
㈱オオゼキ様
グランプリ
賞金30万円

東京都区部、多摩地区、神奈川県、千葉県で 38 店舗を展開するオオゼキ様からは全店で取り組んで
いただきました。独自のアイデアで販促物を制作するなど、それぞれの店舗でオリジナル性が高く、
迫力のある陳列を展開した点が高く評価されました。

実施期間：2016 年 9月 26日（月）～ 11月 26日（土）

コース

　3年連続の全店参加ですが、これまでは
準グランプリが最高でしたので、今回のグ
ランプリ受賞を素直に喜んでいます。昨年、
菓子部門と日配部門が統合されデイリー部
門となったこともあり、その相乗効果を発
揮しようと、これまで以上に力を合わせて
全社的に取り組んだ結果だと思います。
　大陳の企画はまず本部にご提案をいただ

き、各店に企画を紹介するのが基本パター
ンですが、今回は3回目の参加で慣れてき
たこともあり、本部、店舗、メーカー担当
者様みんなが「一緒にやりましょう！」と
いう雰囲気で盛り上がりました。
　湖池屋さんのディスプレイコンテスト
は、たとえて言えば小学生が楽しみにする
年に1回の運動会のように、各店の担当者

株式会社オオゼキ　デイリー部門
課長代理　木次 和也様（左）
課長代理　亀田 俊介様（右）

3回目の全店参加で初のグランプリ !!
各店が力を発揮する一大イベントに



　この度は、「ムーチョだよ！ 全員集合 ディスプレイコンテスト」にご応募いただき、誠にありがとうご
ざいました。弊社並びにダイヤモンド・リテイルメディアとの共同選考のうえ、厳正なる審査をさせて
いただきました。
　各コースのグランプリ、準グランプリ、優秀賞の各受賞店様を、ここに発表させていただきます。
　ご参加いただきました販売店様のご努力に敬意を表すとともに、当コンテストの趣旨をご理解いた
だき、今後とも弊社製品の拡売に、より一層のご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

㈱マミーマート様

㈱サンベルクス様

㈱Ａコープ佐賀様

ゴダイ㈱様

㈱マルエイ様

準グランプリ
賞金10万円

がそれぞれ陳列に工夫を凝らし、力を発揮
する一大イベントです。日頃はお客様の目
だけを意識して陳列を行っていますが、コ
ンテストでは客観的な目で評価を受けるこ
とになります。そうした機会はなかなか得
られないため、スタッフのモチベーション
向上にも繋がっていると思います。もちろ
ん、店ごとに規模の大小はありますが、狭
い店は狭いなりに工夫し、今回も全38店
舗で参加することができました。
　日頃の大陳では、旬のものを旬の時期に
大きく展開することを意識しており、メー
カー主催のコンテストへの参加回数が多い
わけでありません。ただ湖池屋さんのコン
テストへの参加は 3回目で恒例化してお
り、お客様からも「またやってるね」など
と声をかけていただくなど、多くの反響が
ありました。
　またボリューム感やそれぞれのアイデア
など、工夫を凝らした陳列がお客様の目に
留まることで、商品を手に取っていただく
ケースが増えます。その販促効果に加え、
今回はチラシ連動を行いましたので、実績
は大変好調でした。全店で大陳を展開した
昨年と比較してもかなり伸びています。
　次の機会には当然連覇を狙いたいと思い
ますが、まずは演出でお客様に喜んでいた
だくことが第一。「その結果として賞をい
ただければ何より」というスタンスで取り
組みたいと思います。

株式会社湖池屋
　営業本部長 濱田　 豊志
　営業副本部長 小泉　 　純
　営業企画部　部長 田村　 知也
　マーケティング部　部長 柴田　 大祐
　マーケティング戦略室　室長 中山　 和久

株式会社ダイヤモンド・リテイルメディア
　代表取締役社長 石川 　純一
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グランプリ　賞金30万円　　ヒラキ㈱　靴のヒラキ　龍野店様

　昨年準グランプリをいただき、今回はそ
れより結果が悪くなるのが嫌で参加を迷っ
ていたのですが、湖池屋さんの担当者の熱
意に心を動かされたのと同時に、パッと陳
列のアイデアが閃いたので参加を決めまし
た。陳列場所は入口正面の目立つ場所で、普
段はパレットを 2列配置して山積み展開を
行っているスペースです。今回はこのパレッ
ト上の商品の山を手作りの屋根でつなぎ、売
場の中を商店街のように歩くことができる

ヒラキ㈱　ディスカウント事業部
龍野店　係長　中井 利香様

受賞店様
インタビュー

通路を設けた陳列を行い、どこから見ても
楽しめる立体感のある演出を展開。高さも
十分でダイナミックな陳列です。手作り感
のあるボードやイラストなどの販促物に加
え、売場全体をひとつの商店街に見立て、
ブランドごとに「ムーチョ屋」「コーン屋」
など、商店を設定したアイデアが秀逸。目
を引くと同時に楽しさあふれる陳列に成功
しています。

龍野店　係長　中井 利香様

「コイケヤ通り」の陳列を考えてみました。
　当店は古くからの地元のお客様が多い店
ですが、常に何でも日本一を目指していま
す。「ポテチといえばコイケヤ」というくら
い湖池屋さんの商品がたくさん売れていま
す。販売すること自体には自信があるので、
十分な数量の商品を揃え、インパクトのある
演出を行うことにしました。来店されるお客
様の目線で「何これ !!」と驚いていただき、「中
を通ってみたい」と楽しんでいただける陳列
にしたいという狙いでした。もともと靴販売
店である当社は、「驚き、楽しさ、満足感を
お届けする」というのがモットー。食品部門

でもこれをいつも意識しています。
　ボードやイラストは、コピー機などで印
刷した紙を切り貼りして手作りしたほか、
手書きPOPも使っています。屋根部分や入
口の看板ボードはかなりの大きさになった
ので固定をしっかりと行い、安全性にも十
分配慮しました。
　今回の受賞については、ホッとしたとい
うのが正直な思いです。コンテストはアイ
デアを練ったり、売場を工夫したり、結果
を待つドキドキ感があり、自分自身の啓発
にも繋がります。今後も機会があれば参加
していきたいと思います。

MEGAドン・キホーテ
三郷店様

㈱光洋
マックスバリュ羽倉崎店様

㈱マルエイ
御船店様

㈱マミーマート
白岡西店様

㈱とりせん
大泉店様

買いだめ市場　卸売スーパー　美しが丘店様
㈱マミーマート　岩槻府内店様
㈱マミーマート　川口安行店様
MEGAドン・キホーテ　板橋志村店様
MEGAドン・キホーテ　春日部店様

MEGAドン・キホーテ　草加店様
MEGAドン・キホーテ　横浜青葉店様
上新電機㈱　マザーピア岐阜羽島店様
㈱三心　蘇原店様
㈱フードウェイ　サントムーン柿田川店様

㈱フードウェイ　ウェルディ長泉店様
㈱光洋　マックスバリュ生駒南店様
ヒラキ㈱　靴のヒラキ　姫路店様
㈱山陽マルナカ　新倉敷店様
フレッシュバリューラヴィ　松山店様

優秀賞　賞金１万円（20店舗様）※順不同
㈱ハローズ　笠岡店様
㈱ハローズ　中庄店様
㈱ハローズ　丸亀中府店様
㈱Aコープ佐賀　ララベル店様
㈱マキオ A-Z はやと店様

準グランプリ　賞金10万円（5店舗様）※順不同
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コース
グランプリ　賞金20万円　　㈱Aコープ佐賀　やまもと店様

　今回の陳列は、志村けんさん扮する「ひとみおばあ
ちゃん」が、「ムーチョ」シリーズの新キャラクター
に就任したことがテーマ。就任を祝う大きなボードを
手作りし、新キャラクターをアピールしました。テー
マを決め、コピーを考えるのにかなり苦労しましたが、
陳列自体はスタッフ5人で作業して、4～ 5時間程度
で完成しました。
　湖池屋さんのディスプレイコンテストへの参加は恒
例行事となっており、毎回参加するたびにグランプリ
を狙う気持ちでいるのですが、今回は久しぶりに受賞
できて嬉しいです。
　売場は昨年と同じ、正面入り口横の目立つ場所で展
開。しかし販売実績は昨年と比較して130％程にまで
伸びており、お客様の反応も良かったです。はっきり
した理由はわかりませんが、感触としては、新商品の
「わさムーチョ」の動きが良かったからではないかと
思います。
　湖池屋さんは面白みのある商品をいつも発売してお
り、TVCMも面白い。大陳を行う場合に、お客様に
アピールするテーマが見つけやすいメーカーさんだと
思います。
　今回もAコープ佐賀全体で多くの店舗が参加して
いますが、次回は個店と企業でのダブル受賞を目指し
て頑張りたいと思います。

㈱Aコープ佐賀　やまもと店
店長　淵上 浩一様

受賞店様
インタビュー

商品ごとに異なるパッケージカ
ラーのバランスと流れを意識した
配置と積み方が特徴。立体感と躍
動感のある売場づくりに成功して
います。目立つだけでなく、什器
に変化をつけることで商品の取り
やすさも配慮。新キャラクター「ひ
とみおばあちゃん」をアピールす
るメッセージを強力に発信する、
楽しい売場となっています。

卸売スーパー
現金問屋手稲店様

ヒラキ㈱
靴のヒラキ　岩岡店様

フレッシュバリュー
中ノ庄店様

㈱ビッグミカエル
キャニオン店様

㈱マルエイ
近見店様

㈱マルエイ
八幡台店様

アライストア様 ㈱越前屋様 キッチンランド
SUNSUN様

新
鮮
市
場

草
加
八
幡
店
様

スーパーベルクス　足立花畑中央店様
新鮮市場　東本郷店様
㈱光洋　KOHYO 東生駒店様
㈱山陽マルナカ　マスカット店様
㈱サンロード　シティ店様

㈱サンロード　免田店様
㈱マルエイ　植木店様
㈱マルエイ　大牟田南店様
㈱マルエイ　尾ノ上店様
㈱マルエイ　築地店様

㈱マルエイ　長洲店様
㈱マルエイ　松橋店様
㈱マルエイ　横島店様
スーパーミカエル　大津店様
㈱Aコープ佐賀　しろいし店様

優秀賞　賞金１万円（２0店舗様）※順不同
㈱Aコープ佐賀　城南店様
㈱Aコープ佐賀　はぴる肥前店様
㈱Aコープ佐賀　ブリス店様
スーパーとみやま東町店様
㈱Aコープみやざき　オランヴェル店様

準グランプリ　賞金5万円（10店舗様）※順不同

やまもと店　店長　淵上 浩一様
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