
　この度は、「2018年 ロッテ 母の日ガーナ ディスプレイコンテスト」に多数のご応募を賜り、誠にありがとうございました。
厳正なる審査の結果、各賞の入賞企業・店舗様が決定しましたので、ここにご報告させていただきます。ご応募いただきまし
た販売店様のご尽力に心より感謝申し上げます。今後とも弊社商品のご拡販により一層のご支援を賜りますよう、よろしくお
願い申し上げます。
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流通専門誌

タイアップ企画

ロッテ 母の日ガーナ

店舗賞 大陳コース

スーパーサンシ㈱ 亀山エコー店様
トヨタ生活協同組合 メグリア本店様
㈱Ａコープ宮崎 Aコープ一ヶ岡店様
マックスバリュ九州㈱ 門司西店様
マックスバリュ北海道㈱ 稲田店様
マックスバリュ北海道㈱ 倶知安店様
㈱オークワ スーパーセンターオークワ養老店様
㈱道北アークス スーパーアークス ウエスタン北彩都店様
㈱道北アークス スーパーチェーンふじ上富良野店様
コープ東北サンネット事業連合 みやぎ生活協同組合 愛子店様
コープ東北サンネット事業連合 いわて生活協同組合 コープ一関ＣＯＬＺＡ店様
㈱フジ フジグランエミフルMASAKI様
㈱ウオロクホールディングス コモ店様
㈱伊徳 大館ショッピングセンター様
㈱道南ラルズ スーパーアークス港町店様
㈱ヨークベニマル 明石台店様
㈱ヨークベニマル 新庄店様
㈱PLANT PLANT-3津幡店様
スーパーサンシ㈱ 日永カヨー店様
㈱エーコープ関東 JAファーマーズ朝倉店様
㈱フィールコーポレーション EQVo！上田楽店様
マックスバリュ九州㈱ 池野店様
㈱エーコープ近畿 JA全農ファーマーズ ららぽーと和泉店様
㈱サニーマート あぞの店様
㈱オークワ スーパーセンターオークワサウス亀山店様

㈲ケーワイカンパニー
キッチンランドサンサン様

㈱光洋
MaxValu生駒南店様

㈱道北アークス
ウェスタンパワーズ店様

㈱ヤマナカ
西尾寄住店様

母の日ガーナ賞 1万円
20万円20万円

㈱フジ フジグラン野市様
㈱光洋 MaxValu羽倉崎店様
㈱光洋 KOHYO東生駒店様

優秀賞優秀賞

10万円10万円

2万円2万円
㈱マミーマート 白岡店様
㈱ラルズ ビッグハウスイースト店様
㈱ラルズ ビッグハウス岩見沢店様

㈱サニーマート サニーアクシス南国店様
㈱オークワ スーパーセンターオークワ海南店様

ディスプレイコンテスト 結果発表

㈱光洋 KOHYO難波湊町店様
㈱光洋 KOHYO京都店様
㈱光洋 KOHYO北大路店様
㈱光洋 Peacock千里中央店様
㈱エレナ 大野店様
㈱マミーマート 飯山満駅前店様
㈱エレナ えきマチ１丁目店様
㈱タカヤナギ ワンダーモール様
㈱伊徳 新国道店様
㈱マミーマート 足利店様
㈱松葉屋 松葉屋 相浦店様
㈱エレナ 京坪店様
㈱福原 ビッグハウス中標津店様
㈱原信 燕店様
㈱Ａコープ九州 ララベル店様
㈱オークワ オークワ粉河店様
㈱マミーマート 南中野店様
㈱サンリブ 萩店様
㈱丸久 アルク大内店様
㈱丸久 アルク小郡店様
㈱エレナ させぼ五番街店様
㈱サニーマート 高須店様
㈱イズミ ゆめタウン柳井様
㈱マツモト 向日店様
㈱原信 宮内店様

㈱フジ フジグラン石井様

㈱伊徳
能代ショッピングセンター様

ロッテ 母の日ガーナ
実施期間 2018年4月9日（月）～5月13日（日）

㈱丸萬 スーパーマーケットサンエー様
コープ九州事業連合 コープ川内店様



店舗賞 アイデアコース

優秀賞優秀賞 1万円1万円
㈱フジ 松江店様
㈱光洋 MaxValu駒川中野店様
㈱伊徳 能代南店様
そうてつローゼン 柿生店様
㈱マキオ A-Zかわなべ様

5千円

㈱エレナ 国見店様
㈱エレナ 島原栄町店様
どんたく アスティ店様
㈱マキオ A-Zあくね様
㈱フジ 道後店様
㈱フジ フジグラン北浜様
よねや商事㈱ とまき店様

㈱ウジエスーパー 袋原店様
㈱富士屋 焼津三丁目店様
㈱エレナ 平戸店様
㈱マキオ A-Zはやと様
ユニー㈱ アピタ島田店様
㈱ヨークベニマル 野田店様
ユニー㈱ ピアゴ菰野店様
㈱マミーマート 行田谷郷店様
㈱マミーマート 岩槻府内店様
㈱フジ フジグラン大洲様
㈲中央市場 ビフレ東通店様
㈱サンマート 北園店様

㈱Ａコープ宮崎 Aコープ川南店様
㈱松葉屋 松葉屋 吉井店様
㈱松葉屋 松葉屋 江迎店様
㈱松葉屋 松葉屋 波佐見店様
㈱杏林堂薬局 瀬名川店様
㈱キクコウストア 花巻不動店様
㈱杏林堂薬局 藤枝青島店様
㈱マイヤ アルテ桜台店様
㈱ラルズ ラルズマート山の手店様
ユニー㈱ アピタ名張店様
㈱光洋 MaxValu千里山店様
㈱フィールコーポレーション 幸田店様

生活協同組合コープえひめ コープ土居様
生活協同組合コープえひめ コープ今治様
㈱タカラ・エムシー フードマーケット・マム藤枝店様
㈱フィールコーポレーション EQVo！半田店様
㈱タカラ・エムシー フードマーケット・マム大谷店様
コープ東北サンネット事業連合 いわて生活協同組合 ベルフ仙北店様
コープ東北サンネット事業連合 いわて生活協同組合 コープ花巻あうる店様
コープ東北サンネット事業連合 いわて生活協同組合 コープＡｔｅｒｕｉ店様
㈱ウオロクホールディングス 牡丹山店様
㈱ウオロクホールディングス 亀田店様
福井県民生活協同組合 ハーツ羽水店様
㈱オークワ メッサオークワ北登美ヶ丘店様

企業賞

50万円50万円
10万円10万円

2万円

㈱光洋 KOHYOJR奈良店様
㈱フジ フジグラン丸亀様
㈱マミーマート 白岡西店様
㈱ヤマナカ 西枇杷島店様
㈱原信 西小千谷店様

母の日
工夫賞

㈱福田屋 宇都宮店様
㈱伊徳 アルカディア店様
㈱フジ 松末店様
㈱杏林堂薬局 焼津与惣次店様
マックスバリュ北海道㈱ 澄川店様

10万円10万円
㈱イズミ ゆめマート田崎店様

㈱富士屋 五十海店様

生活協同組合コープえひめ コープひさえだ様

㈱ヨークベニマル 新笹谷店様

3万円3万円

㈱ラルズ ビッグハウス明野店様
㈱ラルズ ラルズマート啓明店様
生活協同組合コープえひめ コープ余戸様
㈱エーコープ関東 エーコープみやぎ店様
㈱光洋 MaxValu淀川三国店様

㈱Aコープ西日本 Aコープのむら店様
そうてつローゼン 弥生台駅前店様
そうてつローゼン 三ツ境店様
そうてつローゼン たいら店様
京都生活協同組合 コープ祝園駅店様
京都生活協同組合 コープ二条駅店様
生活協同組合コープえひめ コープ三津様

母の日ガーナ賞

店舗賞店舗賞
大陳コース

マックスバリュ北海道㈱ 沼ノ端店様
㈱ヨークベニマル 市名坂店様
㈱オークワ オークワロマンシティ御坊店様
㈱イズミ ゆめタウン高松様
㈱せんどう 大宮台店様

店舗賞 ㈱
㈱
㈱
マ

店舗賞
アイデアコース

㈱エーコープ関東 JAファーマーズ朝日町店様
コープ東北サンネット事業連合 生活協同組合共立社 鶴岡協同の家こぴあ様
㈱とよはた 生鮮市場ベリー 藤里店様
㈱とよはた 生鮮市場ベリー 小俣店様
生活協同組合コープえひめ コープ久米様
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㈱光洋様

㈱福原様

コープ東北サンネット様

㈱ウオロクホールディングス様

㈱マミーマート様

㈱タカラ・エムシー様

アルビス㈱様

㈱関西スーパーマーケット様

㈱丸久様

㈱山陽マルナカ様

㈱エレナ様


