

11030
アジア諸国のエレクトロニクスメーカーの動向や、各国メーカーのアジア市場への投資、事業展開に関する情報
です。

中国の電気/電子産業 16780
中国（中華人民共和国）の半導体、液晶、電子部品など、電気/電子産業への設備投資や市場動向に関する情
報です。

半導体設備投資 10047 半導体主要メーカーの設備投資動向や、企業進出に関する情報です。

半導体市場動向 10048 半導体業界の景気や、半導体製品の市場動向に関する情報です。

半導体メモリ 10049 ＤＲＡＭ、ＳＲＡＭ、ＦｅＲＡＭ、フラッシュメモリ等、半導体メモリの製造や新製品に関する情報です。

フラッシュメモリと応用機器 10227 ＳＤカードメモリ、コンパクトフラッシュ等のフラッシュメモリや、それを用いた製品に関する情報です。

ロジック・プロセッサー 10050 ロジック素子、プロセッサー、特定用途向けＩＣ、およびシステムＬＳＩの製造や新製品に関する情報です。

ディスクリート 10051 個別半導体素子、パワー半導体素子の製造や新製品に関する情報です。

半導体装置・材料 10052
ＣＶＤ、ＣＭＰ、ステッパー等の前工程装置、ダイサー、ボンダー等の後工程装置、およびウエハー、原料ガス等
の材料に関する情報です。

半導体検査装置 10801
半導体製品の製造や品質保証に用いられるテスター、プローバー、ＳＥＭなどの検査装置や器具に関する情報
です。

プリント基板・パッケージング
技術

10908
プリント基板やその関連材料、およびＣＳＰ（チップ・サイズ・パッケージ）、ＢＧＡ（ボール・グリッド・アレイ）等の
パッケージング技術に関する情報です。

家電業界の動向 10017 家電メーカーにおける事業戦略や家電製品の市場動向と主な新製品に関する情報です。

白もの/アメニティ家電 10018
冷蔵庫、洗濯機、炊飯器やエアコン、家庭用照明機器など、白物家電、住宅設備関連の製品動向を中心とした
情報です。

家電量販店情報 10022 全国の家電量販店の動向や売れ筋製品情報など、家電流通に関する記事を中心とした情報です。

家電の環境対策 10321
家電・パソコンなどに関して企業や自治体などの環境に対する取り組み、および環境に配慮した製品・材料など
に関する情報です。

電力業界の動向 10029 電力業界や関係する公的機関の動向、および電力機器などに関する情報です。

原子力発電の動向 10068 原子力発電に関する企業や公的機関・自治体の動向に関する情報です。

都市ガス各社の動向 16636 都市ガス大手４社の動向を中心とした情報です。

電力流通 16634
送電・変電・配電など、発電所で発生した電力を届けるためのシステムや機器の技術動向、電力会社、重電関
係会社などの情報です。

電子部品

半導体

家電

エネルギー
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テーマ テーマコード 主な内容

原子燃料 16799
原子力発電の燃料に関する研究・開発・技術、自治体の動向などの情報、および使用済み燃料、放射性廃棄
物などに関する情報です。

化石燃料 16635
石油、天然ガス、石炭など化石燃料の生産や取引の情報、および石油関連機関や石油会社に関する情報で
す。

新エネルギー 10030 新エネルギーや代替エネルギー、再生可能エネルギーに関する情報です。

太陽光発電 16632
太陽光発電に関する研究・開発など技術動向、発電所から住宅用まで政策や導入事例、地域の対応などの情
報です。

エネルギーと環境 10084 エネルギー業界の地球温暖化防止、省エネルギーなど環境に対する取り組みや問題に関する情報です。

バイオ燃料 16501 バイオマス、バイオ燃料等の代替燃料に関して、その需要や製造に関する情報です。

高圧ガス 10353
工業用や家庭の燃料・原料、冷凍空調などに用いられる高圧ガスの製造、設備、販売、保全、環境問題などに
関する情報です。

国内自動車メーカーの動向 10008 国内自動車メーカーの企業戦略、設備投資および生産動向に関する情報です。

海外自動車市場動向 10277
欧米・アジア市場を中心とした海外自動車市場の動向や、外国自動車メーカーの企業戦略、設備投資および生
産に関する情報です。

中国の自動車産業 16782 中国（中華人民共和国）の自動車産業の設備投資や市場動向に関する情報です。

高度道路交通システム（ＩＴ
Ｓ）

10024 ＩＴＳ・ＶＩＣＳ・ＥＴＣをはじめとする自動車・道路交通システムのインテリジェント化に関する情報です。

自動車の環境対策 10006 自動車に関係する環境問題に対する公的部門、自動車業界の取り組みについての情報です。

自動車部品と関連技術 16784 自動車部品業界の設備投資や新技術、およびカーエレクトロニクスに関する情報です。

次世代自動車 16507 電気自動車、ハイブリット車、燃料電池車など環境対策の新技術を導入した自動車についての情報です。

ＦＡと工作用機械 10009
工作機械やファクトリーオートメーション（ＦＡ）の新製品や業界動向、およびＣＡＬＳ、コンカレント・エンジニアリン
グなどの新しい技術など、生産性の向上、自動化などに関するシステムなどの情報です。

造船工業・船用製品 10196 造船、船用工業・製品、および造船業界のビジネスに関する情報です。

環境基準と環境保全 10082 環境保全、環境アセスメント、環境基準などの情報です。

産業公害 10041 大気・水質・土壌汚染の防止技術・装置などに関する情報、および汚染の状況・問題・規制に関する情報です。

廃棄物処理 10043 廃棄物やゴミ処理に関する技術や装置、規制や問題、自治体の動向などに関する情報です。

リサイクル 10042
容器包装、家電、パソコン、自動車、建築資材等のリサイクルの技術、取り組み、問題、規制等に関する情報で
す。

家電の環境対策 10321
家電・パソコンなどに関して企業や自治体などの環境に対する取り組み、および環境に配慮した製品・材料など
に関する情報です。

自動車の環境対策 10006 自動車に関係する環境問題に対する公的部門、自動車業界の取り組みについての情報です。

エネルギーと環境 10084 エネルギー業界の地球温暖化防止、省エネルギーなど環境に対する取り組みや問題に関する情報です。

太陽光発電 16632
太陽光発電に関する研究・開発など技術動向、発電所から住宅用まで政策や導入事例、地域の対応などの情
報です。

バイオ燃料 16501 バイオマス、バイオ燃料等の代替燃料に関して、その需要や製造に関する情報です。

地球温暖化 16436 地球温暖化に関する情報です。

上下水道と水処理 16996 全国の水道事業の状況や、自治体・企業の取り組み、また関連する水処理技術などの情報です。

流通（小売）業界の動向 10060
百貨店、ＧＭＳ、スーパー、コンビニエンスストア、ディスカウントストアなど、小売業を中心とした流通業界情報
です。

物流業界の動向 10069 物流の効率化、システムの構築、ロジスティクス、国際物流などに関する情報です。

環　境

流通サービス

自動車

工作機械

輸送機械
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テーマ テーマコード 主な内容

流通システム 10057 ＰＯＰシステム、セルフ精算レジ、電子値札など、新販売業態などについての情報です。

百貨店/デパート 11741 百貨店・デパートの出店情報・経営などに関する情報です。

スーパーマーケット/ＧＭＳ 11740 大手・地域のスーパーマーケット・ゼネラルマーチャンダイズストアに関する情報です。

ホームセンター 11738 ホームセンター・ＤＩＹストアに関する情報です。

ＣＶＳ/ＣＶＳフランチャイズ 11739 コンビニエンスストア/ＣＶＳフランチャイザーに関する情報です。

ドラッグストア 11736 ドラッグストア・薬局・薬店に関する情報です。

加工食品業界の動向 10019
インスタント食品・チルド食品・調味料・デザート菓子に関する企業の動き、新製品・人気商品調査などの情報で
す。

飲料/酒類業界の動向 10020 飲料、酒類業界の企業の動き、新製品、人気商品調査などの情報です。

外食産業の動向 11870 チェーンレストランやファストフード店など外食産業に関する情報です。

食品の安全性と法規制 11871 食品の安全性や衛生に関連する法規制や規格、および食品の添加物や品質表示等に関する情報です。

自然食品/健康食品 10033
注目度の高い加工健康食品と無添加食品や有機農産物などの自然食品に関する業界動向と新製品、また行
政の動きと消費者の志向に関する情報です。

サプリメント 16555 サプリメントの効能や、関連商品に関する情報です。

製薬会社の動向 10684 製薬メーカーの事業戦略、業績、投資、Ｍ＆Ａに関する情報です。

海外製薬会社の動向 16959 海外の製薬会社、外資系製薬会社の事業戦略、業績、開発等の情報です。

医療用医薬品 10685 医療用医薬品の研究開発動向、販売動向や創薬に関わるバイオ・遺伝子研究等の情報です。

ジェネリック医薬品 16416 後発医薬品のメーカー、製品についての情報です。

ＯＴＣ医薬品・医薬流通 10686 ＯＴＣ医薬品や医薬部外品等の販売状況や、医薬卸会社・薬局・薬店などの医薬品の流通に関する情報です。

医薬行政・医薬団体 10687 厚生労働省を中心とする官公庁・自治体の医薬に関わる行政や、医薬関係団体・機関の情報です。

ＦＤＡ 16498 ＦＤＡ（アメリカ食品医薬品局）に関する情報です。

医療機器 10065
ＣＴやＭＲＩといった検査機器、治療機器、電子カルテを利用した医療情報システムなどを含む医療関連機器の
開発・販売・導入事例に関する情報です。

医用画像 16796
医療現場で用いられるデジタル画像や電子情報、およびそれらを用いる医療システムや機器、新技術に関する
情報です。

感染症の動向 10841
感染症についての流行・発病状況とそれらに対する対策・治療や、院内感染、食中毒などの話題に関する情報
です。

ワクチン 16541 ワクチンの開発やそれを用いた治療方法、また、厚生労働省関連部署の動向などの情報です。

医療過誤 10842 医療過誤およびそれらを扱った医療裁判の話題と、その対応策などに関する情報です。

病院経営 13024 病院の経営、運営に関する情報です。

治験 16417 医薬品、医療機器等の臨床試験に関する情報です。

バイオ医療/再生医療 11872
再生医療をはじめ、遺伝子・バイオテクノロジー技術を使った治療方法の開発、商品・サービスや研究機関の取
り組みなどの情報です。

新製品（医療/医薬) 16553 医療、健康に関する新しい商品やサービスの情報です。

オーラルケア 16499 虫歯や歯周病などの口腔衛生、およびオーラルケア製品に関する情報です。

ナノテクノロジー 11775
ナノテクノロジーの研究・開発と、それに関わる新技術や材料、およびさまざまな産業分野への適用例に関する
情報です。

食　品

医療/薬品
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テーマ テーマコード 主な内容

メタボリック症候群 16546 メタボリック症候群（内臓脂肪症候群）とその予防方法、関連商品に関する情報です。

メンタルヘルス 16551 うつ病などのこころの病や、心療内科、精神科などメンタルケアに関する情報です。

サプリメント 16555 サプリメントの効能や、関連商品に関する情報です。

タンパク質 11070 タンパク質に関する研究や新技術、またその応用製品に関する情報です。

アミノ酸 11071 アミノ酸に関する研究や新技術、またその応用製品に関する情報です。

東洋医学 16995 中国で発祥、日本・中国・韓国で発展した東洋医学についての情報です。

生活習慣病 16994
食事や運動・喫煙・飲酒などの生活習慣が深く関与し、それらが発症に関係していると言われる疾患と予防に
ついての情報です。

メンタルヘルス 16551 うつ病などのこころの病や、心療内科、精神科などメンタルケアに関する情報です。

医療ツーリズム 16797
病気治療と観光を組み合わせた「メディカルツーリズム」について、関係省庁、自治体、医師会、旅行業界等の
動きに関する情報です。

化粧品 16805 化粧品に関する企業の動き、技術動向、新製品などの情報です。

トイレタリー 16806 洗剤、ホームケア用品といったトイレタリー製品に関する企業の動き、技術動向、新製品などの情報です。

サプリメント 16555 サプリメントの効能や、関連商品に関する情報です。

リラクセーション 10097 アロマテラピー、タラソテラピーなどのストレス解消方法、またこれらの業界や適用事例に関する情報です。

アンチエイジング 16547 アンチエイジング（抗加齢、抗老化）の方法、関連商品に関する情報です。

シニアライフ 10776 高齢者、熟年者を対象とする事業動向や製品開発・販売、および労働マーケットに関する情報です。

ｅスポーツ 16991
コンピューターゲームの競技大会の情報、スポーツ・エンタメ業界の動向、自治体、教育、福祉分野での活用事
例などに関する情報です。

ゲーム・エンターテインメント 10078
家庭用ゲーム機およびソフトウェアの生産概況や業界動向、また次世代機などの新技術、新製品や展示会に
関する情報と、ＤＶＤ、ホーム・シアターなどで使用されるデジタルソフトウェアの動向に関する情報です。

教育関連情報 10083 教育改革や教育問題など、学校教育関連全般の情報です。

教育、エデュテインメント用ソ
フトウェア

10031
教育関連のソフトウェアの新製品・新技術に関する情報、およびオンライン授業・遠隔教育・ｅラーニングなどの
ソフト・システムに関する情報です。

建設業界の動向 10079 国内大手・中堅ゼネコンの経営状況・経営方針などビジネスに関する情報です。

建設工法、建設材料 10037
土木・建設の各種工法、材料、建設業界のＩＴ化・標準化、およびＣＭ（コンストラクションマネジメント）など建設
プロジェクトの新しい管理体系に関する情報です。

不動産業界の動向 16392
不動産業界や大手ゼネコンの動き、不動産投資信託（ＲＥＩＴ）など不動産取引や市況、その他、不動産の販売
や建築に関する情報です。

公共、大型民間プロジェクト 10038 公共事業および大型民間プロジェクトの計画、予算化および受注に関する情報です。

住宅行政 10849 住宅に関する中央省庁の動向、地方公共団体の住宅行政および住宅業界全般に関する情報です。

ビル用電気設備/機器 10214
エレベーターやエスカレーターなどの昇降機・空調・照明・自動ドア・防犯装置・消火装置など、ビル建設関連の
機器設備に関する情報です。

住宅関連技術・建材機器 10717
シックハウス、バリアフリー、省エネ住宅など住宅に関する技術動向や建設工法および外装、内装材料や住設
機器に関する情報です。

住宅業界（戸建・土地） 10857
戸建・土地に関する流通動向、ハウスメーカーの新製品情報、技術およびビジネス動向、工務店全般に関わる
業界動向、戸建住宅の品質や性能保証に関する情報です。

住宅業界（マンション） 10858
新築、中古および賃貸マンションの流通動向、マンションのトレンドやディベロッパーのビジネス動向、建替えや
性能保証などマンションに関する社会問題および物件に関する情報です。

宇宙・衛星 10174
宇宙航空研究開発機構や米航空宇宙局をはじめとした、世界各国がおこなう人工衛星・探査機の打ち上げな
どの宇宙開発事業や政策、また、その衛星を利用した通信、放送に関する情報です。

教　育

健康/生活

建　設

宇宙/衛星

経済環境
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テーマ テーマコード 主な内容

景気動向 10026 マクロ経済指標、消費動向、設備投資動向、企業業績等、網羅的にとらえた「景気」の動向に関する情報です。

規制緩和 10044 業種業態にこだわらず、その時々で話題になっている規制緩和に関する情報です。

中華人民共和国の市場動向 10113 中国の貿易と産業動向、マクロコントロールや人民元に関する政策の情報です。

ＢＲＩＣｓの情報 16378
ＢＲＩＣｓ（ブラジル、ロシア、インド、中国）各国の経済・産業の動向や他国企業の進出、投資状況などの情報で
す。

ＡＳＥＡＮ諸国の市場動向 16963 ＡＳＥＡＮ（東南アジア諸国連合）および主要国の経済状況や産業に関する情報です。

市場調査 10280 さまざまな市場調査・消費者調査に関する情報です。

外資系企業の日本参入動向 10281
外資系企業の日本法人の設立、日本での店舗展開、事務所設立や、日本企業との合弁・提携による日本市場
参入等に関する情報です。

銀行/銀行業界の動向 10055
都市銀行、信託銀行、地方銀行、外国銀行、ネット銀行等、銀行業界および代表的な個別銀行に関する情報で
す。

証券会社/証券業界の動向 10053
証券業界および証券投資に関するサービスを提供している投資顧問業等、および証券市場で提供されている
サービスに関する情報です。

保険会社/保険業界の動向 10054 生命保険、損害保険各業界および主要な保険会社、および保険契約者保護に関する情報です。

金融制度改革 10061
金融制度全般と、不動産投資信託などの金融商品動向・制度変更・自由化・新たな規制導入といった金融各業
界全般に影響するようなトピック、および業界各社の対応に関する情報です。

海外金融市場 10028 ユーロ市場、アジア、北米、ＥＵの金融マーケット、エマージング市場など、海外の金融市場に関する情報です。

ＡＳＥＡＮ諸国の市場動向 16963 ＡＳＥＡＮ（東南アジア諸国連合）および主要国の経済状況や産業に関する情報です。

ＢＲＩＣｓの情報 16378
ＢＲＩＣｓ（ブラジル、ロシア、インド、中国）各国の経済・産業の動向や他国企業の進出、投資状況などの情報で
す。

中華人民共和国の市場動向 10113 中国の貿易と産業動向、マクロコントロールや人民元に関する政策の情報です。

海外自動車市場動向 10277
欧米・アジア市場を中心とした海外自動車市場の動向や、外国自動車メーカーの企業戦略、設備投資および生
産に関する情報です。

中国の自動車産業 16782 中国（中華人民共和国）の自動車産業の設備投資や市場動向に関する情報です。

海外製薬会社の動向 16959 海外の製薬会社、外資系製薬会社の事業戦略、業績、開発等の情報です。

ＦＤＡ 16498 ＦＤＡ（アメリカ食品医薬品局）に関する情報です。

アジア諸国のエレクトロニク
ス動向

11030
アジア諸国のエレクトロニクスメーカーの動向や、各国メーカーのアジア市場への投資、事業展開に関する情報
です。

中国の電気/電子産業 16780
中国（中華人民共和国）の半導体、液晶、電子部品など、電気/電子産業への設備投資や市場動向に関する情
報です。

アジア諸国の情報化政策と
動向

10109
アジア各国の情報化に対する政策、情報化計画等に関する情報、および情報化に関わる通信市場やソフトウェ
ア産業などに関する情報です。

外資系企業の日本参入動向 10281
外資系企業の日本法人の設立、日本での店舗展開、事務所設立や、日本企業との合弁・提携による日本市場
参入等に関する情報です。

医薬行政・医薬団体 10687 厚生労働省を中心とする官公庁・自治体の医薬に関わる行政や、医薬関係団体・機関の情報です。

住宅行政 10849 住宅に関する中央省庁の動向、地方公共団体の住宅行政および住宅業界全般に関する情報です。

環境基準と環境保全 10082 環境保全、環境アセスメント、環境基準などの情報です。

金融制度改革 10061
金融制度全般と、不動産投資信託などの金融商品動向・制度変更・自由化・新たな規制導入といった金融各業
界全般に影響するようなトピック、および業界各社の対応に関する情報です。

福祉・介護の動向 10032 官公庁・地方自治体の福祉対策や福祉・介護関連事業の動向に関する情報です。

規制緩和 10044 業種業態にこだわらず、その時々で話題になっている規制緩和に関する情報です。

地方自治体/地域の情報化
対策

10110 地方自治体や地方/地域の情報化に対する行政府や民間企業による対策・計画・事業等に関する情報です。

行　政

世界の動き

金　融
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テーマ テーマコード 主な内容

北海道地方の経済動向 15368 北海道の企業動向および景気動向等に関する情報です。

東北地方の経済動向 10360 東北地方（青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島）の企業動向および景気動向等に関する情報です。

北関東の経済動向 15366 北関東（茨城、栃木、群馬）の企業動向および景気動向等に関する情報です。

南関東（１都３県）の経済動
向

15369 南関東（東京、埼玉、千葉、神奈川）の企業動向および景気動向等に関する情報です。

甲信越地方の経済動向 15364 甲信越地方（山梨、長野、新潟）の企業動向および景気動向等に関する情報です。

北陸地方の経済動向 15365 北陸地方（富山、 石川、 福井）の企業動向および景気動向等に関する情報です。

中部・東海地方の経済動向 10343 中部・東海地方（愛知、三重、岐阜、静岡）の企業動向および景気動向等に関する情報です。

近畿地方の経済動向 15363 近畿地方（大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山）の企業動向および景気動向等に関する情報です。

中国地方の経済動向 15362 中国地方（鳥取、島根、岡山、広島、山口）の企業動向および景気動向等に関する情報です。

四国地方の経済動向 15361 四国地方（徳島、香川、愛媛、高知）の企業動向および景気動向等に関する情報です。

九州・沖縄地方の経済動向 15360
九州・沖縄地方（福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄）の企業動向および景気動向等に関する
情報です。

国家公安委員会・警察庁 10909

防衛省 10189

総務省 10879

法務省 10911

外務省 10910

財務省/国税庁 10194

文部科学省 10880 各省庁とその関連組織に関する情報です。

厚生労働省 10877

農林水産省 10216

経済産業省 10187

国土交通省 10878

環境省 10193

消費者庁 16601

デジタル庁 16964

こども家庭庁 16997

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社スカラコミュニケーションズ
https://scala-com.jp

官公庁トラッカー

地域経済の動向
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