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▶デジタルカメラの普及によって、
趣味が写真という人たちが増えている。
趣味を探す
ためのポータルサイトである
「趣味さがし.com」
の
「趣味人気ランキング」
によれば、
写真の人気度は総合で第4位、
男性総合で第4位、
女性総合で第5位といずれも高
いレベルにある。
▶こんなトレンドをしっかり押さえて、
キャンペーンを仕掛けているの
は歌手の森昌子さんだ。
森さんは新曲
『はぐれどり』
（キングレコード）
の発売を記念
して、
「鳥」
をテーマにしたフォトコンテストを現在実施中。
自らも審査員を務めている。
グランプリの賞品は10万円分の旅行券だ。
である。
フ
▶秀でたアイデアはいただけ、
ォトコンテストはとくにスーパーマーケットには、
ぴったりマッチしていると思う。
テーマは、
「手づく
り料理」
「家族団らん」
「個食アイデア」
「お弁当」
「女子飲み」
「マイ鍋」
など
枚挙に暇がないほど多いはずだ。
すでに実施している企業や店舗もあるかもしれない
が、
「趣味と実益」
を兼ね備えるような企画は、
当たらないはずがないような気がする。
「CSA編集長のBLOG」
（検索）
でバックナンバーとオリジナル
（平日更新）
を公開中!
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●本誌で使用している略語

●本誌の海外提携雑誌

●CRM：カスタマー・リレーションシップ・マネジメント
●CVS：コンビニエンス・ストア
●DS：ディスカウントストア
●ECR：エフィシェント・コンシューマー・レスポンス
●FC：フランチャイズ・チェーン
●FSP：フリークエント・ショッパーズ・プログラム
●GMS：ゼネラル・マーチャンダイズ・ストア
●H＆BC：ヘルス＆ビューティ
・ケア
（美容健康関連商品）
●HC：ホームセンター
●MD：マーチャンダイジング
●NB：ナショナルブランド
●PB：プライベートブランド
●QR：クイック・レスポンス
●SC：ショッピングセンター
●SKU：ストック・キーピング・ユニット
（絶対単品）
●SM：スーパーマーケット
（食品スーパー）
●SCM：サプライチェーン・マネジメント
●DgS：
ドラッグストア
●SuC：スーパーセンター
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