
ダイヤモンド・チェーンストア広告料金表
種　類 色 スペース

出稿回数と１回あたり料金（円、税別）
年１〜５回 年６〜11回 年12回以上

表 ４

４色

1ページ 1,000,000 970,000 930,000
表 ２ 1ページ 800,000 770,000 730,000
表 ２ 見 開 き 2ページ 1,500,000 1,430,000 1,350,000
表 ３ 1ページ 730,000 700,000 650,000
セ ン タ ー 見 開 き 2ページ 1,470,000 1,400,000 1,330,000

本 文

４色

1ページ 700,000 670,000 630,000
2ページ 1,400,000 1,340,000 1,250,000

ヨコ1/2ページ 550,000 529,000 501,000
1/3ページ 400,000 388,000 372,000

１色

1ページ 500,000 470,000 430,000
2ページ 1,000,000 940,000 850,000

ヨコ1/2ページ 350,000 329,000 301,000
1/3ページ 200,000 188,000 172,000

別 冊 企 画 ４色 4ページより。①糊付け②同封の形式があります。
特別料金を設定させていただきます。

広告掲載規定事項

1/2ページ
（枠付き）

タテ 125mm
ヨコ 185mm

1/3ページ
（枠付き・ヨコ）
タテ 81.5mm
ヨコ 185mm

1/6ページ
タテ 125mm
ヨコ   57mm 1/12ページ

タテ 59mm
ヨコ 57mm

タテ 264mm
ヨコ 200mm

表4
タテ 284mm
ヨコ 420mm

見開き

タテ 284mm
ヨコ 200mm

別冊（1ページ）

タテ 284mm
ヨコ 210mm

1ページ

タテ256.5mm
ヨコ    57mm

1/3ページ
（枠付き・タテ）

お問い合わせ先

株式会社ダイヤモンド・リテイルメディア
〒101-0051　東京都千代田区神田神保町1-6-1　タキイ東京ビル7F　広告・進行管理：03-5259-5931

URL http://www.diamond-rm.net　　　　　　　　　　　　　　　FAX：03-5259-5935

〈広告原稿サイズ〉

●入稿時の確認事項

サイズ
広告原稿サイズ＋天地左右に各3mmの塗り足しとトンボをつけて作成ください。
文字や画像は仕上がり線から左右それぞれ10mm、天地それぞれ3mm内側へ追
い込んでください。1/2ページなどの部分広告には仕上がりサイズ上に囲み枠を
つけてください。

カラー プロセス4C（CMYK）で作成ください。※スポットカラー（特色）は不可

フォント 和文・英文ともにすべての文字をアウトライン化して作成ください。

入稿データ形式
色校正をご希望の場合は、ネイティブデータで入稿ください。その際、画像はリ
ンクでお願いします。色校正不要の場合はJMPAカラー準拠PDFでの入稿も対応
いたします。

その他 出力見本をつけて入稿ください。入稿規定詳細は、http://diamond-rm.co.jp/
dlcontents/company/2020_DCS_adSpecification.pdf をご確認ください。

●弊社にて、リサイズ、特色をCMYKに変換する等のデータ修正をご希望の場合は、別途修正料金が発生いたします

●タイアップ企画の制作費
上記料金表以外の企画については、スペース料金に編集・
制作費が別途加算されます。

●支払い条件
請求日は掲載号の月末です。お支払いは翌月末日までに現
金でお願いします。
新規代理店様とのお取引の場合、前金制とさせていただく
ことがあります。

www.diamond-rm.net

株式会社ダイヤモンド・リテイルメディア

2021年度媒体資料
（2021年4月1日号〜2022年3月15日号／年間22回発行）

流通マーケティングと
マーチャンダイジング情報を

お届けする専門誌

www.diamond-rm.net 小売・流通業の「次」を読み解く！



ご挨拶 メディアデータ 2020年11月1日現在『ダイヤモンド・チェーンストア』誌 編集長　阿部幸治
　ITビジネスが小売業界のスタンダードと常識を覆し、アマゾンの台頭が小売業者のビジネスモデルに大きな変革を迫ってい
ます。さらには人口減少と少子高齢化、人手不足、業態の垣根を超えた競争……。2020年には新型コロナウイルス感染拡大
に伴い、ビジネス環境が激変、いっそう不確実性が増しました。こうした時代を生き抜くためには、拠り所とする「情報力」が重
要です。その情報は単なる羅列ではなく、小売業がビジネスを変革し、成長し続けていくために何が必要かという視点でまと
められていなければなりません。

　毎日の店づくりを革新させる最新売場づくりのノウハウやトレンド、最新の販促手法から、テクノロジーを活用したビジネス変
革、さらには5年後、10年後を見据えた経営戦略を立てるための重要なヒントまで、丁寧に編集して読者の皆さまにお届けし
ているのが、この『ダイヤモンド・チェーンストア』誌です。

　そのため本誌は、食品スーパー、総合スーパー、コンビニエンスストア、ホームセンター、ドラッグストア、ディスカウントストア、百
貨店、専門店チェーンなど幅広い小売業の意思決定層、マーチャンダイジング、マーケティングを担う幹部などのキーマンに広
く購読していただいております。

　皆さまのマーチャンダイジングやマーケティング、ビジネス革新に関するご提案を直接、小売業幹部に届けることができる、
稀有な雑誌媒体、それが『ダイヤモンド・チェーンストア』誌です。

　ぜひ、出稿のご検討をお願い申し上げます。

ダイヤモンド・チェーンストアは全国の小売業様にご愛読いただいています
SM・GMS
アオキスーパー
アークスグループ
　東光ストア
　道東ラルズ
　道南ラルズ
　道北アークス
　福原
　ベルジョイス
　ユニバース
　ラルズ
アクシアルリテイリング
　ナルス
　原信
　フレッセイ
アコレ
渥美フーズ
アブアブ赤札堂
アルビス
イオングループ
　イオン九州
　イオンスーパーセンター
　イオン東北
　イオントップバリュ
　イオン北海道
　イオンマーケット
　イオンリテール
　イオン琉球
　いなげや
　カスミ
　光洋
　山陽マルナカ
　ダイエー
　ベルク
　マックスバリュ関東
　マックスバリュ東海
　マックスバリュ西日本
　マルエツ
　マルナカ

　ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス
イズミグループ
　イズミ
　ゆめマート
イズミヤ
いちい
ウエスギ
魚松
ウオロク
ウジエスーパー
エースワン
エコスグループ
　エコス
　たいらや
エスマート
エール
エブリイ
エフレ
エレナ
遠鉄ストア
大阪屋ショップ
オオゼキ
オークワ
オーケー
オーシャンシステム
オータニ
岡谷生鮮市場
オギノ
オザム
小田急商事
Olympic
かじ惣
片町フードセンター
カネスエ
カノー
かましん
カワベ
関西スーパーマーケット
神文ストア

キヌヤ
紀ノ国屋
ぎゅーとら
キューピット
キョーエイ
近商ストア
銀ビルストアー
京王ストア
京急ストア
京成ストア
京阪ザ・ストア
神戸物産
コプロ
コモディイイダ
さえきセルバホールディングス
　山梨さえき
　フーズマーケットホック
さとう
サニーマート
サミット
サンエー
サンシャインチェーン本部
三心
サンディ
サンベルクス
サンプラザ
サンマート
サンリブ
三和
静鉄ストア
シバタ
清水商店
清水屋
ジャパンミート
主婦の店
食鮮館タイヨー
食品の店おおた
スーパーアルプス
スーパーサンエー

スーパーモリナガ
スズキヤ
駿河屋
成城石井
セイミヤ
西友
セブン＆アイ・ホールディングス
　イトーヨーカ堂
　ヨーク
　ヨークベニマル
セブンスター
相鉄ローゼン
そごうマート
ダイイチ
ダイユー
タイヨー
たかき
タカヨシ
たから
田子重
タチヤ
たまや
中央スーパー
つかさ屋
ツルヤ
デライト
テラタ
デリシア
天満屋ストア
ト一屋
東急ストア
東武ストア
トキハインダストリー
トスク
トミダ
トーホーストア
とりせん
ナイス
中村ストアー

仲屋商事
ながやま
ナナーズ
ナルックス
にしがき
ニシザワ
西鉄ストア
仁科百貨店
ニシムタ
ニッコー
ニューライフフジ
ハートデリカ
ハートフレンド
花正
はやしの
ハローズ
ハローデイ
バローホールディングス
阪急オアシス
ヒダカヤ
ビッグ富士
ヒラキストア
ヒラマツ
ファミリーストアさとう
フィールコーポレーション
フクヤ
フードセンター富田屋
フジ
フジ・アグリフーズ
富士シティオ
フタバヤ
古田屋
フレッシュマツヤ
フレスタ
文化堂
ベイシア
平和堂
紅屋商事
豊月

ホクノー
北雄ラッキー
マークスホールディングス
　うめや
　おーばん
　フレスコ
　マイヤ
　マエダ
まいづる百貨店
マツオカ
松源
マツモト
マミーマート
マルイ
マルイチ
丸江
マルエイ
マルエー
丸正チェーン商事
マルト
マルニ
マルマンストア
マルヤ
マルヨシセンター
万惣
万代
三角商事
三原スーパー
明治屋
モリヤマ
ヤオコー
ヤオハン
八百半フードセンター
ヤオマサ
ヤスサキ
ヤマイチ
やまか
ヤマザワ
やましろや

ヤマナカ
ユアーズ
ユナイトホールディングス
　伊徳
　タカヤナギ
ユニー
ユーマート
よこまち
よしや
よねや商事
与野フードセンター
ライフコーポレーション
ランドロームジャパン
リオン・ドールコーポレーション
リテールパートナーズ
　丸久
　マルミヤストア
リバティ
両備ホールディングス
ロピア
ワイズマート

CVS
セコマ
セブン-イレブン・ジャパン
ファミリーマート
ポプラ
ミニストップ
ローソン

生協
コープ九州事業連合
コープきんき事業連合
コープこうべ
コープさっぽろ
コープCSネット
コープ中国四国事業連合
コープデリ連合会

コープ東北サンネット事業連合
コープ北陸事業連合
コープみらい
全国Aコープ協同機構加盟企業
東海コープ事業連合
パルシステム連合会
ユーコープ

DgS
アインホールディングス
ウエルシアホールディングス
ウェルパーク
ツルハホールディングス
大賀薬局
カワチ薬品
キリン堂ホールディングス

くすりのマルト
ゲンキー
ココカラファイン
コスモス薬品
サツドラホールディングス
サンドラッグ
JR九州ドラッグイレブン
スギホールディングス
スギヤマ薬品
千葉薬品
中部薬品
ふく薬品
富士薬品
マツモトキヨシホールディングス
ミネ医薬品
ユタカファーマシー

DS
アタックスマート
大黒天物産
ドン・キホーテ
ビッグ・エー
PLANT
マキヤ
ミスターマックス

HC
アヤハディオ
エンチョー
カインズ
菅文
ケーヨー
コメリ

島忠
ジョイフルエーケー
ジョイフル本田
セキチュー
ダイユーエイト
DCMホールディングス
　DCMカーマ
　DCMホーマック
ナフコ
山新
ロイヤルホームセンター
綿半ホームエイド
ワークマン

その他
イオングループ

　イオンタウン
　イオンモール
エイチ・ツー・オーリテイリング
キャンドゥ
コストコホールセール・ジャパン
サンモール
しまむら
そごう・西武
大創産業
東急百貨店
西松屋チェーン
ニトリ
三越伊勢丹ホールディングス

協会・団体・共同仕入れ
オール日本スーパーマーケット

協会
シジシージャパン
全国スーパーマーケット協会
全日本食品
日本小売業協会
日本生活協同組合連合会
日本チェーンストア協会
日本流通産業（ニチリウ）
八社会

発 行 日 ● 毎月２回（１日・15日）発行
　　　　　　　（年間22回、1月・8月は合併号）

発 行 部 数 ● 10,500部

販 売 方 法 ● 年間直接予約購読
　　　　　　　および全国主要都市
　　　　　　　書店での販売

判 型 ● A4変形（284×210mm）

体 裁 ● 中綴じ／オフセット印刷

■あなたが仕事上の参考にしているメディアは何ですか。あてはま
るもの全てにお答えください。（複数回答）　n=95

■あなたが、棚割・販促で参考にしているメディアは何ですか。あ
てはまるもの全てにお答えください。（複数回答）　n=80

■あなたが、ダイヤモンド・チェーンストア（チェーンストアエイ
ジ）を見て、実際にとった行動は何ですか。あてはまるもの全てに
お答えください。（複数回答）　n=55

ダイヤモンド・チェーンストア
（チェーンストアエイジ）

激流
食品商業
販売革新
販促会議
日経MJ
その他

（％）
39

15
36

30
18

36
0

ダイヤモンド・チェーンストア
（チェーンストアエイジ）

激流
食品商業
販売革新
販促会議
日経MJ
その他

52
（％）

20
37
37

9
51

0

メーカーや卸売の営業担当に連絡した
メーカーや卸売の営業担当と商談で話題にした

メーカーに電話やメールで問い合わせた
商品を発注した
販促に反映した

その他

24
24

16
16

56
4

（％）

調査企画：（株）ダイヤモンド・リテイルメディア
実施機関：（株）クロス・マーケティング
調査対象：ダイヤモンド・チェーンストアを読んだことがある人を基に集計

■小売業職種別読者構成

■業態別定期購読者構成 ■有資格限定配布者数

経営者・役員
36%

販促・仕入れ
担当者
19%

店長・フロア長・スーパーバイザー
13%

情報・物流
10%

主要小売
商品部長
13%

主要小売バイヤー
18%

情報システム、その他
7%

経営者・役員
13%

大量陳列
コンテスト

グランプリ店長／
バイヤー

38%

主要小売
企業広報・
経営企画室
11%

調査・企画・店舗開発
10%

広報・総務・財務
10%

その他 2％

合計
1300件

専門店、百貨店、
SC 3％

CVS、その他
食品小売業
5％

〈小売業〉

〈小売業以外〉

GMS、SM、
生協、ミニスーパー
82％

HC、DgS、
DS 10％

その他 10％広告代理店、
コンサルタント、
SP会社、
教育機関
13％

メーカー、農協、
各種団体
57％

商社、卸問屋、
情報サービス
20％

■地域別読者構成

九州・沖縄
6%

中国・四国
9%

近畿
16%

甲信越・北陸・中京
15%

北海道・東北
11%

関東・首都圏
43%

2 3



編集・発行プログラム（2021/4〜2022/3） ※各号の発売日は発行日と同日です。ただし、8/1・15 合併号は8/1 発売、12/15・1/1 合併号は12/15 発売となります。
※企画は一部変更する場合があります。お気軽にお問い合わせください。

発行号 広告締切日 編　集　特　集
※赤文字はすでに予定されている編集特集です。黒文字は予定している特集テーマです。

MDエディション
MD特集・MDスペシャル

MDエディション　カテゴリーフォーカス
月 日 掲載申込 原稿入稿 食品・酒類 ノンフード・H&BC・その他

4 1 2/19 2/26 STORE OF THE YEAR 2021 SMTS2021レビュー
プラントベースフード特集

牛乳・乳飲料/ゼリー系飲料/
野菜・果汁飲料/蒸し豆 浄水器

4 15 3/5 3/12 流通相関図2021 健康・機能性市場トレンド2021春夏
熱中症対策特集

スムージー /魚肉ハム・ソーセージ/
ドレッシング/夏の涼味/アイスクリーム シェービング

5 1 3/19 3/26 市場占有率2021 家飲み特集
冷凍食品大特集（別冊）

プレーンヨーグルト/タイフード/
夏の冷製スープ/低カロリー甘味料/ウイスキー 殺虫剤

5 15 4/2 4/9 アメリカ小売業大全2021 鶏マーチャンダイジング
FOODEX2021レビュー

植物性ヨーグルト/機能性野菜/焼肉のたれ/
乳酸菌飲料/日本酒 ヘアカラー

6 1 4/16 4/23 コンビニエンスストア／流通テクノロジー（別冊） 2020秋冬新商品ヒットランキング
クロスMD ギフト/冷凍麺/食用油/シリアル/豆腐 入浴剤

6 15 5/7 5/13 消費者調査特集／世界の小売業 パワーカテゴリー
7 1 5/21 5/28 上場小売業決算特集 タンパク質・プロテイン

小売業の衛生対策
冷凍米飯/フリーズドライ/健康志向菓子/

かゆ・ぞうすい オーラルケア

7 15 6/4 6/11 生鮮戦略 精肉市場創造2021
2021秋冬注目マーケティングトレンド（別冊）

機能性ヨーグルト/みそ/輸入フルーツ/
ノンアルコールビール ローソク・線香

8 1 6/22 6/29 注目企業特集 ロングセラーブランド
ローリングストック

カレー /スパイス&ハーブ/ごま/
ブランド卵/ガム 家庭用手袋

9 1 7/15 7/22 店づくり最新動向／流通テクノロジー（別冊） 朝食マーケット
ロカボ

アレルギー対応商品/スンドゥブ/チリワイン/
日本酒/ウイスキー たわし・スポンジ

9 15 7/30 8/6 日本の小売業1000社ランキング 市場トレンド2021秋冬
バイヤーズグランプリ2021秋冬

冷凍食品/パスタ&パスタソース/
ごま油/漬物・キムチ ペットフード

10 1 8/20 8/27 セールスプロモーション 鮮魚マーチャンダイジング 鍋つゆ/豆乳/コーヒー・紅茶/ブランド米 マスク

10 15 9/3 9/10 ドラッグストア特集 健康・機能性市場トレンド2021秋冬
サラダ市場戦略 シリアル/エスニック/無菌米飯/甘酒/菓子 ヘアカラー

11 1 9/17 9/29 生協 家飲み特集 卸オリジナル商品/クリーム/即席麺/
ホームメイキング/シチュー ハンドソープ

11 15 10/5 10/12 プライベートブランド戦略 豚肉マーチャンダイジング
ストアマネジメント

チーズ/ドリンクヨーグルト/
シャンパン/植物性ミルク/低カロリー甘味料 ラップ・ホイル

12 1 10/21 10/28 テクノロジー企業／流通テクノロジー（別冊） 2021春夏新商品ヒットランキング
牛肉マーチャンダイジング

食用油/簡便調味料/スピリッツ・リキュール/
ナッツ＆ドライフルーツ/白だし 食器用洗剤

12 15 11/5 11/12 ローカルスーパー特集 ディスプレイの教科書
小売業のSDGｓ（別冊）

スナック菓子/冷凍麺/ビネガードリンク/
輸入ビール 洗濯洗剤

1 15 11/26 12/3 マーチャンダイジングと商品開発 パワーカテゴリー
2 1 12/16 12/23 マーケティング スーパーマーケットトレードショー 2022 米菓/カット野菜/チルドデザート/チリワイン 紙製品

2 15 1/6 1/13 小売業とテクノロジー 青果マーチャンダイジング
2022春夏注目マーケティングトレンド（別冊） パン/ジャムスプレット/水産缶詰/機能性油/珍味 文具

3 1 1/18 1/25 注目企業特集／流通テクノロジー（別冊） FOODEXの歩き方2022
チューハイ市場戦略

漬物・キムチ/機能性ヨーグルト/ふりかけ/
ハム・ソーセージ/チリワイン 芳香消臭剤

3 15 2/3 2/10 海外小売戦略 市場トレンド2022春夏
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食用油/中華調味料/マーガリン類/
冷凍麺/マヨネーズ ボディソープ

※日程は目安です。内容などによって異なりますのでご相談ください。

　2020年10月〜 2021年3月度注目カテゴリー・売れ筋ブランド　ランキング特集

2021年4月〜 2021年9月度注目カテゴリー・売れ筋ブランド　ランキング特集

2021

2022

1/1号との合併号

8/15号との合併号

4 5



募集パンフレットを別途DMとし
て発送します

バイヤーに届けたい情報（商品パ
ンフレットなど）を同梱すること
が可能です

①応募する ②閲覧する

③CSVに出力する
コンテスト応募専用
Webサイトをご用意。
PC 上で応募フォーム
に直接応募情報を入
力します。
売場写真もフォーム
上で選択できます。

別画面で応募情報を
閲覧できます。
情報の修正や削除も
行えます。

本社企画部門からも同じサ
イトで情報を閲覧できます。
リアルタイムで進捗状況を
確認できます。

入力された情報は CSV
ファイルで出力し、エクセ
ルで管理できます。

④審査する
別画面をご用意し、Web
上で審査を行うことも可能
です。

営業部門 企画部門
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ディスプレイ（大陳）コンテスト告知・結果発表
2020年実施ディスプレイコンテスト年間スケジュール
小誌では、年間数多くのディスプレイコンテストの事前設計から募集掲載、審査までをお手伝いしています。
売場獲得のプロモーションとしてご活用ください。

ディスプレイコンテストサポートプログラム
ディスプレイコンテスト Web 管理システム

店頭販促情報サイト「ディスプレイコンテストオンライン」小売業直接案内

「ディスプレイコンテストWeb 管理システム」はディスプレイコン
テストを運営する上で営業部門、企画部門の業務を効率的・効果的に
運営する環境をご提供します。

万が一の見逃しを防ぐため、毎月 20日前後に、コンテストの糊付けパンフレ
ットを直接バイヤーに送付しています。（約 200名）

企業名
コンテスト名

2019年 2020年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2021年

日清オイリオグループ株式会社 
2019秋・冬 揚げたては、無敵だ。&アマニ油生活＆かけるオイルディスプレイコンテスト

株式会社明治 
明治 店頭陳列・演出コンクール　Happy Valentine’s Day

ハウスウェルネスフーズ株式会社 
乳酸菌＆ビタミンで冬の元気を応援！ハウスウェルネスフーズ売場提案コンテスト

サッポロビール株式会社 
男梅サワー ディスプレイコンテスト

米国ポテト協会 日本代表事務所 
米国産ポテト ディスプレイコンテスト

サッポロビール株式会社 
GOLD STAR ディスプレイコンテスト

サッポロビール株式会社 
ヱビス ディスプレイコンテスト

日本ハム株式会社 
シャウエッセン ディスプレイコンテスト

丸美屋食品工業株式会社 
2020 春のディスプレイコンテスト

白鶴酒造株式会社 
2020春 店頭陳列・演出コンクール

東洋水産株式会社 
パリパリ無限シリーズ ディスプレイコンテスト

キリンビール株式会社 
2020年 キリンビール 陳列コンテスト
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サッポロチューハイ99.99 スプリングディスプレイコンテスト
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母の日ガーナディスプレイコンテスト
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黄金の味 ディスプレイコンテスト
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キユーピー パスタソース ディスプレイコンテスト
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麦とホップ ディスプレイコンテスト
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明星食品 麺祭り 大陳コンテスト 2020春

株式会社明治 
明治 店頭陳列・演出コンクール TOKYO2020
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株式会社明治 
TRY! プロテイン NEW! SAVAS ディスプレイコンテスト
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UCC 第30回 ディスプレイコンテスト

大塚製薬株式会社 
2020・夏 ポカリスエット ディスプレイコンテスト

企業名
コンテスト名

2019年 2020年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2021年

企業名
コンテスト名

2019年 2020年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2021年

株式会社不二家 
2020 不二家 サマーフェスティバル 夏はひんやりおいしく！ 大陳コンテスト
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2020年春夏「鰹節屋・だし屋、ヤマキ」ディスプレイコンテスト
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理研ビタミン 大陳ディスプレイフォトコンテスト2020
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伊藤ハム 2020年「The GRAND アルトバイエルン」「レンジでごちそう」ディスプレイコンテスト
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2020夏 ディスプレイコンテスト〜お肉といっしょに！÷JINRO
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明治 店頭陳列・演出コンクール

丸大食品株式会社 
2020年 丸大食品 カレーディスプレイコンテスト

株式会社ペティオ 
2020年 ペティオ ディスプレイコンテスト

日本ハム株式会社 
「袋のままできるオムライス」+「レンジでできるふわたまオムレツ」ディスプレイコンテスト

日清オイリオグループ株式会社 
揚げたては、無敵だ。＆かけるオイル ディスプレイコンテスト2020夏

ヤマダイ株式会社 
凄麺まつり ディスプレイコンテスト

東海漬物株式会社 
東海漬物2020 ディスプレイコンテスト キューちゃん2020

東洋水産株式会社 
おかげさまで45周年 マルちゃん焼そば ディスプレイコンテスト

亀田製菓株式会社 
第5回 10月10日は亀田の柿の種の日 大陳コンテスト

サンヨー食品販売株式会社 
サッポロ一番 秋のディスプレイコンテスト2020

日本ルナ株式会社 
2020 日本ルナ ディスプレイコンテスト

大塚製薬株式会社 
2020 冬の健康応援グランプリ 体調管理は栄養・水分・乳酸菌！店頭訴求コンテスト

エバラ食品工業株式会社 
2020年度 エバラ鍋ディスプレイコンテスト

プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社 
2020 P＆G アリエール ディスプレイコンテスト

株式会社丸善 
［エリア限定］丸善ディスプレイコンテスト

カリフォルニアくるみ協会 日本代表事務所 
毎日ひとつかみくるみで腸活!カリフォルニア産くるみ ディスプレイコンテスト

株式会社明治 
明治 おいしい牛乳 ディスプレイコンテスト！

伊藤ハム株式会社 
伊藤ハム 朝のフレッシュシリーズ ディスプレイコンテスト

株式会社桃屋 
秋の大陳写真コンテスト

三菱食品株式会社 
HARIBO 創業100周年記念 ディスプレイコンテスト

株式会社明治 
TANPACT（タンパクト）ディスプレイコンテスト！

株式会社ドール 
Dole 機能性表示食品バナナ大陳コンテスト

日清オイリオグループ株式会社 
2020秋・冬 揚げたては、無敵だ。＆かけるオイルディスプレイコンテスト

企業名
コンテスト名

2019年 2020年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2021年

企業名・店舗名

陳 列 期 間

陳 列 場 所

陳列商品ケース数

大陳DATA

売場
展開
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ここが

ポイント

大陳の
主な

パターン

大陳売場づくりのポイント

大量陳列（大陳）売場とは

目的

効果

大陳売場づくりのポイント

大陳売場の基本

展開場所 2展開場所 1 展開場所 3 展開場所 4 展開場所 5

新商品や定番化していないアイテムをアピール！

広告宣伝と連動した新商品の導入時や、定番化されていないアイテムの導入のきっかけとなる認知、およびトライアルを促進する。

大量陳列（大陳）売場とは、エンドをはじめとした定番売場以外のすべてが売場になります。そこは、安売り

の場ではありません。商品とお客さまとの接点を増やし、購買促進を目的に展開される集中ディスプレイを行

う売場です。お客さまの目につきやすいスペースの確保と、買いやすさが求められます。

1

季節の変化を先取りした、提案型の売上拡大に！

季節感を先取りすることで、店内の演出効果アップとともに、お客さまへの提案型売場づくりを行う。

2

お店（企業）独自の MD にそくしたカタチでの提案型売場展開として！

お店の催事企画としての「52週MD（52週販促計画）＊」を支援または相乗りする売場展開と推奨アイテムの提案で売上を拡大する。

3

お客さまとのコミュニケーション効果

新商品や商品特性の認知を高めることや、生活情報の提供ができる売場となることで、お客さまのお店に対する親近感を育てることができる。

見やすく、
手に取りやすい陳列

需要喚起や購買喚起を
促進する売場として、
手に取りやすく、商品
が崩れないように陳列
する。

ボリューム感を出す工夫

＊商品と棚板の間のすき間に注
意。間が空きすぎるとボリュー
ム感が出ない。商品のとりやす
さも考慮して、こぶし大のス
ペースを確保する。
＊土台や陳列に外箱の段ボール
を活用。見えないところは段
ボールで、ボリュームアップを
行うことも可能である。

1

演出効果による購買喚起を促進

陳列や魅力的な演出によって購買意欲を高め、買上点数の向上や売上アップを図る売場となる。

2

アイキャッチャーとしての集視ポイント

ボリューム感によって、お客さまの目を引き、大陳売場に引き寄せるとともに、定番売場への誘導を促進する「マグネット効果」を発揮する。

● 商品が選びやすく、手に取りやすい工夫をする
● テーマを明確にし、季節感や地域特色を盛り込んだ魅力的な演出をする。
● 顧客導線のなかで、最も目立つ位置で大量陳列をする。
● オリジナルPOPなど工夫を凝らしたツールで、商品特徴などを訴求する。
● 来店客が足を止めるように、売場全体の陳列ボリューム感を高める。

3

〔＊〕「52週MD」とは、1年を52週に分け、過去の売上実績、マーケットニーズやトレンドに基づき、週ごとの店頭での品揃え設計
　　や独自の販促企画を実施する施策。常に、お店の担当者から情報収集をして、店舗企画にそくした大陳展開を提案しよう！

需要喚起や購買喚起を促進する売場として、手に取りやすく、商品が崩れないように陳列する。

グッドタイミングな
商品訴求

手づくりPOPなど
オリジナルティを重視

売場展開時期に合わせて、最
適な商品を前面に押し出す。
季節や 52 週 MD とリンクし
ていることが売上げアップのポ
インである。

生活提案や情報提供な
ど、お客さまに密着した
親しみやすいお店のメッ
セージとして伝えること
で、ロイヤリティの醸成
も行う。

催事コーナーの活用 エンドの活用 壁面の活用 太い柱の活用

＊画像はイメージです。

陳列台の活用

前面

突出し型

ラウンド型

ひな壇型

島陳列

タワー型

張り出し型

島陳列

ピラミッド型

企業名・店舗名

陳 列 期 間

陳 列 場 所

陳列商品ケース数

大陳DATA

売場
展開
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大陳事例集は「コンテストの成功事例を社
内で共有したい」というご要望にお応えす
る事例紹介のツールです。PDF形式での
ご提供のため、社内での共有が可能です。
※ページ数によって金額が異なります。詳
細は弊社営業担当者までお問い合わせく
ださい。

店頭販促情報サイト「ディスプレイコンテストオンライン」では、コ
ンテストの募集、結果のほか、受賞店の声、販促のヒントなど、
店頭販促に関わるあらゆる情報を網羅。実施中のコンテストがわ
かりやすく簡単に探せるほか、販促や陳列に参考
となるさまざまな情報を得ることができる、販促担
当者必読のサイトです。

コンテストの告知案内を、弊社が雑誌掲載前に直接小売業のキーマンにご
案内するサービスです。いち早く、的確に情報をお届けすることが可能です。

大陳事例集

バイヤー情報便

7

ご案内企業一覧（一部抜粋） （２０２０年９月現在）
企業名本部所在地 業態 本部所在地

㈱道北アークス SM 北海道旭川市
青森県民生活協同組合 SM 青森県青森市
㈱ウジエスーパー SM 宮城県登米市
㈱ヒーロー SM 茨城県牛久市
㈱サンベルクス SM 東京都足立区
㈱東急ストア SM 東京都目黒区
㈱スーパーアルプス SM 東京都昭島市
㈱エコス SM 東京都八王子市
㈱ホームセンターみつわ HC 福井県福井市
㈱フィールコーポレーション SM 愛知県名古屋市
㈱ぎゅーとら SM 三重県伊勢市
㈱光洋 SM 大阪府大阪市
㈱Aコープ西日本　 SM 広島県広島市
㈱セブンスター SM 愛媛県松山市 ［受賞店の声］［募集告知］ ［結果発表］ ［販促のヒント］

www.taichin.jp

2019/10/21 1/31

1/6 2/14

2019/12/1 2/29

1/20 3/1

1/15 3/31

2/3 2/29

3/9 3/31

2/1 3/31

3/1 4/30

2/15 4/30

3/16 5/31

3/2 3/31

3/30 5/10

4/7 5/10

3/23 5/31

3/16 5/31

4/6 4/30

4/1 5/31

4/13 5/31

4/1 5/31

5/1 7/31

5/12 7/31

4/1 6/30

4/16 6/26

4/15 7/15

5/1 8/31

5/19 7/31

7/1 8/31

7/13 9/18

7/20 8/23

8/1 9/30

8/1 10/31

8/1 9/30

8/1 9/30

8/24 11/1

8/20 10/20

10/1 11/30

9/28 10/18

9/1 10/31

10/1 11/30

9/15 11/30

9/7 11/13

9/19 10/31

10/1 11/30

10/1 10/31

9/29 11/30

10/1 11/30

10/1 11/30

11/1 11/30

10/1 12/31

10/15 12/6

11/1 12/31

6/23 7/24

5/1 7/31

5/11 7/31

6/1 6/30



広告展開例 ダイヤモンド・チェーンストアでは、各カテゴリーの商談期に合わせた商品広告はもとより、売場成功事例の水平展開を目
的としたタイアップ広告など、さまざまなタイプの広告掲載案を随時ご提案させていただいております。以下に一例を 
あげておりますので、ぜひご参照ください。

MD特集・MDスペシャル カテゴリーフォーカス
社会トレンドや消費トレンドをはじめ、催事や食シーンなど
カテゴリーを横断したテーマを特集する企画です。

季節性・トレンドに合わせてカテゴリー別のMD特集を
展開しています。

ご希望のテーマ・内容に合わせたタイアップ記事広告の制作も承ります。タイアップ

パワーカテゴリー（1月15日号、6月15日号）
全国のPOSデータに基づき、各カテゴリー上位のランキングを掲載。本企画は年2回の棚替え期に先駆けて掲載しているため、全国の各チェーンには
商品仕入れ、棚割りシミュレーション、販促プラン作成の参考データとして有効活用いただいている企画です。

オリゴ糖／マヨネーズ／つゆ／中華調味料／チーズ／ルウカレー／お茶漬けの素／冷凍麵／インスタントカップ麺／食パン／
キムチ／特殊卵／グミ／ガム／ヨーグルト／チルドカップ飲料／チルド乳飲料／ミネラルウオーター／牛乳／ドリンク剤／他食品

ビール／発泡酒／新ジャンルアルコール飲料／ノンアルコールビールテイスト飲料／ RTD ／ワイン（果実酒）／ウイスキー／日本酒／他酒類
ティシュペーパー／軽度失禁用品・用具／トイレ用芳香剤／室内用芳香剤／防虫剤／除湿剤／
ラッピングフィルム／ローソク／家庭用手袋／園芸用殺虫剤／キャットフード／電球／他雑貨
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売 場 活 性 化 の た め の

マ ー ケ ッ ト ト レ ン ド 人口が少ない日本でも健康志向の高まり
から、植物性食品中心の食生活に興味
を持つ生活者が増えている。
とくにたんぱく質摂取へのニーズが高ま
っている現在は、たんぱく源を動物性から
植物性へ置き換える動きも出てきた。大豆
製品や豆乳、フェイクミートなどはその代表
例といえるだろう。なかでも豆乳ヨーグルト
および大豆ヨーグルトは食べやすく、普段
の食生活に取り入れやすいことから、今後
も需要の拡大が予想される。

豆乳ヨーグルトおよび大豆ヨーグルト
の需要拡大に伴い、各社の商品開発も
加速している。
フジッコでは20年3月、「フジッコ 大豆

朝食やデザート以外の
食べ方提案でトライアル促進

2019年４月から20年3月の豆乳ヨーグ
ルトおよび大豆ヨーグルトカテゴリーの期
間通算金額PIは前年同期比11.9％増の
297.55円と大幅な伸長となった【図表】。ヨ
ーグルト類は日常的に摂取するため、月別
の売上にそれほど大きな差は出ていない
が、11月以降は金額PIが300円台まで上
昇しており、ファミリーユースの大容量品や
まとめ買いが増加していると推察される。

欧米ではベジタリアンの増加に加え
て、安全や環境への配慮から牛乳等の
動物性食品の摂取を減らしたいという意
向が強く、植物性ミルクを使用したヨーグ
ルトが定着。欧米と比べるとベジタリアン

で作ったヨーグルト」を発売。同品は数々
の大豆製品開発および「カスピ海ヨーグ
ルト」で培った乳酸菌発酵技術の知見を
基に6年かけ開発された。大豆を丸ごと使
うことにこだわり、豆乳では取り除かれてしま
うおから部分の栄養もそのまま含まれてい
るため、食物繊維や葉酸も豊富だ。
ポッカサッポロフード＆ビバレッジの

「SOYBIO豆乳ヨーグルト」ブランドは商
品をリニューアルし、「プレーン無糖400g
カップ」はパッケージデザインの刷新、ドリ
ンクタイプの「ストロー付きカップ」は、パッ
ケージ変更のほか中味のリニューアルを
行った。また、血清コレステロールを低下
させる働きを持つ大豆たんぱく質を含ん
だ特定保健用食品「豆乳で作ったヨー
グルト」ブランドも好調に推移。新工場で
は豆乳ヨーグルトの製造ラインを新設し、
生産体制を強化している。
マルサンアイが10年4月に発売した「豆

乳グルト」は植物由来の乳酸菌「TUA 
4408L」で発酵させた豆乳ヨーグルトのロ
ングセラー。18年10月には、国産大豆の
豆乳を使用したよりリッチな味わいの「国
産大豆の豆乳使用 豆乳グルト」も発売
し好評を得ている。

大豆を中心とした植物由来の食品を
意識する機会が増える中、生活者の豆乳
ヨーグルト・大豆ヨーグルトに対する関心
は高まっている。同カテゴリーは既存のヨ
ーグルト同様、朝食やデザートでの提案
が主だが、ドレッシングとしてサラダにかけ
たり、料理の隠し味やしょうゆを垂らして豆
腐感覚で楽しむなど、さまざまな楽しみ方
がある。売場でもさまざまな食べ方提案で
生活者に気づきを与え、トライアルの促進
につなげたいところだ。

ヨーグルトブームに続く新たな洋日配売場の定番として、売場でも存在感を高めている豆
乳ヨーグルトおよび大豆ヨーグルト。健康志向の高まりから興味を持つ生活者も多く、ファミ
リー用の大容量やドリンクタイプ、大豆にこだわった商品など、各社の商品開発も加速して
いる。 文＝石山真紀（ライター）

各社の商品開発も加速
食べ方提案でさらなる需要拡大へ

豆乳ヨーグルト・大豆ヨーグルト

大豆製品への注目度高く
前年同期比2ケタ増で推移

集計期間：2019年４月～2020年３月　地域：全国　チャネル：食品スーパー　出典：KSP-POS（食品SM）に基づき弊社にて集計
豆乳ヨーグルト・大豆ヨーグルトカテゴリーの金額PI月別推移
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1月12月11月10月9月8月7月6月5月2019年

4月
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注 目
メーカーマーケティング

という思いから商品開発に着手。豆乳で
つくったヨーグルトはすでに市場に存在し
たが、豆乳は製造過程で食物繊維など
の栄養素が取り除かれてしまうため、同社
では大豆をまるごと使うことにこだわった。
とくに難しかったのは乳酸菌と大豆の組
み合わせ。膨大な数の組み合わせの中か
ら、味や口当たり、発酵温度や発酵時間
の研究を重ねた。また、大豆本来のおいし
さと栄養を最大限生かすために、大豆をま
るごとなめらかに加工する独自製法を採用

フジッコでは、大豆製品に加え、「カス
ピ海ヨーグルト」で培った乳酸菌発酵技
術をかけ合わせることで生まれた「フジッコ 
大豆で作ったヨーグルト」を今年3月に新
発売。大豆の健康効果や乳酸菌発酵技
術などの研究を長年行ってきた同社で
は、和と洋の最強の伝統食である大豆とヨ
ーグルトをかけ合わせた食品をつくりたい、

6年かけて開発した
大豆をまるごと使ったヨーグルト

長年、大豆の健康効果や乳酸菌発酵技術の研究を続けてきたフジッコでは、健康効果が
期待できる大豆とヨーグルトを組み合わせた大豆素材のヨーグルトをこの春に新発売。大
豆本来のおいしさと栄養を生かした植物性ヨーグルトで、新たな価値を提供していく。

フジッコ
まるごと大豆の栄養とおいしさ

乳酸菌のチカラを詰め込んだ大豆ヨーグルト

カテゴリーフォーカス▶豆乳ヨーグルト
し自然な風味と、とろ～りとした食感を実現
した。豆乳では取り除かれてしまう「おか
ら」部分の栄養もそのまま含まれているた
め、食物繊維や葉酸も豊富だ。

欧米と比べるとベジタリアンやヴィーガ
ン人口が少ない日本だが、健康志向の高
まりにより、植物性食品に注目が集まってお
り、たんぱく質が豊富な大豆製品は積極
的に摂りたい素材といえる。そのため、新製
品に対する流通からの反応も上々で、順
調な滑り出しとなっている。

ヨーグルトといえば朝食のイメージが強
いが、「大豆で作ったヨーグルト」は大豆
の自然な風味をいかしているため、和食に
もよく合う。そのため、定番のはちみつやジ
ャムだけでなく、きな粉や黒みつなどを加え
て和のスイーツや、醤油やおろししょうが、
わさびなどの和の調味料や薬味との組み
合わせも抜群だ。

同社ではこうしたレシピ提案をブランド
サイトのほか、レシピブックを店頭で配布し
ている。健康のために毎日発酵性大豆食
品を摂ることは大切だが、納豆だけでは難
しく、味噌や醤油では少量ずつしか摂るこ
とができない。その点「大豆で作ったヨーグ
ルト」なら、アレンジが簡単で、毎日無理な
く食卓に取り入れることが可能だ。納豆に
続く第2の発酵性大豆食品として「大豆で
作ったヨーグルト」の定着を図っていく。

今後は早期に商品認知を図っていくた
め、プレミアムキャンペーンや動画レシピ
サイトとのコラボ企画、SNSを活用した情
報発信などを実施。また、6月以降に商品
に黒みつを添付したサンプリング企画な
どを予定している。メディアを通して露出を
増やして、トライアルを獲得していく。
また、ブランドサイトと店頭販促物ではオ

リジナルキャラクターをつくり、大豆と乳酸菌
の相性のよさをわかりやすく説明している。

今後さらなる拡大が予想される植物性
食品市場。同社では大豆ヨーグルトという
新たなカテゴリーの確立をめざしている。

納豆に続く第2の発酵性大豆食品
毎日の食卓に取り入れるレシピを提案

とり～りまろやかで酸味
控えめの「フジッコ 大
豆で作ったヨーグルト 
400g」

⬆「ダイとヨー子」というオリ
ジナルキャラクターで大豆
と乳酸菌の相性を訴求。
POPなどを用意している

⬅「大豆で作ったヨーグルト」と
相性がよい和素材の“黒みつ”
をかけて和スイーツに！

⬅レシピブックで「大豆で
作ったヨーグルト」の食べ
方を「おろし生姜＆醤油」や

「きな粉＆はちみつ」などの
簡単アレンジを伝えている

食
品

酒
類

雑
貨
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カテゴリー内 売上シェア トップ20
2019年10月~2020年3月

順位 商品名 メーカー名 売上シェア（%）
1 コニシ アロンアルフア EXTRA速効多用途スリム 東亞合成 22.96

2 コニシ アロンアルフア 一般用スリム 東亞合成 15.04

3 コニシ アロンアルフア ゼリー状スリム 東亞合成 13.99

4 コニシ ボンド木工用 パック 50g コニシ 3.85

5 コニシ 裁ほう上手スティック#05748 コニシ 3.51

6 コニシ アロンアルフア ハイスピードEXスリム 東亞合成 3.49

7 コニシ ボンド木工用 速乾 パック 50g コニシ 2.88

8 コニシ アロンアルフア EXTRAゼリー状スリム 東亞合成 2.07

9 コニシ 裁ほう上手 コニシ 1.79

10 コニシ ボンドプレミアムソフト 10ml コニシ 1.73

11 コニシ アロンアルフア 一般用 東亞合成 1.70

12 セメダイン 木工用速乾 50ml セメダイン 1.30

13 コニシ ボンド木工用文具 50g コニシ 1.27

14 コニシ ボンド裁ほう上手45g #05371 コニシ 0.97

15 セメダイン 瞬間接着剤3000ゼリー CA-076 セメダイン 0.83

16 コニシ ボンド木工用速乾文具 50g コニシ 0.73

17 コニシ アロンアルフア EXTRA速効多用途 東亞合成 0.69

18 アサヒ ワンタッチのり 150g アサヒペン 0.68

19 コニシ ボンドウルトラSU プレミアクリア コニシ 0.66

20 3M 強力瞬間接着剤 7004S スリーエムジャパン 0.66

ロングセラーの「アロンアルフア」
上位3品でシェア5割以上

接着剤
売 上の 構 造

物の修理に欠かせない接着剤。家庭
でよく使われるのは木工用、ゴム用、瞬
間接着剤、布用、万能タイプなど。食品
スーパーではスペースが限られているた
め、専門的な接着剤は必要なく、この5種
類を品揃えしておけば、家庭での急な
補修などに対応できそうだ。
2019年度下期の接着剤の期間通算

の金額PIは、56円で対前年同期比2.6
％増、数量PIは0.21で同5％増と堅調に
推移した。月別金額PIでは10月が前年
割れとなったが、それ以外の月はすべて
前年を上回った。季節的な要因はほとん
どないが、カテゴリートップの東亞合成が

12月～4月まで「アロンアルフア」を対象
にしたクローズドキャンペーンを行ったこ
となども、需要増につながったのかもしれ
ない。

直 近 の 販 売トレンド
接着剤は順位が大きく変動するカテ

ゴリーではなく、売れ筋がほぼ固定化さ
れている。19年度下期も東亞合成の「ア
ロンアルフア」ブランドがトップに君臨し、
他を圧倒している。とくに1位の〈EXTRA
速効多用途スリム〉は22.96％のシェアで、
〈一般用スリム〉、〈ゼリー状スリム〉の3ア
イテムでシェア5割を超えるビッグブラン
ドだ。信頼のロングセラーブランドとして
長年多くの人から支持されている。

対前年・月別推移（下半期）

4位と5位にはコニシの「ボンド木工用」
「裁ほう上手スティック」、7位に「ボンド
木工用速乾」が続く。そのほか、セメダイ
ンの「木工用速乾」、アサヒペンの「ワン
タッチのり」などがランクインした。

成 長 の た め の 視 点
物を修理したり、工作することが少な

く、子供や若年層は接着剤に触れる機
会が減っている。そこで東亞合成では、
将来の需要拡大をめざして、若年層に
向けた啓発活動を行っている。とくに人
気なのが、恋愛や友情をテーマにした「く
っつけ青春プロジェクト」で、2019年は
「アロンアルフアイター」を新しく公開し
た。そのほか、裏技的な接着剤の使い方
や正しい商品の選び方など、役立つ情
報をWEBで紹介している。修理すること
は物を大切にすることでもあるため、同社
では継続して啓発活動に力を入れてい
く考えだ。
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金額PI 

数量PI 

ロイヤルティの高い
「メルシャンおいしい酸化防止剤無添加ワイン」が14年連続売上№1※を獲得
「メルシャンおいしい酸化防止剤無添加ワイン」が、無添加ワインカテゴリーにおいて14年連続売上№1※を獲得。デイリーワインとし
て盤石な基盤を確立している。また、プレミアムワインの「厳選素材」やりんご果汁100％使用した「シードル」も販売好調で、夏に向
けて需要拡大を図る取り組みを行っていく予定だ。

プチ・プレミアムな時間が
楽しめる
「おうちプレミアム」を提案

ぶどうそのままのおいしさや豊
富なバリエーション、毎日の食事
に合う味わいが支持されている
「メルシャンおいしい酸化防止
剤無添加ワイン」は、無添加カ
テゴリーにおいて14年連続№
1※を獲得。とくに家飲み需要が
増加した1～4月は前年を上回
って推移している。いつも飲んで
いる安心のブランドとしてロイヤ
ルユーザー化が進んでいるよう
だ。店頭やWEBで「ロングセラ
ーで支持されるおいしさ」の情
報を発信していく。
一方、品質や本格的な味わ
いニーズに応えた「同　厳選
素材プレミアム」は、18年夏のリ
ニューアル以降、2ケタ増で推
移。厳選ぶどうのコクのある味わ

いが支持され、トライアル・リピート
ともに継続的に伸長している。日
常のちょっとした贅沢を取り入れ
たい、というユーザーニーズにマ
ッチしたようだ。
秋に向けては、好調なプレミ

アムワイン群の販売をさらに後
押しするため、日本一のグルメ
ブロガーと呼ばれているフォーリ
ンデブはっしーさんとコラボレー
ションして、いつもの総菜やお肉
をアレンジしたレシピとプレミア
ムシリーズのワインで、プチ・プレ
ミアムな時間が楽しめる「おうち
プレミアム」企画を実施する予
定だ。簡単で、ワインがすすむエ
ンタメレシピ3品を、はっしーさん
公式インスタグラムなどのSNS
や同社のSNSを活用して話題
化し、購買を促進する。

グレープフルーツシードルは
好調なりんごと同水準で推移

19年3月に発売した「おいし
い酸化防止剤無添加ワイン　
シードル」が好調だ。19年は当
初目標の2倍の上方修正目標8
万ケースを上回る9.9万ケース
を達成し、20年1～3月は対前
年比188％、年間目標14万ケー
スの約3割を達成した。日常の
食事に合わせやすく、RTDより
おしゃれでワインほど敷居が高く
ないため気軽に楽しめる。食事
中はもちろん、食後やスイーツと
楽しむ人も多く、日常的に飲用さ
れ、同社のねらいどおり、若年層
や普段ワインを飲まない層の獲
得に成功している。
シードルの好調を受け、今年
2月末に「おいしい酸化防止剤
無添加ワイン　グレープフルー
ツシードル（りんご果汁不使
用）」を新発売。グレープフルー
ツ果汁を100％使用してつくった
スパークリングワインで、グレー

注目メーカー P i c k U p▶メルシャン

プフルーツ本来の自然な果実
感とすっきりした後味、微発泡の
爽快感が特長だ。同商品の週
販はりんごと同水準で好調に推
移している。
ワイン需要が低下する夏に
向けて「キリッと冷やして楽しも
う」をテーマに店頭を中心に訴
求し、飲用を喚起する。また、飲
みやすく、買いやすく、使いやす
い、気軽に多様なシーンで楽し
める新しいワインカテゴリー「カ
ジュアルスパークリング」を提
案。シードル2品に加え、心地よ
い発泡感と買いやすい価格帯の
「ビストロ　スパークリング」、ま
ろやかな口当たりと華やかなホ
ップが香る「メーカーズレシピ　
スパークリング　ウィズ　ホッ
プ」（6月2日発売）のラインアッ
プで仕掛けて、スパークリングワ
インの日常化を促進していく考
えだ。

※ 「メルシャンおいしい酸化防止剤無添加ワイン」は、無添加カテゴリー国内ワイン売上シェアNo.1ブランド。2006年4月～2020年3月実績。流通専門誌「ダイヤモンド・チェーンストア」調べ。出店：KSP-POS

⬅総菜やお肉をアレンジしたレ
シピとプレミアムシリーズのワイ
ンでプチ・プレミアムな時間が楽
しめることを訴求した「おうちプ
レミアム」

➡ぶどうの品質にこだわ
った本格的な味わいの

「メルシャンおいしい酸
化防止剤無添加ワイン　
厳選素材プレミアム」。日
常のちょっとした贅沢を楽
しめるワインとして提供

⬅「メルシャンおい
しい酸化防止剤無
添加ワイン」は、さま
ざまな嗜好ニーズ
に合うバラエティー
が好まれている

➡果汁100％使用で、飲
みやすい「メルシャンおい
しい酸化防止剤無添加
ワイン　シードル」と「同　
グレープフルーツシードル

（りんご果汁不使用）」。
若年層やワインエントリ
ー層を獲得

➡店頭のPOPなどを中心にロ
ングセラーで支持されるおいし
さを訴求
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カテゴリー内 売上シェア トップ20
2019年10月~2020年3月

順位 商品名 メーカー名 売上シェア（%）
1 サンタ・ヘレナ・アルパカ・カベルネ・メルロー 赤 750ml アサヒビール 1.71

2 おいしい酸化防止剤無添加赤ワイン ふくよか赤 ペットボトル 1.5L メルシャン 1.19

3 プリンス デ バオ 赤 750ml シジシージャパン 1.18

4 酸化防止剤無添加のおいしいワイン。濃い赤 1.8L サントリー 1.12

5 サンタ・ヘレナ・アルパカ・シャルドネ・セミヨン 白 750ml アサヒビール 1.04

6 おいしい酸化防止剤無添加赤ワイン ふくよか赤 ペットボトル 720ml メルシャン 0.84

7 コンチャ・イ・トロ フロンテラ カベルネ・ソーヴィニヨン 750ml メルシャン 0.80

8 酸化防止剤無添加のおいしいワイン。赤 1.8L サントリー 0.80

9 サンタ・ヘレナ・アルパカ・カルメネール 赤 750ml アサヒビール 0.75

10 フレシネ コルドン ネグロ 750ml サントリー 0.70

11 おいしい酸化防止剤無添加赤ワイン ペットボトル 1.5L メルシャン 0.62

12 ハウメ セラ ブリュット 白 750ml スペイン 0.57

13 おいしい酸化防止剤無添加赤ワイン ペットボトル 720ml メルシャン 0.57

14 コンチャ・イ・トロ フロンテラ シャルドネ 750ml メルシャン 0.54

15 おいしい酸化防止剤無添加白ワイン ペットボトル 720ml メルシャン 0.53

16 ポリフェノールでおいしさアップの濃い赤ワイン 1.8L サッポロビール 0.53

17 セグラヴェーダス ブリュット レゼルバ 750ml スペイン 0.51

18 信州コンコード 無添加ワイン 720ml アルプス 0.50

19 サンタ バイ サンタ カロリーナ カルメネール プティ・ヴェルド 750ml サントリー 0.48

20 サントリー無添加のおいしいワイン。濃い赤 720ml サントリー 0.45

金額PIは2月まで前年割れが続くが
3月から需要は回復基調

ワイン（果実酒）
売 上の 構 造

種類の豊富さや価格面での選びやす
さ、バラエティーに富んだ生産国や産地
の選択の楽しさなどにより、順調に消費を
拡大してきたワイン市場だが、2019年度
下期はやや足踏み状態にある。ワインの
期間通算の金額PIは、7341円で対前
年同期比5.06％減、数量PIは10.95で3.1
％減。ワインの最需要期の12月は同4％
減で、月別金額PIは2月まで前年割れと
なった。
これまでワイン市場を牽引してきた500

円前後の低価格帯のチリワインが厳し
い状況にあるのが一因といえそう。また19
年2月に日欧EPA（経済連携協定）が
発効され、ワインの関税が撤廃されて
EU産ワインの特売を行う小売店も目立
ったが、ワイン全体の活性化にはつなが

っていないようだ。
3月の金額PIは同0.5％増と微増。新

型コロナウイルス感染拡大により外出自
粛が長引き、家庭で楽しむ人が増えたこ
とでワイン消費が上向き始めていることが
予想される。

直 近 の 販 売トレンド
19年度下期のワインの販売ランキン

グでは、1位にアサヒビールの「サンタ・ヘ
レナ・アルパカ・カベルネ・メルロー 赤」
が入ったが、2位との差は僅差となってい
る。同ブランドは5位と9位にもランクインし
た。そのほかチリワインはメルシャンの「コ
ンチャ・イ・トロ フロンテラ」が2アイテム入
った。

2位はメルシャンの「おいしい酸化防
止剤無添加赤ワイン」〈ふくよか赤〉で、

〈赤〉〈白〉合わせて5アイテムがランクイ

対前年・月別推移（下半期）

ン。同ブランドはロイヤルユーザー化が
進行しているため、1.5Lのペットボトルの
ほうが上位になっている。スタンダード同
様に、ぶどう原料や発酵条件などにこだ
わったプレミアムタイプの「厳選素材」
は、18年のリニューアル以降、好調に推
移している。

成 長 の た め の 視 点
華やかなスパークリングワインはクリス

マスなどの冬のイメージがあるが、炭酸
を含んだすっきりした味わいは夏にもぴっ
たりだ。メルシャンでは発売から好調に
推移している「おいしい酸化防止剤無
添加ワイン シードル」を含めた3ブランド
で「カジュアルスパークリング」を提案。
飲みやすく、買いやすく、使いやすいスパ
ークリングを気軽にさまざまなシーンで楽
しんでもらうのが目的。若年層やエントリ
ーユーザーに最適で、ワイン市場の活
性化につながりそうだ。
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カテゴリー内 売上シェア トップ20
2019年10月~2020年3月

順位 商品名 メーカー名 売上シェア（%）
1 ミツカン 味ぽん 360ml Mizkan 11.28

2 ミツカン 味ぽん 600ml Mizkan 10.36

3 ミツカン カンタン酢 500ml Mizkan 9.30

4 ミツカン かおりの蔵 丸搾りゆず 360ml Mizkan 4.91

5 ミツカン 味ぽんMILD 360ml Mizkan 3.19

6 ミツカン カンタン酢 1L Mizkan 3.12

7 創味 だしのきいたまろやかなお酢 500ml 創味食品 3.04

8 ミツカン すし酢昆布だし入り 360ml Mizkan 2.71

9 旭食品 旭ポンズ 瓶 360ml 旭食品 2.62

10 ヤマサ 昆布ぽん酢 360ml ヤマサ醤油 2.36

11 ミツカン ゆずぽん 360ml Mizkan 2.31

12 徳島産業 たっぷりたまねぎポン酢 400ml 徳島産業 2.19

13 ミツカン 味ぽん 1L Mizkan 2.09

14 馬路村 ゆずの村 ぽん酢しょうゆ 瓶 360ml 馬路村農業協同組合 1.93

15 ミツカン やさしいお酢 360ml Mizkan 1.90

16 馬路村 ゆずの村 ぽん酢しょうゆ 瓶 500ml 馬路村農業協同組合 1.73

17 ミツカン すし酢 360ml Mizkan 1.64

18 ミツカン ごまぽん 350ml Mizkan 1.54

19 ミツカン カンタン黒酢 500ml Mizkan 1.52

20 タマノ井酢 すしのこ 75g タマノイ酢 1.14

万能調味料として家庭に定着
継続的なレシピ提案でさらなる拡大に期待

合わせ酢（和風）
売 上の 構 造

酢に各種調味料を配合した合わせ
酢。酢の物や酢飯のイメージがあるが、
時短のおかずづくりに便利で、使いやす
さから家庭に定着しつつある。メーカー
各社では、実際につくりたくなるレシピを
開発し、情報発信することで、継続使用
につながっている。

2019年度下期の期間通算の金額PI
は、3492円で対前年同期比0.7％増、数
量PIは14で前年並みの着地となった。
月別金額PIは10月から1月までは前年割
れが続いていたが、2月は同2.4％増、3月
は8.2％増と好調に推移。これは新型コロ
ナウイルス感染拡大により、外出自粛で
内食化が進行したことが需要拡大の理

由だ。

直 近 の 販 売トレンド
合わせ酢は、酢のトップメーカーであ

るMizkanがリードするカテゴリー。1位と2
位にはロングセラーブランドの「味ぽん」
が入り、2商品で21.64％のシェアを獲得
した。「味ぽん」を使ったレシピをテレビ
CMやWEBで訴求し、使用量アップを
図っている。3位には他の調味料なしで
簡単に味付けができる「カンタン酢」、4
位には果汁にこだわった「かおりの蔵 丸
搾りゆず」が続く。

7位には、創味食品の「だしのきいたま
ろやかなお酢」が入った。前回の11位か
ら7位までランキングを上げている。国産
りんご酢をベースに焼津産花かつおと

対前年・月別推移（下半期）

利尻昆布の一番だし、柚子果汁などを
使用した合わせ酢で、酢の物やピクル
ス、照り焼き、カルパッチョなど、さまざまな
料理に活用できる。明石家さんまさんを
起用したテレビCMで「簡単といえば、こ
の一本」をテーマに訴求している。
そのほか、旭食品の「旭ポンズ」、ヤマ
サ醤油の「ヤマサ昆布ぽん酢」などが入
った。

成 長 の た め の 視 点
基礎調味料が縮小傾向のなか、ヘ

ルシーなイメージの高い食酢のなかでも
手軽に使える調味料として、伸長を続け
ている合わせ酢。万能調味料として定着
しているとはいえ、使い方がマンネリ化す
る可能性もあるため、継続してレシピ提
案を発信していく必要がある。内食化が
進行しているいまだからこそ、あらためて
便利に使える合わせ酢を訴求していくこ
とが大切だ。
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パンフレット同封
商品・サービス紹介のパンフレットやセミナーチラシなどを雑誌に同封
し定期購読者に送ります。

トップ（エグゼクティブ）インタビュー
主要企業、協会のトップ（エグゼクティブ）を取材。企業のビジョンから商
品戦略まで、幅広い内容を誌面上で紹介します。
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「ごはんですよ!」や「味付メンマ」、食べる調味料シリーズなどで知られる桃屋（東京都）は、
2020年、創業100周年を迎える。同社では本物のおいしさを追求する「良品質主義」と、メディアを積極的に活用した

「広告宣伝主義」を武器に食品業界をリードしてきた。
同社の小出雄二社長に次の100年を見据えた桃屋の成長戦略を聞いた。

聞き手＝千田直哉（本誌）　構成＝石山真紀（ライター）

「ご飯のお供」から
「料理のお供」へ
──2019年を振り返り、食品業界を取り巻
く環境をどのように分析されていますか?
小出 19年は消費税増税および軽減税
率の導入、それに伴うキャッシュレス決済
のポイント還元など、環境変化に富んだ1
年でした。当社の数字をみると増税直後
の10、11月は少し落ち込んだものの12月
以降は回復基調にあります。ただしポイン
ト還元が終了する20年6月以降は消費動
向もまた変化すると思いますので、引き続き
注視していきます。
──今年創業100年を迎える御社は、多
くのロングセラーブランドを有しています。
小出 当社は漬物類および壜・缶詰のメ
ーカーとして1920年に創業し、「花らっきょ
う」をはじめ、「味付メンマ」や「味付榨菜
（ザーサイ）」、「ごはんですよ!」といった商
品を世に送り出してきました。
おかげさまで桃屋の壜詰ブランドは多く

の方に認知されています。しかし、当社の
商品は定番棚のゴンドラのみで展開され
ることが多く、よく購入されている方でも半年
に1度、世帯購入率は1割程度と決して高

くありません。しかも定番棚はその商品がど
うしてもほしいという方しか立ち寄らないた
め、半年に1度の購入頻度では買物時に
後回しになりがちで、忘れられてしまうことも
多いのです。

私が社長に就任した際、妻と一緒に食
品スーパー（SM）の店頭に立ち、桃屋の
壜詰を売ったことがあります。その時に感じ
たのは、桃屋というメーカー名は知っていて
も、どんな商品がありどんな食べ方をすれ
ばいいのかを、お客さまが思った以上に知
らないということでした。

商品価値を伝えるには、テレビCMや
新聞・雑誌等のメディアを活用した情報
発信も大切ですが、最も重要なのは店頭
での露出です。とくに壜詰商品はほかのド
ライ商品と比べてパッケージも小さいため、
ただ置いておくだけではあまり目立ちませ
ん。主通路沿いのエンドなどで大量陳列
し、お客さまの目に留まることが、購入への
第一歩なのです。
また、当社の壜詰商品は長年「ご飯の
お供」として多くのお客さまに愛されてきまし
たが、食の多様化に伴い、多くのメーカー
が「ご飯のお供」となる加工品、日配品を
発売しています。「ご飯のお供」という位置
づけだけでは喫食回数も限られますので、
別のアプローチが必要となるでしょう。その
ため、当社ではさまざまな料理にも使える

「料理の具材・調味料」という新機軸を打
ち出し、ウェブサイトでは瓶詰商品を使っ
た誰でも作れる「かんたんレシピ」を300種

店頭は最大の
価値訴求の場!
伝統と革新を武器に
次の100年へ

類以上紹介しています。

誰にもマネできない商品で
マーケットを切り開く
──桃屋の19年9月期売上高は前年比
100.7%、営業利益は同102.4%、経常利
益は同106.3%と、6期連続で増収増益を
重ねてきました。強さの秘訣はどこにある
でしょうか。
小出 当社は「良品質主義」「広告宣伝
主義」を企業理念に掲げ、常に他社がマ
ネのできない高品質な商品づくりと、商品
価値の伝達に努めてきました。
「良品質主義」とは、とにかく手間ひまを
かけておいしいものをつくるということに尽き
ます。たとえば、「味付榨菜」が発売された
のは日中国交回復前の1968年です。当
社の「榨菜」は風干しにより独特の食感や
旨みを引き出してから塩漬けにした青菜
頭を乳酸発酵させた後、十数種類の香
辛料にまぶし甕の中で約1年間発酵熟成
させます。巷にあるザーサイはコストを重視
した浅漬けのものが多く、味に深みがありま
せん。現在、このような伝統的な製法を取
り入れているのは四川省でもほとんど当社
だけで、大きな差別化につながっています。
──こだわりのものづくりが貴社のブラン
ド価値を高め、数々のロングセラーブラン
ドを醸成したということですね。
小出 他のメーカーは年間に何十種類も
の新商品を発売しますが、当社は年に1～
2品程度です。どこにでもある「ほどほどの

桃屋代表取締役社長

雄二小出 こいでゆうじ
1961年7月24日生まれ。

85年3月慶應義塾大学商学部卒業。
同年4月味の素株式会社入社。2011年4月同社退社、

株式会社桃屋取締役社長付就任。
同年12月同社代表取締役社長就任。
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商品」では伝統はつくれません。おいしさに
こだわり、一つひとつの商品を徹底して磨き
あげることが大切だと考えています。

創業時に発売した「花らっきょう」をはじ
め、「キムチの素」や「五目寿司のたね」、
近年の「きざみしょうが」や「きざみにんに
く」に至るまで、どれも他社にはないこだわり
の商品ばかりです。「良品質主義」にプラ
スして、パイオニアとして新しいマーケット
を切り開いていく、ここに桃屋の価値があり
ます。
──桃屋の広告というと、三木のり平さん
による突き出し広告やアニメCMのイメー
ジが非常に大きいです。
小出 三木のり平さんのCMは、昭和を代
表する風景のひとつです。三木のり平さん
による新聞での突き出し広告が話題となり、
その後テレビ用のアニメーションCMが300
本以上つくられました。これは当社の「広告
宣伝主義」の代表的な例です。
とはいえ、若い方ではこのCMをご存じな

することでお客さまに気づきを与えれば、売
上は何十倍にでも伸びるのです。「桃屋の
商品は定番棚で扱えばいい」と考えてい
るバイヤーは多いのですが、エンド展開す
れば素晴らしい結果を出しています。
──具体的な店頭施策を教えてください。
小出 現在、定期的に「桃屋フェア」を開
催している店舗をロイヤル店と位置付け、
奨励しています。ロイヤル店は現在約170
店舗ありますが、どの店もフェア開催のた
びに売上を伸ばしています。私自身もロイ
ヤル店の店頭に立つことがありますが、壜
詰商品は商品が小さい分、たくさん積むこ
とができ、売場面積に対する売上効率も
高いのです。フェアを実施することで商品
の認知度も高まり、結果的に定番棚の活
性化にもつながります。
──次の100年に向けた成長戦略をお
聞かせください。
小出 第1の施策は世帯購入率の向上で
す。現在の世帯購入率は1割程度ですが、
残り9割の方に向けて商品の価値を伝え、
全世帯の冷蔵庫に桃屋の壜詰がある状態
にしたい。そのためにも、「桃屋フェア」を実
施していただけるロイヤル店をまずは1000
店舗まで増やしていきたいと考えています。
第2の施策は「健康」です。当社は100周
年記念商品として機能性表示食品「いつ
もいきいき」を発売しました（通信販売限
定）。これまでの100年は「おいしさ」で食卓
に貢献してきましたが、次の100年は「健
康」でも貢献していきたいと考えています。
第3の施策が海外マーケットへの挑戦で
す。現在、スペインのレストラン1000店舗
で桃屋の「キムチの素」が使われています。

「キムチの素」は野菜や果物、魚介エキ
スが入っているため、じっくり煮込んだ味わ
いが簡単に出せる旨辛の万能ソースであ
り、和洋中のどんなメニューにもよくなじみま
す。今後は、欧米諸国への販売に注力し
ていきます。

歌舞伎俳優の尾上菊五郎（6代目）さ
んが亡くなる直前、「桃屋の花らっきょうが
食べたい」と言ったそうですが、これが本当
のブランドというもの。代替のきかない桃屋
ならではの商品づくりを次の100年も続けて
いきます。
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桃屋ファンを
増やす
ロイヤル店の
醸成へ
──新しい「広告
宣伝主義」のフィ
ールドは店頭という
ことですね。
小出 そのとおりで
す。壜詰商品を定
番棚のみで展開し
ている現状は、メー
カー・小売業双方
にとって大きな機会
損失といえます。前
述したようにいくらテ
レビCMを入れて
も、店頭の目立つ
位置に商品が並
んでいなければお

客さまが気づくこと
はありません。バイ
ヤーに商品の価値
を理解していただ
き、店頭で山積み

い方も多くおられます。これはバイヤーにつ
いても同様で、年配のバイヤーであれば
CMの話で盛り上がり、商品の価値も理解
してくださるのですが、若いバイヤーにはそ
の価値が伝わっていない。そのため、当社
では小売業向けに商品を知っていただく
ための商品価値勉強会や工場見学等を
精力的に実施しています。
ちなみにこれは社内にもいえることです。
たとえば食べる調味料の草分けである「辛
そうで辛くない少し辛いラー油」のヒット以
降、市場には類似品が多く出回るようにな
りました。その際、営業サイドから「このままで
は前年を割ってしまうので新商品をだして
ほしい」という声が挙がりましたが、私は既
存商品で前年を超えるよう、指示を出しま
した。既存の商品も料理や食べ方提案を
通じて、もう一度輝きを取り戻すことができま
す。現在、営業部は商談の際に必ず「か
んたんレシピ」によるメニュー提案と商品
の価値を伝えるよう話しています。
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バイヤーインタビュー店頭販促
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者の支持につながっていると分析してい
る。
　鍋つゆカテゴリーにも大きな影響を与
え、インテージSRIによると鍋つゆカテゴ
リーの20年3 ～ 5月の推計販売数（対象：
スーパー・CVS）の中で、「プチッと鍋」ブ
ランドは前年比142 .5％、「なべしゃぶ」は
前年比303 .0％と驚異的な伸びを記録。
鍋つゆ調味料は「簡単」「経済的」「健康
感」といった消費者ニーズを捉え、売上拡
大に貢献できる商材として機能している。

新商品「あさりとホタテの旨塩鍋」
～広がる「プチッと鍋」の汎用メニュー～
　あごだしや鯛だしなどの魚介系の鍋つ
ゆは日本人になじみ深く、近年、全国的に
人気が高まっている。そのため、エバラ食

内食需要の高まりを受け
伸長する鍋つゆカテゴリー

　従来の鍋料理は家族や友人が集まった
際の休日メニューのイメージが強かった
が、近年では平日の夕食や具だくさんの
スープがわりとして鍋を楽しむ家庭も増え
てきた。また、少子高齢化により世帯人数
が減少したことで、少人数や個食に対応で
きる鍋商材のニーズが高まってきている。
　昨今の内食需要の高まりにより、鍋市
場が好調だ。エバラ食品では個食鍋つゆ
のパイオニアである「プチッと鍋」、つけだ
れなしで手軽にしゃぶしゃぶが楽しめる

「なべしゃぶ」を中心に売場を展開してい
る。「プチッと鍋」が切り開いた個食鍋の
カテゴリーは、1人用の鍋に限らず、家族
団らんや幅広いシーンで使える汎用性の
高い調味料としてのイメージが定着しつ
つある。
　19年4月から20年3月の市場動向を振り
返ると「プチッと鍋」は基幹アイテムを中心
にトライアル・リピートが共に増加したこと
で前年比108％と伸長した。同社では柱と
なる「プチッと鍋 寄せ鍋」「同 ちゃんこ鍋」
など購買力の高いアイテムが多数存在す
ることでブランド価値の向上、幅広い消費

品では他社との差別化、汎用メニューへ
の広がりを持たせたフレーバー「プチッと
鍋 あさりとホタテの旨塩鍋」を20年秋冬
の新商品として発売した。
　同品は、あさり・ホタテ・カキの3種類
の魚介エキスを使用した、濃厚な旨味が
楽しめる塩ベースの鍋つゆ。ニンニクの
風味が食欲をそそり、シンプルなのに厚み
がある味わいで最後の一滴まで飲み干し
たくなるおいしさを目指した。鍋だけでな
く、ボンゴレスパゲティや中華風の炒め
物、牛乳で割ってクラムチャウダーにする
など、和・洋・中さまざまな料理に使用で
き、あさりの旨味が効いたメニューを手軽
に楽しめる。
　20年下期のプロモーションとしては、鍋
の本格需要期を迎える前から、「プチッと

鍋」が鍋だけでなく、スープ
の味付けにも便利に使える
ことを紹介する。なすやトマ
ト、ベーコンといった冷蔵庫
にある食材に「プチッと鍋」
を合わせれば、手軽にスー
プが完成。スープの味付けを

「プチッと鍋」にすれば、そ
の日の気分やメニューに合
わせて選べ、食の楽しさや

鍋料理シーズン本番に向け
「簡単」「健康」を軸にプロモーションを展開
エバラ食品の下期プロモーションのテーマは「簡単」「健康」。新型コロナウイルスの影響を受け、内食需要が高まる中、「簡
単」「経済的」「健康感」といった生活者のニーズを的確に捉え、「プチッと鍋」「なべしゃぶ」の2大ブランドを軸に、鍋つゆ
カテゴリーの売上拡大に貢献していく。

応する。加えて、辛味のある「担 ご々ま鍋」
や「キムチ鍋」を牛乳で割り、まろやかで食
べやすくする「ミルク鍋」で子どものいる家
庭や辛いものが苦手な人に向けた提案を
行う。テレビCMでは、瀬戸康史さんを起
用し、8月後半～ 9月中旬には、鍋の早仕
掛けとしてのスープ訴求を、鍋の本格需
要期である10月～翌年2月にかけて健康
を意識した鍋を提案する予定だ。店頭で

バリエーションが広がることを訴求する。
　また、人数に合わせて量の調節が可能
である点を訴求するため、「1プチッと1人
前、3プチッと3人前」をキャッチコピーに
プロモーションを展開。ファミリー層を含め
た幅広い顧客の獲得を目指す。
　キャッチコピーの背景には、個食鍋につ
いての認知度が高まったことがある。同社
では、3人家族なら3つ使用するといった、
人数に応じて量の調整が可能である点を
テレビCMや店頭販促物等を活用して提
案していく。
　さらに、免疫力を上げるとされているニ
ラやネギ等の食材に着目し、鍋の本格需
要期には、野菜がしっかり摂取できる「ニラ
どっさり！担々ごま鍋」「ネギどっさり！豚の
キムチ鍋」を提案。健康志向の高まりに対

も青果売場や精肉売場でのクロスMDを
強化し、タッチポイントを増やしていく。
　消費者向けの販促企画については、
昨年に引き続き「肉鍋祭り」キャンペーンを
10月から実施予定だ。「プチッと鍋」をは
じめとした鍋物調味料を対象としたクロー
ズド＆オープンのWキャンペーンとなってお
り、同キャンペーンで売場の活性化とカテ
ゴリーの底上げを図る。

「かんたん、うまい。ただそれだけ。」好調の「なべしゃぶ」

「プチッと鍋」は鍋もの以外にも、パスタやスープ、
炊き込みご飯など様々なメニューに使用できる

　18年秋の発売以来、好調に推移する
「なべしゃぶ」は、つゆにサッとくぐらせるだ
けで食材につゆの旨味が絡み、つけだれが
なくても肉や野菜をおいしく食べることがで
きるしゃぶしゃぶ用の鍋つゆだ。
　ラインアップは本醸造醤油と昆布だしを

あさりとホタテの旨塩鍋

エビの卵炒めボンゴレスパゲティ

ベースにごま油が香る〈柑橘醤油
つゆ〉、だしと香味野菜の旨味を
ベースに、ガーリック油が香る〈牛だ
しつゆ〉、鶏がらだしと本醸造醤油
をベースに、米酢とラー油が香る

〈鶏がら醤油つゆ〉の3品。いずれ
も肉の旨味を引き
立てる味わいで、ご
はんがすすむ「おか
ず鍋」としてだけで
なく、お酒のおつま
みにも最適だ。家
族と楽しむ夕食や、
友 人 との ホ ー ム
パーティーなど、さまざまな
シーンで活躍する。昨今の
コロナの影響により、外食
の機会が少なくなっている
からこそ、外食店で人気の
メニューが家でも簡単に食
べられることが支持され、
販売のチャンスにもつな
がっている。
　発売当初は新商品に敏
感な20～40代がユーザー
の中心だったが、昨年9月
に投下したテレビCMが功

を奏し、客層の幅が一気に広がり、幅広い
世代に受け入れられたという。
　20年下期は、9月から瀬戸康史さんを
起用したテレビCMを投下し、「かんたん、
うまい。ただそれだけ。」をコンセプトにいろ
いろな食材を用意しなくても、ネギやキャ
ベツなど家にある食材で手軽にできること
を訴求する予定だ。デジタル施策として、
cookpadとのタイアップやSNSを活用した
レシピ誘導などを行う。
　また店頭でも精肉売場や青果売場でク
ロスMD展開を行うことでタッチポイントを
増やし、商品認知の拡大を図る考えだ。

「なべしゃぶ」の店頭用販促ツールも準備している

精肉売場や青果売場での関連販売を実施している
寄せ鍋

柑橘醤油つゆ 牛だしつゆ 鶏がら醤油つゆ

キムチ鍋 ちゃんこ鍋 担々ごま鍋

豊 富 な ラ イ ン ア ッ プ を 持 つ 「 プ チ ッ と 鍋 」

ミルクじゃがいもキムチ鍋ニラどっさり！担々ごま鍋

タイアップ記事の
ご活用方法

■ バイヤーとの商談時の資料として活用
■  商談時に伝えきれない商品訴求や売場バックアップ策などを誌面にて訴求し、拡販につなげる
■  商品説明会や展示会のパンフレット資料として活用
■  小売業向けのサービス、ソリューションの認知度向上のために活用
■  売場成功事例を抽出し、水平展開を図るためのツールとして活用

ご掲載
後の反応

掲載後に、パンフレットとして
各営業担当者が商談時に使用し、

商品導入増につながった。

新しい売場提案の水平展開を目的として
誌面で紹介。北海道のチェーンから問い

合わせがあり、その後の商談につながった。

総菜担当のバイヤーから
問い合わせがあり、総菜コーナーの

小袋での採用となった。

新商品ＰＲ記事の掲載後、商談で
伝えきれなかった商品特性が

バイヤーに伝わり、商談の後押しとなった。

タイアップ掲載後、小売のマネジメント
層から問い合わせがあり商談。

新規導入につながった。

商談月に合わせて出稿した結果、
営業できていなかったチェーンからの

引き合いが多数あった。

注目マーケティングトレンドや総菜・冷凍食品などのトレンドを別冊にまとめた企画です。別冊企画
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売 場 活 性 化 の た め の

調査」（2020年4月）結果だ。「クラシル」
ユーザーの行動分析を行ったものだ
が、それによれば今年3月の「おつま
み」検索数は前年比約1.7倍に上昇。
家飲み需要が3月から本格化したこと
がわかる。

さらに興味深いのが、昨年同月は「お
つまみ」というキーワード単体で調べる
ユーザーが8割で、複合検索（複数の
キーワードで検索すること）は2割以下
であったのに対し、今年3月はキーワー
ド単体で調べる人は6割であること。代
わって、4割近くのユーザーが「アボカド 
おつまみ」「クリームチーズ おつまみ」と
いったように複合検索を実施している。
つまり、料飲店のような「より凝ったおつ
まみをつくりたい」「いろいろな種類のお
つまみをつくりたい」という“家飲みの深

時間を気にせず、飲みたいお酒を、食
べたいおつまみとともに楽しむ家飲み
は、幅広い世代で支持されているが、新
型コロナウイルス感染症に伴う外出自粛
の影響で、料飲店で飲んでいた人も家
で飲まざるをえず、家飲み需要はますま
す拡大。酒類をはじめ、家飲みに関連す
る市場は盛り上がりを見せている。

しかしながら、このたびの家飲みは従
来のものとは毛色が少し異なる。これま
では親しい仲間とのコミュニケーションの
場という意味合いもあったが、今回は人
との接触を減らすための家飲みだけに、
一人飲みあるいは家族飲みだ。そのた
め、家飲みの楽しみ方も従来とは異なっ
ている。

それを実証す
るのが、国内最
大級のレシピ動
画サービス「クラ
シル」を運営する
delyが調査した

「新型コロナウイ
ルス感染拡大に
伴う食需要と消
費者行動の実態

掘り化”が進んでいるということだ。お酒
を通じたコミュニケーションの楽しさが
得られないからこそ、一人での楽しみ
方を追求したいと考えるユーザーが増
えていることが推測できる。

こうした家飲み需要に応えて、小売
店では魅力的な売場づくりが進む。とく
に家飲みの深掘り化に適したウイス
キーやワインなどは、この機会だからこ
そ奥深い世界に触れてもらいたいと、
充実した品揃えはもちろんのこと、POP
や販促ツールにもこだわっている（下記
写真①参照）。

また、家飲みに合うおつまみ商品の陳列
も行っている。健康志向にも応えながら
多種多彩に取り揃えているところが多い

（下記写真②参照）。感染拡大防止も
あって、買物にあまり時間が割けないだ
けに、視認性の高い売場が求められて
おり、今後ますます陳列の仕方やPOPな
どの配置に工夫がみられそうだ。

家飲み需要が拡大傾向にあるなか、
6月には父の日もあり、酒類に関してはギ
フト需要が追い風となる。例年、父の日
には日頃の苦労をねぎらい、お酒をプレ
ゼントする人は多く、贈られる側にとって
もお酒はとくに喜ばれる傾向にあるとい
う。新型コロナ禍で世の中が暗くなりが
ちだからこそ、家飲み需要やギフト需要
を取り込み、消費も気分も盛り上げてい
きたいところだ。

父の日のギフト需要も
酒類市場には追い風に

一人飲みだからこそ
家飲みの深掘り化へ

新型コロナウイルス感染拡大防止により
家飲み需要が拡大！
ここ数年、男女を問わず家飲み人気が高まっているが、新型コロナウイルス感染症に伴う
外出自粛の影響でますます需要が拡大。料飲店で飲めないからこそ、いかに家でお酒を楽
しむか。家飲みに工夫を凝らす人が増えている。そうしたニーズに応えて、小売店では魅力
的な売場づくりに取り組んでいる。　文＝室作幸江（ライター）

写真① 酒類売場（イトーヨーカドー食品館上大岡店） 写真② 家飲みに合うおつまみ商品を陳列（イトーヨーカドー食品館上大岡店）  
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のおいしさや文化も伝えるようなブラン
ディングに取り組んでいる。
「定期的に産地を訪れ、生産ラインを
チェックして安心・安全にこだわったワイ
ンを届けるとともに、生産者とパートナー
シップを築き、顧客の声を生かした商品
開発を行っています。また、持続可能な
ワインづくりのために、オーガニックなど
環境に配慮したワイナリーとも協働。さら
に、ワインの魅力をお客さまに伝えるため
に、ソムリエを育てています。現在、ソムリ
エの資格をもつスタッフは全国で140名
に上ります」（神戸氏）
こうした取り組みによって成功した商
品といえば、チリのオーガニックワイン「O

オー

レゼルヴァ」シリーズが挙げられる。イオ
ンでしか買えないオリジナルワインとして
販売数量は年々増加、好評を博してい
る。

直輸入商品の場合、いかに売場で
その魅力を発信していくかがカギとな
る。イオンリカーでは、「売り方・魅せ方・

イオングループのリカー専門店として
2013年に設立されたイオンリカーでは、
都内に直営店を8店舗運営する一方、
イオングループを中心に全国140店舗
のリカーショップのマーチャンダイジング
を手がけている。
「都内に直営店舗をもつことで、酒類
のトレンド発信基地となり、お客さまの
反応をいち早く確かめることができるな
ど、短いタームでさまざまな実証実験を
行うことが可能です。ここで得た情報
を生かして、GMSの中にあるリカー
ショップの売場づくりに反映させていま
す」と話すのは、イオンリカー社長であ
り、イオンリテールのリカー商品部長も
兼務する神戸一明氏。
問屋機能も併せ持つイオンリカーで
は、イオンリテールの広大な全国物流網
を使いながら、顧客の志向や価格要望
に応え、同社独自の品揃えを展開してい
る。中でも注目すべきは、ワインを中心とし
た直輸入商品だ。価格はもとより、ワイン

伝え方」を徹底したフィロソフィーとして
スタッフを教育し、直営店はもちろん、
GMSにおいても新店を中心にイオンリ
カーならではの売場づくりに取り組んで
いる。
その1つがテイスティングバルだ。新
登場のものや季節に合ったワインなど
を、お手軽価格のグラスワインで試飲で
きるバルを設置。五感で味わい、納得し
たうえで購入してもらう売場を実現して
いる。現在、直営店舗のほか全国19店
舗で実施している。
しかしながら、目下、新型コロナウイル
スの感染拡大防止のため、こうした試飲
販売ができない状況にある。だからこ
そ、手描きのPOPなどを活用して、これま
で以上に「売り方・魅せ方・伝え方」にこ
だわりたいと神戸社長は力を込める。
「外出自粛の影響で家飲みせざるを
得ない今、ほぼすべての酒類が伸長し
ています。この機会に、もっとお酒の魅力
を知って楽しんでいただけるように力を
尽くすのがわれわれの使命。とくにイオン
の直輸入ワインのファンになっていただく
よいチャンスだととらえています」

売り方・魅せ方・伝え方
売場づくりにもこだわりを

低価格プラスαの価値をもつ
イオン独自の直輸入ワイン

イオンリカー
イオンの酒マーチャンダイジングをサポート
家飲みを楽しくする直輸入ワインに注力

都内で直営店を運営する一方、そこで得た情報を生かして、イオングループを中心に全国のリカーショップのマー
チャンダイジングを手がけるイオンリカー（千葉県／神戸一明社長）。ワインの直輸入にこだわり、同社ならではの
ブランディングを展開。よりおいしく、より楽しい家飲みを提案している。

イオン直輸入ワインの成功事例の 1 つ
「O

オー

レゼルヴァ」シリーズ
アドバイザーの高野豊マスターソムリエを囲み、イオンリカーのソムリエが大集合    イオン直輸入ワインにおける5 つのこだわり

イオンリカー 代表取締役社長／
イオンリテール リカー商品部長
神戸 一明氏
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ランドのマーケティングを強化。熟練した
職人によるこだわりの製法やオシャレな
世界観、男女ともに楽しめる飲み方提案
により、若年層を含めた新たなユーザー
の獲得をねらっている。

小栗旬さんを起用したテレビCMと連
動した店頭施策に加えて、飲食店での
取り扱い店舗数も約27,000店にまで増
加。家庭用では350mlのハーフボトルが
ワンランク上の味わいを楽しみたい20～
40代のプレミアムエントリー層に刺さり、
2019年の出荷実績は18年比で27％増と
大幅なユーザー拡大につながっている。

ウイスキーの需要がとくに跳ね上がる
のが年末年始と父の日だ。プレミアムウイ
スキーである「メーカーズマーク」は催事
に強い商品であり、昨年末は家庭用・業
務用双方のプロモーション効果により、
19年12月のPOS実績は前年比162%と
好調に推移。1月以降も好調をキープし
ている。父の日のギフトでもウイスキーの
人気は非常に高く、上質感のある「メー
カーズマーク」の店頭訴求は、売場の活
性化や単価アップにもつながるだろう。

20年の「メーカーズマーク」のマーケ
ティング方針のコンセプトは「人の手で丁
寧に作られたプレミ
アムクラフトウイス
キー」。上質感や豊
かな時間を訴求し、
プレミアムウイス
キーの代表として
のポジションを確立
したいとしている。

居酒屋のハイボール人気から火が付
いたウイスキーは、RTDのハイボール缶
の好調も後押しし、スーパーマーケットの
店頭でもしっかりと根付いてきた。また、
ハイボールをきっかけにウイスキー自体
に興味を持ち、本格的な輸入ウイスキー
に挑戦する若いユーザーも増えている。

サントリー「メーカーズマーク」は、華や
かな香りとまろやかな味わい、心地よい
余韻が特徴のクラフトウイスキーだ。通
常のバーボンはとうもろこし、ライ麦、大
麦を原材料とするが、同品はライ麦の代
わりに冬小麦を使うことで、独特の優し
い甘みを出している。手間暇をかけた昔
ながらの製法にこだわっており、職人の
手によって一本ずつ施されたボトルの赤
い封ろうがブランドのトレードマーク。現
在、レギュラーサイズの700mlボトルを中
心に、50mlのミニボトルから1000mlの大
瓶まで幅広いラインアップを持つ。

サントリー酒類では13年の取り扱い開
始時より、主にギフト用として「メーカーズ
マーク」を訴求してきたが、17年より同ブ

コミュニケーションでは小栗旬さんによ
る新テレビCMを通年で投入。「いいこと
あったら。クラフトウイスキー メーカーズ
マーク」をキーワードに、プレミアムウイス
キーユーザーの獲得および定着化を促
進する。

20年の父の日プロモーションでは父親
の名前を入れた特別なラベルをつくるこ
とができる「メーカーズマーク THANKS 
LABEL」キャンペーンを実施。応募数
は4月上旬時点で20000件を超えており、
非常に好調だ。

また、7年ぶりとなる父の日専用のテレ
ビCMも話題になりそうだ。小栗さんの父
親役には俳優の火野正平さんを起用し、

「たまには2人で開けようか」をテーマに
ウイスキーを通じた親子の上質な時間
を描くことで、父の日需要を最大化してい
く。店頭用としてテレビCMと連動したトッ
プボードやPOPなどの販促ツールも準備
し、父の日のギフト需要を喚起する。

飲食店での取り扱い店舗増や店頭
での露出、テレビCMの相乗効果で存
在感を増している「メーカーズマーク」。
サントリーでは父の日キャンペーンを通じ
て、「メーカーズマーク」が持つワンラン
ク上の上質感や味わいを訴求し、ウイス
キー市場全体の更なる活性化をめざし
ている。

父の日の新テレビCMを投入
店頭とも連動し売場を活性化

ちょっといいものを飲みたい
新規ユーザーの獲得に成功

サントリースピリッツ
エントリー層を取り込み好調の「メーカーズマーク」
父の日に向け大規模プロモーションを実施

テレビCMと連動した店頭施策や飲食店での取り扱い店舗数増加に加え、ハーフボトルの展開が奏功し、ユーザー拡大につながっ
ているサントリー「メーカーズマーク」。6月の父の日に合わせ大規模プロモーションを仕掛けることにより、父子で楽しむ「メーカー
ズマーク」を訴求する。

昔ながらの手づくりにこだわった赤い封ろうがトレードマークのクラフトバーボン
「メーカーズマーク」。父の日プロモーションではグラスやコースター付きの
特発品も展開する

昔ながらの手づくりにこだわった赤い封ろうがトレードマークのクラフトバーボン

父の日プロモーションに合わせテレビCMと連動したトップボードやPOPなど販促ツー
ルも準備している
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株式会社ダイヤモンド･リテイルメディア会社
概要

流通マーケティング局

ダイヤモンド・ドラッグストア

　

ダイヤモンド・ホームセンター

　

国内唯一のホームセンター業界誌

ドラッグストア業界の専門誌

店頭売場調査レポート作成
ほか

平井 俊之

F

書籍出版事業

国内ホームセンターは変革のときを迎えています。業態の垣根を超えた競争の激化、成長著しいネット通販の攻勢、少子高齢化・
人口減少による国内消費市場の縮小……。
経営環境が急速に変化し、これまでの成功の方程式が通用しなくなるなか、DIYの新しい提案やプロ商材の品揃えを強化するな
ど、新しい需要を取り込む動きが活発化。商品・サービス・顧客・店舗フォーマットを再定義し、次の成長モデルづくりを志向す
る機運が高まってきています。

『ダイヤモンド・ホームセンター』誌は企業の現場で起こっていることにフォーカスし、業界、企業、店舗、組織の活性化に役立
つ事例と生きた情報を提供します。

発行日：隔月刊（偶数月15日発行）　判型：A4変形　総ページ数：約100ページ

『ダイヤモンド・ドラッグストア』誌の編集テーマは「新しいドラッグストア創造」（ドラッグストア・トランスフォーメーション）
です。マネジメントクラスに向けて、①特集、②注目店舗レポート、③キーマンインタビュー、④企業フォーカス、⑤行政情報、⑥時事
解説、⑦海外情報、⑧強力連載、⑨上場企業月次データ、⑩MDエディションなどを中心に、経営戦略立案や店舗運営に役立つビジネ
スヒントを提案します。

発行日：隔月刊（奇数月15日発行）　判型：A4変形　総ページ数：約100ページ

そ
の
他
の
媒
体
活
動

「流通ビジネスを元気にする」ダイヤモンド社グループの流通専門誌を発行する出版社です。主な定期媒体と
して、『ダイヤモンド・チェーンストア』『ダイヤモンド・ホームセンター』『ダイヤモンド・ドラッグストア』の各
雑誌をはじめ、広報・情報誌の制作・発行、販促支援ツールの企画制作、セミナーの企画運営、書籍発行など、
流通業界に向けて幅広く事業を展開しています。 

『DIAMOND Chain Store』
ダイヤモンド・チェーンストア（年22回）

『DIAMOND Home Center』
ダイヤモンド・ホームセンター（年6回）

『DIAMOND Drug Store』
ダイヤモンド・ドラッグストア（年6回）

http://www.diamond-rm.net

drm-support@diamond-rm.co.jp

株式会社ダイヤモンド・リテイルメディア

社内勉強会・量販店営業パーソン向けマニュアル
作成上場小売業のランキング・決算データ管理、
編集各種セミナーの企画運営
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新しいドラッグストア 創 造[ダイヤモンド・ドラッグストア]

2020.7.15 VOL.95

●DDレポート

新型コロナウイルス禍
●注目店舗
ウエルシア平塚四之宮店神奈川県平塚市

matsukiyo LAB佃二丁目店東京都中央区

クオール薬局恵比寿店東京都目黒区

特集●ドラッグストア

2020.8.15

トップインタビュー

DCMホールディングス
石黒靖規社長

特 集 ● 「 世 紀 の 大 合 併 」で 塗 り 替 え ら れ る 勢 力 図

役職
割合

業種
割合

管理職
42.8%

経営
10.1％

小売
29.3%

メーカー 34.5%

商社・卸
13.5%

Web媒体資料はこちら ▶

お申し込み・お問い
合わせはこちら

ダイヤモンド・リテイルメディアの小売・流通ビジネス情報サイト
DCSオンラインは、流通ビジネス専門のメディアです。最新
の業界ニュースをはじめ、注目テーマの特集や連載企画、統
計データのアーカイブなど流通ビジネスパーソンに役立つ情
報を発信しています。 

サイト名 ：  DCSオンライン 
（ダイヤモンドチェーンストアオンライン）

アクセス数 ： 約1,600,000PV/月
ユニークユーザー数 ： 約800,000ユーザ/月
保有リード数 ： 約39,000件
有料会員数 ： 150 ユーザー

（2020年10月現在）

有料会員サービス 「DCSオンライン＋」

多彩な広告メニュー

Webサイト概要

毎朝ニュースを配信
メルマガ登録

流通事業者に特化した顧客データベースを保有しており、ターゲットにダイレクトに訴求できる「ターゲティングメール」や、サービスの認知
が期待できる「純広告」など、多彩な広告メニューを取り揃えております。

ターゲティングメール
最大24,000件の中から、さまざまな
条件でご希望するターゲット層へリー
チさせることができ、リード獲得やセ
ミナー・発表会のプロモーションでの、
効果的な集客ツールとしてご活用い
ただけます。

『ダイヤモンド・チェーンストア』誌の最新特集をいち早く読める
雑誌の発売よりも早く公開! 深掘り記事をより早くつかめます。

バックナンバーが読める
2019年7月以降のバックナンバーが読み放題になります。

年額だと約2ヵ月分お得な19,800円（月額1,980円）、
今なら30日無料キャンペーンを実施しております。

ほかにも
・記事広告掲載
・メールニュース
・誌面記事のオンライン掲載　など。

純広告
DCSオンラインのトップページ、サ
イドメニューに多くの広告枠を設
けております。訴求内容に応じて、
効果的なプロモーションを行うこ
とができます。

設置箇所
❶トップレクタングル
❷インフィード（3ヵ所）
❸ボトムバナー

リードジェネレーション
小売流通業界に訴求したいソリューションやその導入事例、新
サービス等の記事を掲載、フォームを通じてターゲットリード
の獲得を目指します。

●❸

●❷

●❷

●❶

トップページ

ランディングページ

フォーム

ターゲティング
メール

・ホワイトペーパー
・記事閲覧


