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メディア利用人口／利用総時間の予測とマーケティング 2017
～人口推移から利用者・視聴者の推移をシミュレーション～
（2017 年 6 月 12 日発刊）
株式会社ブレイン・リサーチ＆マーケティング（本社：東京都中央区日本橋 3 丁目 2 番 14 号 新槇町ビル別館第一 2 階 代
表者：飛沢省二 電話：050-3085-9313 URL: http://www.brain-rm.co.jp/）は、テレビのリアルタイム視聴、録画
視聴、VOD や SNS、動画などの視聴と人口予測の数値より、利用者・視聴者の推移を算出した結果をレポートとして発刊いたし
ました。社内の情報共有に適した PDF 文書でのご提供です。
◆本レポートの概要

お申込みはこちら

・価格：50,000 円（税別）PDF レポート本文 70 頁相当
・納品形態：CD 版（コピープロテクトなし）またはダウンロード版

http://www.brain-rm.co.jp/OrderUnderC.html

・ご購入方法：①弊社からの直接のご購入（CD 版またはダウンロード版）
②貴社とお取り引き中の書店／取次店からの CD 版のご購入（取次店様から弊社へご発注下さい）
・紹介／サンプルレポート：http://www.brain-rm.co.jp/demo/MediaSample.pdf

（登録不要で閲覧できます）

【ネット利用者とテレビ視聴者の推移】
ネット利用者（千人）

テレビ視聴者（千人）
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Source: 国立社会保障・人口問題研究所の平成29年推計と総務省・情報通信政策研究所の「情報通信利用メディアの利用時間と情報行動に関する調査」より弊社算出。
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本レポートのお申込みはこちら（お申込用紙）
■他レポートの紹介／体験版サイト 『食の消費分析と予測』
http://www.brain-rm.co.jp/newsformRFood2016.html （登録不要で閲覧できます）

■他レポートの紹介／体験版サイト 『コンシューマー・マーケットトレンド』
http://www.brain-rm.co.jp/Report_demo.html （登録不要で閲覧できます）
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