
【 新規事業に役立つ情報源 】

人脈 過　去 同級生、クラブ先輩・後輩、学習およびスポーツ等塾友達

現　在 上司、部下、顧客、仕入先、金融機関、なじみのお店のマスター、セミナー等同席者

時間共通 両親、義理の両親、兄弟姉妹、近隣知人、保険勧誘員

SNS LINE、フェイスブック、ツイッター、インスタグラム

専門紙・ 農業 鉱業（つづき） 建設（つづき） 食品（つづき） 木材・紙(つづき） 自動車（つづき） 光学機器 情報 健康 生活用品(つづき)

業界紙 全国農業新聞 ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ･ﾌﾞﾀﾝﾆｭｰｽ 大分建設新聞 冷食タイムス 印刷タイムス サンデー交毎 THE WATOH & BCN(BUSNESS 健康産業新聞 東京小売粧報

日本農業新聞 ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ産業新聞 長崎建設新聞 冷凍食品新聞 包装機械新聞 自動車ﾀｲﾑｽ JEWLY TODAY COMPUTER NEWS) 健康産業流通新聞 商業

農機新聞 ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ新聞 日本住宅新聞 週刊醸界通信 包装タイムス 自動車流通新聞 眼鏡新聞 JAFNA通信 流通 国際貿易

農経しんぽう 建設 日本工業経済新聞 醸界協力新聞 ラベル新聞 日刊自動車新聞 時宝光学新聞 JECC通信 小売経済新聞 週刊商業経済

農業共済新聞 Architecture [茨城版] 全国牛乳新聞 化学 二輪車新聞 時計工芸新聞 ｲﾝﾃﾘｱﾋﾞｼﾞﾈｽﾆｭｰｽ ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ新聞 全国商工新聞

農業協同組合新聞 Roofing Sealing D&D(ﾃﾞｻﾞｲﾝ＆ﾃﾞｰﾀ） 日本和洋酒罐詰新聞 ﾌﾞﾘﾃｯｸｽﾃｰｼﾞﾆｭｰｽ R&I 日本貴金属時計新聞 映像新聞 酒販ﾆｭｰｽ 全国書店新聞

農経新聞 かごしま建設新聞 工務店新聞 日本醸界新聞 ｴｱｿﾞｰﾙ＆受託製造産業新聞 自家用車新聞 山梨研磨宝飾新聞 新文化 商経アドバイス 通販新聞

農村ﾆｭｰｽ 環境施設新聞 ﾘﾌｫｰﾑ産業新聞 醸界新報 化学工業日報 機械 検査機器ﾆｭｰｽ 通信興行新聞 醸造報知 ﾃﾞﾊﾟｰﾄﾆｭｰｽ

農民新聞 九建日報 東京室内装飾新聞 たばこ 塗料界新報 管機材 計量器 帝国タイムス 商取ﾆｭｰｽ 日本商業新聞

全農機商報 建設速報 東京と緑 ｶﾞｽﾗｲﾀｰﾀｲﾑｽ 塗料報知 管材新聞 日本計量新聞 ﾃﾚｺﾑ･ﾚﾋﾞｭｰ 食肉通信 日本流通産業新聞

酵素の世界 建設技術新聞 ﾅｲｽﾋﾞｼﾞﾈｽﾚﾎﾟｰﾄ 全国たばこ新聞 油業報知新聞油脂版 機械新聞 ダイキャスト 電経新聞 食品経済新聞 ﾍﾙｽﾗｲﾌﾋﾞｼﾞﾈｽ

信州くだものﾆｭｰｽ 建設経済新聞 食品 緑新聞 エンプラﾆｭｰｽ 月間建材 研磨剤新報 電波新聞 食品産業新聞 訪販ﾆｭｰｽ

全国きのこ新聞 建設新聞 HJ健康食品新聞 アパレル フォームﾀｲﾑｽ 産業機械新聞 石鹸 電波タイムズ 食品酒類小売店新聞 リサイクル通信

りんごﾆｭｰｽ 建設通信新聞 JMﾆｭｰｽ(惣菜産業新聞） The Beautrec ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ産業資材新聞 三和新聞 石鹸日用品新報 東京IT新聞 食料新聞 流通ケイザイ

鶏鳴新聞 住宅産業新聞 ｱｲｽｸﾘｰﾑ流通新聞 アパレル工業新聞 ﾎﾟﾘｵﾌｨﾚﾝ事報 全管協ﾆｭｰｽ 週刊粧業 東洋経済日報 食糧経済 流通ｼﾞｬｰﾅﾙ

全国食鳥新聞 新建新聞 菓子食品新聞 ｺｯﾄﾝﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ ゴム産業ﾆｭｰｽ 名古屋機工新聞 週刊ビューロウ 日本情報産業新聞 東京食肉新報 金融

全酪新報 西日本建設新聞 菓子飴新聞 繊研新聞 ゴムﾀｲﾑｽ 家屋 東京石鹸商報 日本ﾈｯﾄ経済新聞 日本食糧新聞 金融経済新聞

花卉園芸新聞 日刊青森建設工業新聞菓子工業新聞 日本服装付属品新聞 ゴム報知新聞 日装連新聞 接着 文化通信 ﾌｰﾄﾞ ｳｲｰｸﾘｰ 金融ﾀｲﾑｽ

造園煉新聞 日刊建設工業新聞 菓子食品新報 日本和裁新聞 シューズポスト 日本物流新聞 接着剤新聞 見本市展示会通信 米穀新聞 ニッキン

土地改良新聞 日刊建設産業新聞 かまぼこ新聞 釦手芸裁縫新聞 週刊タイヤ新報 全室装ﾆｭｰｽ 溶接ﾆｭｰｽ ラジオ商業新聞 文具 日本金融新聞

林業 日刊建設ﾀｲﾑｽ 食品化学新聞 洋装産業新聞 中日フォーラム ホームリビング 電気 交通・物流 関西文具時報 信用金庫新聞

日刊木材新聞 日本設備工業新聞 食品新聞 木材・紙 金属 空調ﾀｲﾑｽ 電材流通新聞 交通新聞 ステイショナー 全国信用組合新聞

林経新聞 日本プレハブ新聞 水産煉製品新聞 木材工業新聞 日刊産業新聞 サッシﾀｲﾑｽ ハイテクノロジー 交通毎日新聞 日本文具新聞 株式新聞

林材新聞 日本屋根経済新聞 製菓時報 オフィス家具新聞 日刊鉄鋼新聞 産繊新聞 半導体産業新聞 東京交通新聞 日本事務器新聞 立花月報

水産業 福島建設工業新聞 全国乾麺新聞 家具新聞 金属産業新聞 日本刃物工具新聞 原子力産業新聞 運輸新聞 ぶんぐ事務機ｶﾞｲﾄﾞ 日本証券新聞

魚商 北海道建設新聞 中部飲料品新聞 宗教工芸新聞 建設資材 日鳶連新聞 燦 広報とらっく 家電 ﾌｭｰﾁｬｰｽﾞﾄﾘﾋﾞｭｰﾝ

水産タイムス 北海道住宅新聞 帝飲食糧新聞 合成紙新聞 ｶﾞﾗｽ･建装事報 ﾌｧｽﾆﾝｸﾞｼﾞｬｰﾅﾙ 電気産業新聞 日本流通新聞 家電流通新聞 ｲﾝｼｭｱﾗﾝｽ生保版

日刊水産経済新聞 建通新聞大阪 トーヨー新報 紙之新聞 ｸﾞﾗｽｳｪｱｰﾀｲﾑｽ オフィス 電気新聞 物流ウィークリー 薬 保険経済新聞

日本養殖新聞 建通新聞岡山 日本加工食品新聞 紙業新聞 ﾒﾀﾙ･ﾘｻｲｸﾙ･ﾏﾝｽﾘｰ CLIPS(クリップス) 電気日日新聞 物流ニッポン 家庭薬新聞 住宅

みなと新聞 建通新聞香川 日本食品新聞 紙業新報 アグリゲイト ｲﾝﾌｫﾏｰﾄﾆｭｰｽ 電線新聞 輸送経済 漢方医薬新聞 Amenity

鉱業 建通新聞神奈川 日本そば新聞 紙業日日新聞 ｺﾝｸﾘｰﾄ工業新聞 オフィスマガジン ガス・水道 輸送新聞 薬粧流通ﾀｲﾑｽ 週刊住宅

石油化学新聞 建通新聞静岡 日本パン菓子新聞 段ボール事報 セメント新聞 事務機ﾆｭｰｽ ｶﾞｽｴﾈﾙｷﾞｰ新聞 内航海運新聞 薬局新聞 全国賃貸住宅新聞

鉱業新聞 建通新聞中部 パンﾆｭｰｽ 段ボール週報 自動車 ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｼﾝ･ﾆｭｰｽ 水道産業新聞 海上の友 生活用品 週刊ビル経営

日本砕石新聞 建通新聞東京 日蜂通信 日本製本紙工業 Car&レジャー 敷物新聞 日本下水道新聞 港湾空港タイムズ 生活用品タイムズ 住宅新報

日刊油業報知新聞 建通新聞徳島 ﾍﾞｰｶｰｽﾞﾀｲﾑｽ 印刷ジャーナル JAPAN AUTOMOTIVE 寝装ﾘﾋﾞﾝｸﾞﾀｲﾑｽ 日本水道新聞 日本海事新聞 全粧協新報 東京借地借家人新聞

ぜんせき 新建ハウジング 麺業新聞 印刷新報 NEWS OAライフ 燃料油脂新聞 WING 洗剤日用品粧報 東京賃貸住宅新聞
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住宅（つづき） 消費生活 理容美容 医療 医療（つづき） シルバー

ビル新聞 消費生活新報 E・toco TIMES Japan Medicine 都医ﾆｭｰｽ シルバー産業新聞

マンション管理新聞 観光 SAUNA・SPA新聞 MONTHLY 日本医科器械新聞 海外事情

マンションタイムズ 観光経済新聞 WWD BEAUTY Medical Tribune 日本病院会ﾆｭｰｽ 経済産業新聞

科学 観光とけいざい ｴｽﾃﾃｯｸｼﾞｬｰﾅﾙ MEDICAMENT NEWS 日医ﾆｭｰｽ セキュリティ

科学新聞 国際ホテル旅館 月間Diet & Beauty The Doctor 病院新聞 ｾｷｭﾘﾃｨ産業新聞

月報はつめい 旬間旅行新聞 ﾍｱｰｻﾛﾝｼﾞｬｰﾅﾙ THE MEDICAL & ほうもん看護 洗車給油

特許ﾆｭｰｽ トラベルﾆｭｰｽ 理容TIMES TEST JOURNAL 北海道医療新聞 洗車給油所新聞

税 飲食 Bagazine(ﾊﾞｶﾞｼﾞﾝ） 医療産業新聞 民医連新聞 都議会

週刊税のしるべ 全飲連ﾆｭｰｽ カメラ 医療タイムス ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞｭｰﾎﾟｲﾝﾄ 全東京新聞

税理士界 東京中華料理新聞 カメラタイムス 教育医事新聞 薬事ﾆｭｰｽ 環境

税理士新聞 日食外食ﾚｽﾄﾗﾝ新聞 玩具 月間静脈経腸営業ﾆｭｰｽ 薬事日報 環境市場新聞

日本税制連 日本外食新聞 週刊玩具通信 健康さっぽろ 薬日新聞 環境新聞

納税通信 クリーニング 伝統文化・教育 週刊医学会新聞 よぼう医学 東商 出典：吉井潤「仕事に役立つ専門紙・業界紙」青弓社2017年刊

中小企業家 全ドラ 伝統文化新聞 新医協 大坂保険医新聞 東商新聞 から４００紙リストを引用し弊社が列挙した

中小企業家しんぶん 日本ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ新聞 教育学術新聞 全日病ﾆｭｰｽ 国保新聞

日本教育新聞

協同組合 全国味噌工業協同組合連合会 全国醤油工業協同組合連合会 全国清涼飲料協働組合連合会 全日本パン協同組合連合会 全国納豆協働組合連合会

全国製麺協同組合連合会 全国漬物協同組合連合会 全国木材協同組合連合会 日本陶磁器工業組合連合会 全国石製品工業組合連合会

日本漆器協同組合連合会 日本綿スフ織物工業協同組合連合会 日本自転車工業協同組合連合会 全国建設業組合連合会 全国鉄筋業組合連合会

全国基礎工業協同組合連合会 全国床仕上工事業協同組合連合会 全国管工事業協同組合連合会 全国営繕建築協同組合連合会 日本分譲住宅協同組合連合会

日本食糧事業協同組合連合会 全国水産物商業協同組合連合会 全国食肉業務用卸協同組合連合会 全国石油業協同組合連合会 日本自転車製造卸協同組合連合会

日本陶磁器卸商業協同組合連合会 全国農業機械商業協同組合連合会 日本農薬商業協同組合連合会 日本肥糧商業協同組合連合会 全日本時計宝飾眼鏡商業協同組合連合会

協同組合連合会日本専門店会連盟 協同組合連合会日本商店連盟 全日本洋服協同組合連合会 全国ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ協同組合連合会 全日本葬祭業協同組合連合会

全国遊技業協同組合連合会 日本貨物運送協同組合連合会 全国工場団地協同組合連合会 全国卸商業団地協同組合連合会 全国信用協同組合連合会

全日本火災共済協同組合連合会

日本チョコレート工業連合会 日本ハム・ソーセージ工業協同組合 全国化工澱粉工業協同組合 日本羽毛寝具製造業協同組合 日本集成材工業協同組合

日本水産機械工業協同組合 全国食肉機械工業協同組合 全国製菓機器商工協同組合 全日本軽金属鋳造協同組合 日本酒類卸売業協同組合

塩元売協同組合 全国飼料工業協同組合 全国農薬協同組合 日本革類卸売業協同組合 全国宝石卸商協同組合

日本銃砲商業協同組合 全国店舗設計装備協同組合 全国舞台テレビ照明事業協同組合 全国観光写真事業連合会 全国共同工場協同組合

協同組合全国共同店舗連盟 出典：家の光協会「新版　協同組合事典」1986年刊

書籍 業界動向 業種別審査事典　全１０巻 金融財政事情研究会 ４年ごと

業種別業界情報 経営情報出版社 年刊

TDB業界動向 帝国データバンク 年２回刊

消費者動向 家計調査年報　家計収支編/貯蓄・負債編 総務省統計局 年刊

全国消費実態調査報告 総務省統計局 ５年ごと

統計データ集シリーズ 三冬社

アンケート調査年鑑 並木書房 年刊

未来予測 日経MJトレンド情報源 日本経済新聞社出版 年刊

日本はこうなる 東洋経済新報社 年刊
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ネット 業界動向 経済レポート情報 ナレッジジャングル http://www3.keizaireport.com

みずほ産業調査 みずほ銀行 https://www.mizuhobank.co.jp/corporate/bizinfo/industry/sangyou/index.

富士経済プレスリリース 富士経済グループ http://www.group.fuji-keizai.co.jp/

消費者動向 博報堂生活総研「生活定点」特設サイト 博報堂生活総合研究所 http://seikatsusoken.jp/teiten

FK-Mpac(エムパック） 富士経済ﾈｯﾄﾜｰｸ http://www2.fgn.jp/mpac/list/?t=8

未来予測 未来年表 博報堂生活総合研究所 https://seikatsusoken.jp/futuretimeline/
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