
 

高齢者60歳から90歳までを見据えてライフシフト・ニーズの変化を捉える

高齢者”6090”マーケティングリサーチ

ソリューション

 

ー ご紹介資料 ー

ロクマルキューマル



 

これから求められるマーケティング：高齢者6090マーケティング

2024年、日本は３人に１人が65歳以上の超・高齢社会に突入

元気な60代の高齢者、すなわち

“アクティブ・シニア”のみにフォーカス

高齢者60歳から90歳までを視野に入れ、

マーケティング戦略全体の見直し、

最適化を目指す

“アクティブ・シニア マーケティング” 高齢者6090マーケティング

多くの企業は生き残りをかけて高齢者マーケティングと向き合うことに
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これまでは・・・ これからは・・・

男性は 80歳、女性は 90歳 まで生きる時代
（2016年時点の平均寿命 男性80.98歳 女性87.14歳）

市場の変化



 

高齢者マーケティングはなぜ難しいか

3

Customer
高齢者理解

Competitor
業界動向・競合他社の動き

Company
自社の強み

情報不足

高齢者や、業界・競合他社の実態を ”正確に” 把握するための情報が不足

訴求すべき自社の強みを見出せない

情報不足

わからない・競争力が足りない

• ネット調査によって歪んでいる高齢者像を信じ
ていませんか？

• メディアからの情報で、高齢者に対して間違っ
た思い込みをしていませんか？

本当は、高齢者のニーズと合致し、かつ、
他社にはない独自の差別化ポイントを見出す必要あるが・・・

• 競合商品がなぜ高齢者に受け入れられている
か、本当の理由をつかんでいますか？

• 自社の業界のみに目を向けていませんか？
他業界の動きをつかんでいますか？



 

ゆがみがちな高齢者像
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高齢者の真の姿

インターネット調査バイアス

メディアバイアス

ネットリテラシーの高い高齢者だけが調査対象になってしまう

メディアで取り上げられるのは、先進的なごく一部の高齢者

バイアスがかかった

高齢者像

例えば・・・

最近の高齢者は、ネット上の旅行予

約サイトを使いこなして海外旅行に

どんどん出かけている

海外旅行に行きたくても行けない人、

そもそも海外旅行に行く意向が低い

人のほうが多い

65歳までを対象とした
インターネット調査を実施すると・・・

高齢者全体の真の姿

ニュースなどで取り上げられると、高齢者全体
の傾向として定着化していく

高齢者にネットが浸透してきたとはいえ・・・

ネットリサーチモニターに登録して、日々アンケートに回答し、回答謝礼を得ている
高齢者は、やはり高齢者全体の傾向を知るためのサンプルとしては偏りあり



 

調査自体が難しい業界・競合他社の動き
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 参入市場の動向・将来予測

 競合他社、競合商品・サービスの詳細情報

 参考となる他業界の成功商品の情報

（コンセプト、ビジネスモデルなど）

 有識者・KOLの声

欲しい！ マーケティング戦略を検討する上で必要となる情報

しかし・・・

“ズバリ！” の情報がない、見つからない

リサーチしようとも、方法がわからない
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ー ソリューションのご紹介 ー

JMARの高齢者”6090”マーケティング・ソリューションは、

お客様に競争力のある情報をご提供いたします

高齢者6090リサーチモニター

業界・競合調査

高齢者6090レポートシリーズ

Customer
高齢者理解

Competitor
業界動向・競合他社の動き

研修・ワークショップ関連するソリューションのご紹介

そこで…

ロクマルキューマル



 

高齢者6090リサーチモニター
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高齢者 90歳 までリサーチ可能

インターネットノンユーザーも含む 国内最大級のリサーチ専用モニター

サンプル回収力：90歳までを対象とし、大規模調査にも対応可能

高い代表性：高齢者全体の傾向が適切に反映されたモニター

さまざまな調査手法を活用・併用可能

豊富なモニタープロフィール情報：慢性疾患情報が充実

親子データや夫婦データなど、様々なペアリングデータを取得可能

競争力の高い情報の源泉

５つの強み

強み２

強み４

強み１

強み３

強み５



 

高齢者6090リサーチモニター
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サンプル回収力 高い代表性

さまざまな調査手法を活用・併用可能強み３

強み１

ネット利用率が母集団（高齢者全体）の利用率と近似

強み２

60代

7,000名
70代

4,000名
80-90歳

2,500名

● モニター数

60歳～90歳で 4,500名 以上のサンプル回収力



 

高齢者6090リサーチモニター

9

豊富なモニタープロフィール情報強み４

• 慢性疾患情報が充実

• 同居家族全員の情報をデータベース化（毎年更新）

親子、夫婦調査など、ペア調査が実現強み５

• モニター登録時に、応募者本人だけではなく、その同居家

族全員をモニター化

• モニター情報は世帯単位で管理

• 親子、夫婦、介護者と被介護者など、2名以上の回答が

ペアリングされたデータを取得できる



 

高齢者6090リサーチモニター

10

調査実績例

郵送調査

食生活に関する実態調査
60歳～90歳の高齢者の日常の食生活、食に関する購
入の実態を把握するために調査を実施しました。

要介護認定者も100S程度回収ができ、認定有無別で
の食生活の差が明らかになりました。

＜調査設計＞

• 60～90歳の男女、全国

• 性年代別にそれぞれ150S回収、計900S

会場調査

生活用品に関する試用評価調査
年代に関係なく使われている生活用品のラインナップ拡大
のため、60歳～90歳の高齢者向け製品を開発し、会場
調査にて、試作品と現行品の使用感の差や・コンセプト
評価・受容性の把握をしました。

＜調査設計＞

• 60～90歳の男女、首都圏

• 60代、それ以上の２区分で、各100S回収、計200S

グループインタビュー調査

商業施設の利用に関する調査
60歳～79歳の高齢者の、商業施設の利用状況や滞在
時間・消費金額等を把握し、高齢者に好まれる施設・設
備を調査しました。

＜調査設計＞

• 60～79歳の男女、首都圏

• 男女それぞれ2G（6名）、計4G（24名）

行動観察調査

住宅設備に関する調査
後期高齢者向け住宅設備の開発にあたり、現行品の満
足点・不満足点の把握と、潜在ニーズの探索をするため、
ご自宅の設備の利用状況を観察しました。

＜調査設計＞

• 60～90歳の男女、首都圏

• 5名



 

高齢者6090リサーチモニター
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調査実績例

食卓写真調査

食生活に関する実態調査
独居高齢者向けの食事サービスの検討のため、現状の食
事内容を記入し、写真で記録を撮ってもらいました。

写真から、管理栄養士による栄養分析を行い、どのような
栄養素が不足をしているかも合わせて調査を行いました。

＜調査設計＞

• 60～90歳の男女、一人暮らしの方、全国

• 計20S

＜アウトプットイメージ＞



 

高齢者6090レポートシリーズ
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高齢者ライフスタイル構造基本調査

高齢者 “食・健康” データブック

マーケティング戦略の詳細を検討する前段階として、

“高齢者の本当の姿を幅広く捉えたい” というニーズに応えたレポートシリーズ

• 加齢とともに直面する、高齢者の様々な“ライフ・シフト”にフォーカス

• ライフ・シフトにともなって生まれる潜在的なニーズを探る

• 高齢者マーケティングの中でも、特にマーケティング担当者の情報ニーズが高い

食と健康にフォーカス

どちらのレポートも
高齢者”6090”リサーチモニターを

活用した調査に基づく



 

高齢者6090レポートシリーズ
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高齢者ライフスタイル構造基本調査 このレポートに収録されている主なコンテンツ

 性別／年齢／居住地域／要介護度／有職・無職／勤務頻度／雇用形態

／収入源／同居家族／近居家族／住居形態／世帯収入・世帯金融資産

／家計単位

 外出頻度／日課／家事の内容／趣味・レジャーの内容

 よく利用する買い物チャネル／自分で買うもの／家族に買ってきてもらうもの／

直近半年以内で最も高価な買い物とその金額／保有しているもの（耐久消

費財・情報機器等）／日頃接触している情報源

 日常生活における健康面での自立度／健康への気遣い／身体的・認知機能

面での衰えの自覚／衰えへの対応意向／気持ち・意欲面での衰えの自覚

 買い物意識／今後、購入したい商品・利用したいサービス

 生活していく中で関心があること／最近、特に関心が高まったこと／今後、やっ

てみたいこと・趣味など

 今後の住み替え予定/理想的な住環境

 働く意識

個人・世帯属性

行動・保有など
事実を確認する
設問

意識・意向を
確認する設問



 

高齢者6090レポートシリーズ
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高齢者 ”食・健康” データブック

これまで、弊社が自主調査レポートとして販売してきた以下の調査レポートから、

“食・健康” に関連する項目について、60～70代（+50代）のデータをピックアップし分析

健康ニーズ基本調査 “健康ニーズ”についての価値観・意識と行動実態

家庭の食卓トレンド調査 野菜・魚・肉への意識と実態、メニューへの好奇心

おやつ・間食に関する実態調査 菓子・スイーツ・軽食類の飲食実態と意識

買い物場所の使い分け調査 誰が、なぜ、どのような時に、どこで、何を買うのか

通販利用者構造調査 非ネット系もわかる通販チャネルの使い分けの構造

家事スタイルに関する調査 "家の仕事"ニーズを、モノ・行動と価値観から検証

このレポートに収録されている主なコンテンツ



 

業界・競合調査
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市場推定・予測（シミュレーション）

ターゲットとなる高齢者のことのみを研究しても、適切な戦略は生まれない

競合他社・市場動向の視点を取り入れることで、はじめて自社の戦略が見えてくる

成功ビジネスモデル研究

競合他社・競合商品ベンチマーク

保有技術の市場化・用途研究

参入する市場について、セカンダリーデータ・
業界関係者への取材、消費者の動向等
をもとに、これまでの市場規模推移の整理
した上で、将来推定（シミュレーション）を
実施。

自社保有技術の用途展開検討にあたり、
市場関係者・その他研究/技術領域の有
識者へのヒアリングや、特許分析なども活
用し、方向性を整理。

“自社の強み”が、本当に競合他社との差
別化ポイントとなりうるか判断するために詳
細情報を取得。あわせて、競合他社の今
後の動きなどについても情報を得る。

自社が属する市場のみならず、他の市場・
業界も視野にいれ、先行企業の成功ビジ
ネスモデルを研究。これにより、自社が参
考・採用できる戦略を抽出し、自社のマー
ケティング戦略の成功確率を高める。

情報ソース

キーマンヒアリング（取材調査）セカンダリーデータ



 

関連ソリューションのご紹介：研修・ワークショップ
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関連ソリューションのご紹介：研修・ワークショップ
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http://jmar.biz

経営・マーケティング研究部

TEL：03-6202-1287 URL：http://jmar.biz

E-mail : info@jmar.biz

住所：〒105-0011 東京都港区芝公園3-1-22

お問い合わせ先

ー お気軽にお問い合わせください ー


