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データベースサービス 
リニューアルによる変更点 



© Macromill, Inc. 2 

目次  

 

 リニューアルのお知らせ 

 全体の変更点 

 ランキングを見る 

 ユーザーデータを見る 

 グループ作成 

 クロス集計 

 価値観を比較する 

 ブランドを比較する 

 プロファイルシート作成 

 お問い合わせ 

 

 

P.3 

P.4 

P.7 

P.12 

P.17 

P.26 

P.29 

P.33 

P.38 

P.41 



© Macromill, Inc. 3 

サービス開始以来、多くのお客さまにご利用いただいておりますが、 

「いろいろな事ができても、操作や導線が煩雑で難しい/見づらい」 

といったお声を、時折いただいておりました。 

 
そこでお客さまに、より分かりやすく、心地よくお使いいただくため、 

第29期以降のサービスサイトのデザインをリニューアルする事といたしました。 

※第28期以前はこれまで通りのデザインです。 

 
各機能の配置をシンプルにすることで、操作上の使いづらさを解消いたします。 

（お使いいただける機能は今まで通りです） 

２０１９年９月２日(月) 

データベースサービスをリニューアルします 

リニューアルのお知らせ 
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全体の変更点 

※画面は開発中のものです。 

現在 リニューアル後 

第28期調査_データリリースのお知らせ 
 
最新 第28期調査データをリリースいたしました。 
28期調査の聴取項目一覧はこちら ＞ 
 
ご不明点やご質問等ございましたら 
お問い合わせフォームもしくはお電話にてご連絡ください。 
 

2019/3/1 

第27期調査_全データリリース完了のお知らせ 
 
告知させていただいておりました、第27期最新データの全リリースが完了いたしましたのでご報告いたします。 

2018/9/21 

画面デザインを一新し、何の機能がどこにあるのか、どのように操作すれば良いのか、一目で分かりやすくいたします。 

上部にあったメニューバーは左上のアイコンに格納しました。 

展開イメージ 

https://www.branddatabank.com/hearingitem/
https://www.branddatabank.com/hearingitem/
https://www.branddatabank.com/hearingitem/
https://www.branddatabank.com/hearingitem/
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全体の変更点：メニュー 

※青いボタンは、マウスオン時のデザインです。 

※画面は開発中のものです。 

必要なデータに迷わずたどり着いていただけるよう、 

メニューを機能別に階層化いたします。 
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全体の変更点：メニュー 

機能の目的が分かりやすいように、各メニューを改名いたします。 

マーケットランキング 

※青いボタンは、マウスオン時のデザインです。 

※画面は開発中のものです。 

デモグラフィックビュー 

ブランドユーザーポジショニング カスタム条件 集計出力 

コンペアー デモグラフィックビュー 



© Macromill, Inc. 7 

ランキングを見る 

マーケットランキング 

デモグラフィックビュー 

ブランドユーザーポジショニング カスタム条件 集計出力 

コンペアー デモグラフィックビュー 

※青いボタンは、マウスオン時のデザインです。 

※画面は開発中のものです。 
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ランキングを見る 

※画面は開発中のものです。 

  STEP1 – ユーザーデータ選択 

ユーザーデータ（属性）を選択し、 

対象者を絞り込みます。 

 
例）「20代女性が持っている化粧水のランキング」を見たい 

  →属性「女性」「20-29歳」 

⇒ STEP2へ 

◆変更点◆ 

属性をいくつかのカテゴリで分け、 

カテゴリ毎に開閉ボタン式にすることで、 

よりスムーズに属性を選択いただけます。 

属性データからお好きな条件で対象者を絞り込み、その対象者グループのブランドデータランキングを閲覧いただけます。 
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ランキングを見る 

※画面は開発中のものです。 

ブランドカテゴリを選択し、 

ブランドジャンル選択画面へ遷移します。 

 
例）「20代女性が持っている化粧水のランキング」を見たい 

  →ブランドカテゴリ「化粧品」 

 ⇒ STEP3へ 

  STEP2 – ブランドカテゴリ選択 

◆変更点◆ 

ブランドジャンルをいくつかのカテゴリにまとめて、 

よりブランドジャンルを探しやすくいたしました。 

 
例） 

カテゴリ  ジャンル 

 

化粧品 ┳ 化粧水 ━ 化粧水のブランドランキング 

    ┣ 乳液  ━ 乳液のブランドランキング 

    ┣ 洗顔料 ━ … 

    ┗ … 

 

 食品 ┳ アイス ━ アイスのブランドランキング 

    ┣ 米菓 

    ┗ … 
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ランキングを見る 

※画面は開発中のものです。 

  STEP3 – ブランドジャンル選択 

ランキングを見たいブランドジャンルを選択します。 

 
例）「20代女性が持っている化粧水のランキング」を見たい 

  →ブランドジャンル「化粧水」 

⇒ STEP4へ 

◆変更点◆ 

選択した属性の人数だけでなく、 

条件一覧も掲載することで、 

どんなターゲットを指定したか明確に把握いただけます。 



© Macromill, Inc. 11 

ランキングを見る 

※画面は開発中のものです。 

絞り込んだ属性を対象者として、 
選択したジャンルのブランドランキングを閲覧
できます。 

 
例）「20代女性」の「持っている化粧水」 

  のブランドランキング 

◆変更点◆ 
本来の「ランキングの閲覧」に集中いただける
よう、ブランド/N/%のみの表示にし、 
ブランド毎のユーザーデータを閲覧する機能を
「ユーザーデータを見る」に統合することで、 

シンプルで見やすくいたしました。 

  STEP4 – ランキング集計結果 

ランキングデータはcsv形式で一括ダウンロード
できます。 
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ユーザーデータを見る 

マーケットランキング 

 
※画面は開発中のものです。 

デモグラフィックビュー 

ブランドユーザーポジショニング カスタム条件 集計出力 

コンペアー デモグラフィックビュー 
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ユーザーデータを見る 

任意のブランドを選択することで、該当する対象者グループの性別や年代、世帯年収などの属性データを閲覧いただけます。 

※画面は開発中のものです。 

  STEP1 – ブランドカテゴリ選択 

カテゴリ/ジャンル/キーワードを任意で入力し、 

「検索」ボタンを押します。 

 
※ブランドデータバンクでは、英語表記のブランドは 

 カナ読みでの検索を推奨しております。 

 
例）品川勤務者の属性を閲覧したい 

  →キーワード「品川」 

⇒ STEP3へ 

大枠のブランドカテゴリから 

ブランドを探すことも可能です。 

⇒ STEP2へ 



© Macromill, Inc. 14 

ユーザーデータを見る 

※画面は開発中のものです。 

  STEP2 – ブランドジャンル選択 

ユーザーデータを見たいブランドが含まれる 

ブランドジャンルを選択します。 

⇒ STEP3へ 

◆変更点◆ 

ブランドをまとめていたジャンルを、 

さらにいくつかのカテゴリにまとめて、 

よりブランドを探しやすくいたしました。 

 
 例） 

 カテゴリ  ジャンル  ブランド 

 

 化粧品 ┳ 化粧水 ┳ 化粧水A 

     ┃     ┗ 化粧水B 

     ┣ 乳液 

     ┣ 洗顔料 

     ┗ … 

 

  食品 ┳ アイス ┳ アイスA 

     ┃     ┗ アイスB 

     ┣ 米菓 

     ┣ 冷凍食品 

     ┗ … 
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ユーザーデータを見る 

※画面は開発中のものです。 

ユーザーデータを見たいブランドを 

1つ選択します。 

 
例）ジャンル：勤務先最寄駅(駅別) 

  ブランド：品川 

⇒ STEP4へ 

  STEP3 – ブランド選択 

◆変更点◆ 

「価値観グラフ/プロファイルシート/平均比較
ゲージ」を他メニューに移動し、 
本来の「そのブランドのユーザーデータを見る」
に集中できるようにいたしました。 
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ユーザーデータを見る 

※画面は開発中のものです。 

選択したブランドのユーザーデータを 

閲覧できます。 

 
例）「勤務先最寄駅(駅別)：品川駅」 

   のユーザーデータ 

  STEP4 – ユーザーデータ 

◆変更点◆ 
グラフをより見やすくし、詳細なユーザーデー
タはcsvダウンロードに集約することで、 
ページ全体をそのまま資料としてお使いいただ
ける見た目にいたしました。 

基本属性のグラフが表示されます。 
 性別 / 年代 / 未既婚 / お金周り / 職業 / 居住地域 

すべてのユーザーデータをcsvでダウンロード 

できます。 

ダウンロード項目は左のボタンで確認できます。 
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グループ作成 

マーケットランキング 

 
※画面は開発中のものです。 

デモグラフィックビュー 

ブランドユーザーポジショニング カスタム条件 集計出力 

コンペアー デモグラフィックビュー 
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グループ作成 

属性・フェイスデータなどのユーザーデータと、ブランドを自由に組み合わせて、特定のグループを作成いただけます。 

※画面は開発中のものです。 

  グループを作成する 

「グループを作成する」より、 

新しいグループの設定画面へ進みます。 

⇒ STEP1へ 
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グループ作成 

※画面は開発中のものです。 

  STEP1 – ユーザーデータ選択 

ユーザーデータ（属性）を選択し、 

対象者を絞り込みます。 

 
例）「品川で働く20代女性」として条件設定したい 

  →属性「女性」「20-29歳」 

⇒ STEP2-1へ 
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グループ作成 

※画面は開発中のものです。 

  STEP2-1 – ブランドデータ選択（ブランドカテゴリ選択） 

大枠のブランドカテゴリから 

ブランドを探すことも可能です。 

⇒ STEP2-2へ 

カテゴリ/ジャンル/キーワードを任意で入力し、 

「検索」ボタンを押します。 

 
※ブランドデータバンクでは、英語表記のブランドは 

 カナ読みでの検索を推奨しております。 

 
例）キーワード「品川」 

⇒ STEP2-3へ 
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グループ作成 

※画面は開発中のものです。 

  STEP2-2 – ブランドデータ選択（ブランドジャンル選択） 

設定したいブランドが含まれる 

ブランドジャンルを選択します。 

⇒ STEP2-3へ 
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グループ作成 

※画面は開発中のものです。 

グループの条件にしたいブランドを選択します。 

複数選択も可能です。 

 
例）ジャンル：勤務先最寄駅(駅別) 

  ブランド：品川 

⇒ STEP3へ 

  STEP2-3 – ブランドデータ選択（ブランド選択） 

◆変更点◆ 

「選択中のブランド」ボタンを設置し、 

別ジャンルのブランド選択画面からでも、 

選択したブランドを随時ご確認いただけます。 
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グループ作成 

※画面は開発中のものです。 

選択した属性とブランドを一覧で確認いただけます。 

 
例）属性：女性、20-29歳 

  ブランド：品川 

  STEP3 – 条件内容の確認 

◆変更点◆ 

変更ボタンをそれぞれ設けることで、 

属性/ブランドともに選び直しやすくいたしました。 

条件名を入力し、 

「次へ」を押して条件の一覧画面へ進みます。 

 
例）品川で働く20代女性 

⇒ STEP4へ 
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グループ作成 

※画面は開発中のものです。 

グループ名を入力し、「作成」ボタンを押して 

グループ作成を完了します。 

 
例）池袋住み品川勤務の20代女性 

  STEP4 – グループ作成 

◆変更点◆ 

入力欄やボタンの配置を調整し、 

全体的により見やすく、使いやすくいたしました。 

設定した条件を一覧で確認いただけます。 

 
例）条件1：品川で働く20代女性 

  条件2：池袋に住む20代女性 
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グループ作成 

※画面は開発中のものです。 

作成したグループ単位で「ランキングを見る」
「ユーザーデータを見る」機能がお使い 

いただけます。 

  グループリスト 

作成したグループがグループリストに追加 

されます。 

◆変更点◆ 

並び替えをドラッグ＆ドロップ式にすることで、 

簡単に操作いただけます。 
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クロス集計 

マーケットランキング 

 
※画面は開発中のものです。 

デモグラフィックビュー 

ブランドユーザーポジショニング カスタム条件 集計出力 

コンペアー デモグラフィックビュー 
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クロス集計 

※画面は開発中のものです。 

  1) 出力項目の選択 

集計したい軸を、表頭に設定します。 

作成したグループはこちらに設定することを推奨 

しております。 

作成したグループやユーザーデータ・ブランドを複数軸でまとめて集計し、その結果データをcsv形式で出力いただけます。 

集計データを見たい項目を、表側に設定します。 

ユーザーデータやブランドだけでなく、 

各ブランドの回答率も設定いただけます。 

◆変更点◆ 

出力項目選択にカテゴリ制を導入し、 

開閉ボタン式にすることで、 

出力したい項目をより見つけやすくいたしました。 
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クロス集計 

※画面は開発中のものです。 

選択した軸は、右側の出力項目に表示されます。 

表頭と表側を設定し「データ出力」をクリックすると、 

集計結果をcsv形式でダウンロードいただけます。 

  2) データ出力 

◆変更点◆ 

「データ出力」ボタンをページ下部に移動したことで、 

上から下へ順を追って操作いただけます。 
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価値観データを比較する 

マーケットランキング 

デモグラフィックビュー 

ブランドユーザーポジショニング カスタム条件 集計出力 

コンペアー デモグラフィックビュー 

※青いボタンは、マウスオン時のデザインです。 

※画面は開発中のものです。 
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価値観データを比較する 

選択した分析対象(ターゲット)と比較対象の価値観をスコア(%)で比較します。 

ターゲットと価値観との親和性を測ることが可能です。 

※画面は開発中のものです。 

登録したグループリストから、 

分析対象(9軸まで)と比較対象(1軸)を 

マウスのドラッグ＆ドロップで 

それぞれ選択します。 

 
例）分析対象：品川で働く20代女性 

       池袋で働く20代女性 

  比較対象：20代女性 

分析対象と比較対象を選択したら、 

「次のステップへ」を押し、 

閲覧したい価値観を選択する画面へ進みます。 

⇒ STEP2へ 

◆変更点◆ 

分析対象と比較対象の選択枠を明確に分け、 

ドラッグ&ドロップ式にすることで、 

操作性と視認性が向上しました。 

  STEP1 – グループ選択 
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価値観データを比較する 

※画面は開発中のものです。 

  STEP2 – 価値観選択 

閲覧したい価値観を選択します。 

⇒ STEP3へ 

◆変更点◆ 

価値観の選択画面を独立して設け、 

分析対象/比較対象/価値観のボタンをそれぞれ
大きく、分かりやすくいたしました。 
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価値観データを比較する 

※画面は開発中のものです。 

1行目に比較対象のグラフが、2-10行目に分析
対象のグラフが、選択した順に表示されます。 

 
例）1行目：20代女性 

  2行目：品川で働く20代女性 

  3行目：池袋で働く20代女性 

  STEP3 – 価値観データ 

◆変更点◆ 

グループ名/人数/スコアを1つの表で表示し、 

より見やすくいたしました。 
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ブランドデータを比較する 

マーケットランキング 

 
※画面は開発中のものです。 

デモグラフィックビュー 

ブランドユーザーポジショニング カスタム条件 集計出力 

コンペアー デモグラフィックビュー 
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ブランドデータを比較する 

選択した分析対象(ターゲット)と比較対象のブランドランキングを比較します。 

ターゲットの嗜好/所有ブランドの傾向を測ることが可能です。 

※画面は開発中のものです。 

  STEP1 – グループ選択 

登録したグループリストから、ブランドランキングを比較した
い分析対象と比較対象を選択し「次へ」ボタンを押します。 

 
例）「20代女性の化粧水ランキングと比較した、 

   品川駅ユーザー20代女性の化粧水ランキング」を見たい 

 
  →分析対象：品川で働く20代女性 

   比較対象：20代女性 

⇒ STEP2へ 

◆変更点◆ 

「(グループ名)vs(グループ名)」という
表記をやめ、分析対象と比較対象とし
て明確に分けることで、 
それぞれにどのグループを設定するか
分かりやすくいたしました。 
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ブランドデータを比較する 

※画面は開発中のものです。 

  STEP2 – ブランドカテゴリ選択 

ブランドカテゴリを選択し、 

ブランドジャンル選択画面へ遷移します。 

 
例）化粧品 

 ⇒ STEP3へ 
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ブランドデータを比較する 

※画面は開発中のものです。 

  STEP3 – ブランドジャンル選択 

ブランドランキングを比較したい 

ブランドジャンルを選択します。 

 
例）化粧水 

 ⇒ STEP4へ 

◆変更点◆ 

「メディアゲージ/価値観グラフ」を 

「価値観データを比べる」に統合し、 
本来のゴール「ブランドランキングの
比較画面」に確実にたどり着けるよう
にいたしました。 
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ブランドデータを比較する 

※画面は開発中のものです。 

  STEP4 – ブランドデータ比較 

STEP1で選択した分析対象と比較対象を 

横並びにして、STEP3で選択したジャンルの 

ブランドランキングを比較できます。 

 
例）「20代女性の化粧水ランキングと比較した、 

  品川駅ユーザー20代女性の化粧水ランキング」 

  を見たい 

 
  →分析対象：品川駅ユーザー20代女性 

   比較対象：20代女性 

   ジャンル：化粧水 

◆変更点◆ 

ブランド毎にあったグラフをなくし、 

どちらのグループが分析対象or比較対象か 
明記することで、より一目で分かりやすい表に
いたしました。 
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プロファイルシート作成 

マーケットランキング 

 
※画面は開発中のものです。 

デモグラフィックビュー 

ブランドユーザーポジショニング カスタム条件 集計出力 

コンペアー デモグラフィックビュー 
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プロファイルシート作成 

※画面は開発中のものです。 

登録したグループリストから、 

分析対象と比較対象を選択し 

「次へ」ボタンを押すと、 

画面下部にプロファイルシートが出力されます。 

 
例）「20代女性と比較した、品川で働く20代女性」 

  のプロファイルシートを出力したい 

 
  →分析対象：品川で働く20代女性 

   比較対象：20代女性 

◆変更点◆ 

プロファイルシート自体を1機能として分離し、 

すぐお使いいただけるようにいたしました。 

選択した分析対象(ターゲット)のプロファイルシートを作成します。 

性別や年代といった基本属性や、比較対象と比べた際の嗜好/価値観の傾向を閲覧いただけます。 

  1) 分析対象/比較対象の選択 
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プロファイルシート作成 

※画面は開発中のものです。 

画面下部にプロファイルシートが出力されます。 

プロファイルシートは画像として保存できます。 

 
例）「20代女性と比較した、品川で働く20代女性」 

  のプロファイルシートを出力したい 

 
  →分析対象：品川で働く20代女性 

   比較対象：20代女性 

◆変更点◆ 

プロファイルサマリーを文章化することで、 

プロファイルシート下部の詳細な嗜好/価値観の 

傾向を簡単にご理解いただけます。 

  2) プロファイルシート作成 
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お問い合わせ 

株式会社マクロミル ブランドデータバンク 
 
 info@branddatabank.com 
 
 03-6716-0715 
 

ご不明点等ございましたら、下記のお問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。 


