




　㈱ラルズは、エブリデーロープライスを
基本に、地域の生活者とともに歩むスー
パーマーケットを展開。ビッグハウス野幌

店は、ファミリー層の若い
世代の顧客も多いことか
ら、価格訴求だけではな
く、新商品の紹介や提案
型の売場が求められる。
　そのため、大陳コンテス
トへの参加は陳列技術や
演出方法の向上に役
立っている。同店はコンテ
ストに積極的に参加して
おり、数々の受賞歴を
誇っている。大陳コンテス
トへ参加することで、挑戦
した回数の「成功例と失
敗例が経験値アップにつ

ながっている」（長谷部氏）。今回の売場
にも、経験値からのこだわりがある。その
一例が、歴史紹介の年数である。「発売
年を手前にし、年代順に奥へと並べる」
か、「発売年を奥にし、手前へと年代順に
並べる」か。「どちらでもいいと思うかもし
れませんが、お客さまへの訴求力は違い
ます」と福嶋氏。発売時のパッケージが手
前にあることで、その当時を知っている人
には「そうそう、これだった」と懐かしさが甦
る。知らない人は「これは、見たことない」と
なり、「○○年から、知っている」と興味喚
起が図られる。商品とのコミュニケーショ
ンが生まれ、楽しさがある売場となるのだ。
　また、幅広い世代に人気の「亀田の柿
の種」とともに、発売40周年となる「ハッ
ピーターン」も陳列することで、さらに注目
される売場としている。長谷部氏は「自分
たちがまず、ワクワクできること。その楽し
さも含めて提供できる売場づくりができれ
ば、評価も、売上もついてくると思います」
と語ってくれた。

　「10月10日は亀田の柿の種の日」キャ
ンペーンに連動して、昨年の9月12日から
10月10日に開催された亀田製菓「大陳コ
ンテスト」において「亀田
の柿の種大賞」を受賞し
たのは㈱ラルズ（北海道
札幌市、猫宮一久代表
取締役社長）のビッグハ
ウス野幌店。売場づくり
の中心的役割を担って
いる一般食品チーフ（コ
ンテスト参加時）の長谷
部格氏は「今回は“50周
年”というテーマがあった
ので、取り組みやすく、楽
しみながら売場づくりが
行えました」と語る。
　長谷部氏とともに、取
り組んだ一般食品担当の福嶋秀基氏は
「“50周年”だけを打ち出しても、お客さま
にはアピールできない」と思ったという。50
年の歴史を知ってもらうことや懐かしさを
感じてもらえる演出で、共感が生まれると
いうコンセプトを二人で考え出した。
　それが今回の「亀田ミュージアム」であ
る。1966年の発売時からパッケージなど
の変遷を紹介し、それを見てまわれる回
廊風の“柿の種ロード”をつくった。歴史紹
介部分に陳列した商品は、累積販売数の
伸びを意識して、年数を追うごとにだんだ
んと高くなるように積み上げられている。
　商品の「歴史」を、いかに興味深く紹介
できるかが今回のポイントであった。つくる
側としても楽しく取り組めたことから、その
思いは、来店者にも伝わったようで、売場
に足を止める人が多く、売上も好調な結
果となった。
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亀田製菓

ロングセラーの歴史に注目！ 自分たちがワクワクできる売場

半円形のひな壇とラウンド型の陳列を組み合わせてつくられ
た“柿の種ロード”を通り抜けると「亀田の柿の種」の歴史がわ
かるというユニークな発想の売場

右から、ビッグハウスイースト店 グロッサリー・菓子・日用品 
チーフの長谷部格氏（コンテスト参加時は、ビッグハウス野幌
店 一般食品チーフ）、ビッグハウス野幌店 一般食品 福嶋秀
基氏

ファミリー層など、幅広い層が来店するビッグハウス野幌店

10月10日は亀田の柿の種の日
大陳コンテスト
亀田の柿の種大賞
ラルズ

ビッグハウス野幌店
（北海道江別市）

「亀田の柿の種」50周年を来店者と
共有できる演出で購買に結びつける
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