流通専門誌

タイアップ企画

実施期間

結果発表

2019年

1月4日（金）〜
2月14日（木）

㈱マミーマート 川口安行店様（埼玉県川口市）

多くのご来店客の目に触れるスペースにおいて、縦にも横にもボリューム感のある視認性の高い陳列になっています。
各所にはハートが散りばめられ温もりを演出。中央には出窓を設置し、子供から大人まで写真が撮れるように工夫され
ています。

グランプリ賞
Aコープ九州 ララベル店 様

（佐賀県鹿島市）

フレッシュプラザユニオン 宇地泊店
エレナ 大野店
エレナ 島原栄店
Aコープ ハトマート山越店
相鉄ローゼン㈱ 釜利谷店

相鉄ローゼン㈱ 成瀬店
エレナ 島原店
㈱タカラ・エムシーフードマーケットマム 坂本店
㈱タカラ・エムシーフードマーケットマム 小笠店
FLET S 伊丹店

㈱福原 ぴあざフクハラ西帯広店
相鉄ローゼン㈱ みろく寺店
エレナ 国見店
FLET S 西明石店
青森県民生協 あやめ館

エーコープみやざき 門川店 様

新鮮市場 船橋馬込店 様

（千葉県船橋市）

㈱マキオ A・Zあくね店 様

（鹿児島県阿久根市）

︵宮崎県東臼杵郡︶

（順不同・敬称略）

㈱マミーマート 所沢山口店 様

（埼玉県所沢市）

ウジエスーパー 築館店 様

準グランプリ賞

生活協同組合 コープおきなわ 美里店 様

（沖縄県沖縄市）

ビッグハウス 野幌店 様

（北海道江別市）

︵宮城県栗原市︶

㈱マキオ A・Zかわなべ店 様

（鹿児島県南九州市）

ビッグハウス 岩見沢店 様

（北海道岩見沢市）

㈱ラルズ ビッグハウス花川店
㈱ラルズ ビッグハウス釧路店
㈱サニーマート 伊野店
㈱イズミ ゆめマート 府中店
いわて生協 コルザ店
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このたびは「Happy Valentine s Day 明治 店頭陳列・演出コンクール」に全国より多数のご応募をいただき、誠にありがとうございました。
ディスプレイコース、エンドコース、企業コースのいずれとも、バレンタインの需要期を盛り上げるのにふさわしい、工夫に満ちた楽しい売

実施期間

場展開が数多く寄せられました。厳正なる審査の結果、各賞が決定いたしましたので、ここに発表いたします。今後とも一層のご愛顧を賜り

結果発表

2019年

1月4日（金）〜
2月14日（木）

ますよう、よろしくお願いいたします。
審査員

株式会社 明治

※2019年3月時点

常務執行役員 菓子営業本部長

片桐 裕之
山田 晃充

菓子営業本部 菓子営業部 専任課長

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
編集局局長 千田 直哉

㈱マミーマート 川口安行店様（埼玉県川口市）

グランプリ賞
︵佐賀県杵島郡︶

Ａコープ九州 しろいし店 様

︵山口県山口市︶

㈱フジ グラン山口店 様

㈱キョーエイ タクト店 様

㈱キョーエイ 住吉店 様

︵徳島県徳島市︶

︵徳島県徳島市︶

フレッシュプラザユニオン
上原店 様︵沖縄県宜野湾市︶

ＦＬＥＴ Ｓ 甲子園店 様

エレナ 大村中央店 様

︵長崎県大村市︶

各所にはハートが散りばめられ温もりを演出。中央には出窓を設置し、子供から大人まで写真が撮れるように工夫され

㈱タカラ・エムシー フードマーケットマム

様 静岡県掛川市︶
リベロ大東店 ︵

多くのご来店客の目に触れるスペースにおいて、縦にも横にもボリューム感のある視認性の高い陳列になっています。

スーパーセンターシマヤ 砺波店 様

（富山県砺波市）

︵兵庫県西宮市︶

㈱フーズマーケットホック HOK大社店 様

（島根県出雲市）

ています。

グランプリ賞
Aコープ九州 ララベル店 様

（佐賀県鹿島市）

（埼玉県所沢市）

フレッシュプラザユニオン 宇地泊店
エレナ 大野店
エレナ 島原栄店
Aコープ ハトマート山越店
相鉄ローゼン㈱ 釜利谷店

相鉄ローゼン㈱ 成瀬店
エレナ 島原店
㈱タカラ・エムシーフードマーケットマム 坂本店
㈱タカラ・エムシーフードマーケットマム 小笠店
FLET S 伊丹店

（鹿児島県阿久根市）

㈱福原 ぴあざフクハラ西帯広店
相鉄ローゼン㈱ みろく寺店
エレナ 国見店
FLET S 西明石店
青森県民生協 あやめ館

エーコープみやざき 門川店 様

新鮮市場 船橋馬込店 様

（千葉県船橋市）

㈱フジ様

㈱マキオ A・Zあくね店 様

︵宮崎県東臼杵郡︶

（順不同・敬称略）

生活協同組合 コープおきなわ 美里店 様

（沖縄県沖縄市）

（北海道江別市）

㈱マミーマート 所沢山口店 様

ウジエスーパー 築館店 様

準グランプリ賞

（北海道岩見沢市）

ビッグハウス 野幌店 様

︵宮城県栗原市︶

㈱マキオ A・Zかわなべ店 様

（鹿児島県南九州市）

ビッグハウス 岩見沢店 様

㈱ラルズ ビッグハウス花川店
㈱ラルズ ビッグハウス釧路店
㈱サニーマート 伊野店
㈱イズミ ゆめマート 府中店
いわて生協 コルザ店

グラン重信店

グラン重信店

グランプリ賞
マックスバリュ 羽倉店
ハニー新鮮館 おおの店
駿河屋 エブリ東山店
ハニー新鮮館 こぶし通り店
ハニー新鮮館 勝山店

卸売スーパー 手稲店
ダイユーエイト MAX福島店
MEGAドン・キホーテ 函館店
㈱イズミ ゆめタウン 黒瀬店
㈱イズミ ゆめタウン 大竹店

㈱エレナ様

㈱フィール様

京阪アンスリー様

㈱ラルズ スーパーアークス大曲店
㈱平和堂 FM石山寺辺店
㈱平和堂 石山店
HIヒロセ 諫早バイパス店
エーコープみやざき 川南店

松江店

八幡浜店

㈱とりせん様

㈱にしがき様

㈱フジ グラン高陽店
㈱いなげや 調布仙川店
㈱イズミ ゆめタウン 井原店
㈱ラルズ ビッグハウス里塚店
㈱フジ グラン宇部店

エーコープみやざき 一ヶ岡店
㈱松源 高野口店
フレッシュプラザユニオン 仲間店
フレッシュプラザユニオン あわせ店
㈱イズミ ゆめタウン 徳山店

コープえひめ土居
COOP・BESTAひがし
スーパースーパーマーケットサンエー
コープえひめ 束本
生活協同組合 コープおきなわ 牧港店

