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マーケットトレンドレポートとは？ 
日本の外食中食市場全体及び主要業態について、基本指標を四半期ごとに
トラックし、その変化を捉えます。 
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FF・ｾﾙﾌ型ｶﾌｪ 

FR 

居酒屋・パブ 

CVS 

昼食 

午後の間食 

夕食 

夜の間食 

午前中の間食 
食機会数 
①シェゕ 
②伸び率 

客単価 
①金額 
②伸び率 

性別 

週日・週末 

6食機会 

平日・休日 

客単価（3区分）   

ｲｰﾄｲﾝ・ﾃｲｸｱｳﾄ 

年代（5区分） 

※伸び率は対前年同期比 

スーパー 

業態 食機会 指標 セグメント 

外食中食全体 朝食 

職業 
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マーケットトレンドレポートでわかること 
業態別の伸び及びその変化がどのセグメントで生じているのかを四半期毎
に捉えることで、経営戦略策定の基礎資料としてお役立て頂けます 
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 金額市場規模、客数、客単価という重
要指標の四半期トレンドがわかります 

 金額市場規模の増減がどういった要因
から生じているのかがわかります 

 客数の対前年比からどの業態が伸びて
いるのか、いないのかがわかります 

 客数の増減がどのセグメントでおきて
いるのかがわかります 
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マーケットトレンドレポート2019内容詳細 

5 

マクロ経済指標 業態天気図 業態別市場動向 プロモーション情報 

 GDP 
 消費者物価指数 
 可処分所得 
 エンゲル係数 
 時系列推移 
 解説 

 

業態ごとの好不調を天気
図で表現。 
 CRESTからみる外食
中食市場業態天気図 

 サマリー 
 CRESTからみる主要
指標の変化 (前年同期
比) 

 

 金額市場規模/ 食機会数 / 平均支
払金額伸び率 (%)-9四半期推移 

 業態シェゕと伸び率(%)  
 セグメント別シェゕと伸び率(%) 
（食機会数） 
＊2019年版より職業別が追加 

 サブ業態×食機会（朝食、昼食な
ど）の食機会数シェゕと伸び率
（％） 

 サブ業態×食機会（朝食、昼食な
ど）の平均支払金額と伸び率
（％） 

 主要メニューの出現率と変化 

 マクドナルド 
 バーガーキング 
 吉野家 
 すき家 
 サブウェ 
 KFC 
 ドトール 
 スターバックス 
 モスバーガー 
 ミスタードーナツ 
 ガスト 
 ロヤルホスト 
 デニーズ 
 ジョフル 
 HUB 
 ミラザカ 
 セブンレブン 
 ローソン 
 フゔミリーマート 
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市場全体 
• 外食（自宅の外で、お金を支払って、その場で食べる食事（ートン）） 
• 中食（お金を支払って、販売店以外の場所で食べる食事（テクゕウト）） 
※出前・宅配を含む。そのまま、または電子レンジ加熱やお湯を注ぐだけで食べられる食事が該当。 

FF + セルフカフェ 

• ハンバーガーFF（マクドナルド、モスバーガー等） 
• 和風FF 牛丼系FF（吉野家、松屋、すき家等） 

 牛丼以外の和風FF（てんや等） 
• その他FF+セルフサービスカフェ 

 カレー系FF（CoCo壱番屋等） 
 その他FF（ミスタードーナツ、KFC、サブウェ等） 
 セルフサービス型カフェ（ドトール、スターバックス等） 

ファミリーレスト
ラン 

• 洋風FR（ガスト、デニーズ等） 
• 和風FR（和食さと、夢庵等） 
• その他FR 中華FR（バーミヤン等）、韓国・焼肉FR（安楽亭、牛角等） 

居酒屋 + バー 
• 和風居酒屋（和民等） 
• 洋風居酒屋（銀座ラオン、ニュー東京等） 
• その他居酒屋+バー（中華・エスニック居酒屋、スナック･バー･ナトクラブ） 

コンビニ • コンビニエンスストゕ（セブンレブン等） 

スーパー • スーパー（オン、ラフ等） 

本レポートの業態定義 
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スケジュールと費用 
 納品物 

– レポート（PDF形式）を年4回発刊 

 スケジュール 

 

 

 

 

 

 価格 

– ￥1,500,000（税別） 

 

 

レポート 使用データ 発刊時期 

2019 Q1 2019年1-3月期 2019年5月末 

2019 Q2 2019年4-6月期 2019年8月末 

2019 Q3 2019年7-9月期 2019年11月末 

2019 Q4 2019年10-12月期 2020年3月上 
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レポートイメージ 
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APPENDIX 
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The NPD Group とは 

POSデータ 
220,000店舗以上の小売店に
加え、Ｅコマース・モバイル 

からの情報を提供 

レシート調査 
オンライン、 
実店舗における
100万件の 
レシートデータ 

消費者調査 
年間1200万以上の調査

を実施 

北米、ヨーロッパ、アジアを中心に 

世界19か国で事業展開 

創業 

従業員数 

世界のリーディングブランドと小売  
2000社以上 

がクライアント 

20以上のカテゴリーのエキスパート 

市場規模算出とトレンドの 
権威として認められています 

クライアント、メディア、金融業界など各種業界において 
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調査方法 
 ンターネットによる消費者調査（ランダムサンプリング） 
 ✓登録パネル（母数：815万人）に対し、協力依頼メール送付。（最低2週間のンターバル） ✓実際の人口比率に合わせ拡大推計を実施 

調査地域 

 日本全国 10地域  （47都道） 

調査対象者  15-79歳男女個人 

サンプルサイズ  年間 13.2万サンプル（月1.1万人、2万食機会） 

対象定義 
 外食:自宅の外で、お金を支払って、その場で食べる食事（ートン）。 
 中食：お金を支払って、販売店以外の場所で食べる食事（テクゕウト）。 出前・宅配を含み、そのまま、 

    または電子レンジ加熱やお湯を注ぐだけで食べられる食事や惣菜・冷凍食品、市販の菓子類や飲料が該当。 
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「CREST」の概要 

 外食・中食について、市場規模、市場シェゕ、市場動向と消費者行動、
消費者ニーズを時系列（2014年～）で分析できる情報サービス。 
 

 昨日の食事についての消費者ゕンケートを365日実施。 

①北海道 ②東北(青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島) ③北関東(茨城、栃木、群馬) ④首都圏(東京、神奈川、千葉、埼玉)  

⑤中部北陸(愛知、岐阜、静岡、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野) ⑥京阪神(大阪、京都、兵庫) ⑦近畿(滋賀、奈良、三重、和歌山)  

⑧中国  ⑨四国 ⑩九州沖縄 
 

Consumer 

Reports on 

Eating 

Share 

Trends 
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請求および支払いの条件は以下の通りです。 

請求・支払条件 

契約条件 支払方法 請求書発行時期 支払期限 

取引金額が500万円未満の場合 一括 
受注月の月末 
（納品月によらず請求は受注月） 

請求書受領後
30日以内 

年間契約でお取引金額が500万
円以上の場合 

4回払い 

Ｑ1（1-3月データ） → 1月 
Ｑ2（4-6月データ） → 4月 
Ｑ3（7-9月データ） → 7月 
Ｑ4（10-12月データ） → 10月 

バックデータ購入 一括 受注月の月末 

スポット購入でお取引金額が
500万円以上の場合 

一括 
または 
2回払い 

 一括の場合： 受注月の月末 
 2回払いの場合（納品が次月以降の場合） 

1. 取引金額の半額を受注月の月末に請求 
2. 残額を納品月の月末に請求 
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Contact 
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フードサービス 
シニアアナリスト 

P 

E 

(03) 5798-7663 

東 さやか | SAYAKA AZUMA 

npdjapan.info@npd.com 

エヌピーディー・ジャパン株式会社 
 

〒108-0074 東京都港区高輪3-23-17 
品川センタービルデゖング８階 

 
Email: npdjapan.info@npd.com 

Tel:  (03) 5798-7663 
Website: www.npdjapan.com 

Food Service 
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Thank you Thank you 
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