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ディスプレイコンテスト

2020

【実施期間】 2020年4月7日（火）～5月10日（日）

株式会社ロッテ
取締役　常務執行役員　中島 英樹
営業本部　菓子営業部　部長｠栗原 輝之
営業本部　流通企画部　部長　阿部 高之
営業本部　流通企画部　流通戦略担当 部長　高瀬 勇樹
営業本部　流通企画部　流通戦略担当 課長　矢嶋 淳貴
株式会社ダイヤモンド・リテイルメディア
代表取締役　平井 俊之
取締役　味方 和也

審
査
員

この度は、「2020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。

結果発表

店舗賞（大陳コース） 店舗賞（アイディアコース）

企業賞

㈱光洋  MaxValu駒川中野店様
イオン北海道㈱  マックスバリュ倶知安店様
㈱伊徳  大館ショッピングセンター様
イオン北海道㈱  イオン旭川駅前店様
マックスバリュ九州㈱  西熊本店様

㈱オークワ  スーパーセンターオークワセントラルシティ和歌山様
㈱原信  宮内店様
㈱Ａコープ九州  ララベル店様
㈱平和堂  ビバシティ平和堂様
㈱光洋  KOHYO奈良新大宮店様

㈱フジ  フジグラン野市様
㈱光洋  MaxValu羽倉崎店様
㈱道北アークス  ウエスタン川端店様
㈱エレナ  京坪店様
㈱フジ  フジ松江店様
㈱道北アークス  スーパーアークス東光店様
㈱ニシムタ  上川内店様
イズミヤ㈱  紀伊川辺店様
イズミヤ㈱  泉北店様
㈱マミーマート  あけぼの店様
㈱マミーマート  飯山満駅前店様
㈱光洋  KOHYO京都店様
㈱光洋  MaxValu西宮上田店様
㈱道北アークス  ウエスタンパワーズ店様
㈱ニシムタ  大口店様
㈱イズミ  ゆめタウン高松様
㈱マミーマート  稲毛長沼店様
㈱光洋  MaxValu難波湊町店様
㈱エーコープ関東  みやぎ店様
㈱ニシムタ  伊集院店様
㈱エーコープ近畿  フーディーズ咲州店様
㈱エーコープ近畿  フーディーズ神野店様
㈱オークワ  スーパーセンターオークワ生駒上町店様
㈱マミーマート  北上尾店様
㈱マミーマート  新夏見店様
㈱原信  川崎店様
イオン北海道㈱  イオン旭川西店様
㈱ウオロクホールディングス  長岡店様
㈱ウオロクホールディングス  柏崎店様
㈱光洋  KOHYO JR奈良店様
㈱福原  ビッグハウス中標津店様
生活協同組合連合会 コープ九州事業連合  コープかごしま川内店様
㈱オークワ  スーパーセンターオークワ養老店様
㈱原信  見附店様
㈱ニシムタ  串木野店（食鮮館）様
㈱スーパーストア  鶴田フッドリバーモール店様
㈱マキオ  Ａ-Ｚあくね店様
㈱エーコープ近畿  JAファーマーズプチ  フレッシュ・モア江井島店様
㈱マミーマート  南柏店様
㈱原信  錦町店様
㈱タカヤナギ  イーストモール様
㈱オークワ  オークワミレニアシティ岩出店様
㈱オークワ  オークワ貴志川店様
㈱光洋  KOHYO SENRITO店様
㈱伊徳  能代南店様
㈱マルミヤストア  竹田店様
㈱フジ  フジグラン石井様
㈱スーパーストア  金木タウンセンター店様
島屋㈱  スーパーセンター シマヤ砺波店様
㈱PLANT  PLANT-３  清水店様
㈱関西スーパーマーケット  関西スーパー  高石駅前店様
㈱マルミヤストア  住吉店様

母の日ガーナ賞（1万円）

優秀賞
（2万円）

30万円

10万円

グランプリ

準グランプリ

3万円

準グランプリ

10万円

準グランプリ

㈱イズミ
ゆめマート田崎店様

催事スペースを最大限活用して、大々的に母の
日ガーナを訴求しています。カーネーションの
飾りを使用した手作りの「mother’s day」ボード
とその下の半円の販売台を装飾したオリジナル
のガーナ什器でお客をお出迎え。迫力があるう
えに、随所に細やかな配慮が行き届いており、
秀逸な売場になっています。

10万円

グランプリ

50万円

グランプリ

コープ東北サンネット
生協共立社
コープ千石様

㈱フジ様

存在感のある催事陳列です。天井からつるされ
たタペストリーが視認性と迫力ある陳列の一助
になっています。母の顔のイラストが各所に散
りばめられているほか、前面には前面にはメッ
セージボードも用意。お花も一緒に展開してお
り、母の日とガーナの訴求が最大限に発揮され
ています。

コープ東北サンネット  生協共立社  鶴岡協同の家こぴあ様
㈱Ａコープ西日本  Ａコープラポ店様
生活協同組合コープえひめ  ひさえだ店様
生活協同組合コープえひめ  土居店様
㈱イズミ  ゆめタウン徳山様

㈱エレナ  島原店様
㈱ラルズ  ラルズマート啓明店様
㈱とよはた  生鮮市場ベリー  藤里店様
㈱フジ  フジ松末店様
生活協同組合コープえひめ  喜田村店様

㈱道北アークス  スーパーチェーンふじ美瑛店様
ユニー㈱  アピタ磐田店様
ユニー㈱  ピアゴ大覚寺店様
㈱キクコウストア  花巻不動店様
イオン北海道㈱  マックスバリュ澄川店様
コープ東北サンネット  生協共立社  コープなかのくち様
コープ東北サンネット  みやぎ生協  南光台店様
㈱マキオ  Ａ-Ｚかわなべ店様
㈱ヨークベニマル  石巻蛇田店様
イズミヤ㈱  西宮ガーデンズ店様
イズミヤ㈱  広陵店様
㈱フジ  フジ垣生店様
福井県民生活協同組合  ハーツたけふ店様
㈱ウオロクホールディングス  要町店様
㈱天満屋ストア  天満屋ハピータウン鴨方店様
㈱エレナ  五番街店様
㈱エレナ  山祇店様
㈱フクヤ  フクヤ男山店様
㈱とよはた  生鮮市場ベリー  小俣店様
㈱ラルズ  ビッグハウスエクストラ店様
㈱エーコープみやざき  一ヶ岡店様
コープ東北サンネット  生協共立社  こぴあコープ酒田様
相鉄ローゼン㈱  そうてつローゼン緑園都市店様
㈱PLANT  PLANT  出雲店様
ユニー㈱  アピタ静岡店様
㈱エレナ  国見店様
㈲ケーワイカンパニー  キッチンランドサンサン様
相鉄ローゼン㈱  そうてつローゼン三ツ境店様
㈱フーズマーケットホック  プラーナ店様
㈱光洋  KOHYO武庫之荘店様
㈱ナイス  八橋店様
㈱伊徳  樹海店様
㈱伊徳  能代ショッピングセンター様
㈱サンシャインチェーン本部  三里店様
㈱マルミヤストア  弥生店様
イオン北海道㈱  マックスバリュ厚別東店様
㈱マルミヤストア  小林店様
㈱ヨークベニマル  市名坂店様
マックスバリュ九州㈱  サンロードシティ熊本店様
㈱ヨークベニマル  柳生店様
㈱Ａコープ九州  しろいし店様
ユニー㈱  アピタ名古屋空港店様
コープ東北サンネット  みやぎ生協  加賀野店様
生活協同組合コープえひめ  余戸店様
㈱義津屋  ヨシヅヤ津島本店様
ユニー㈱  アピタ島田店様
イオン北海道㈱  イオン札幌苗穂店様
㈱オークワ  メッサオークワガーデンパーク和歌山店様
㈱ヨークベニマル  若林店様
㈱オークワ  スーパーセンターオークワ有田川店様
㈱関西スーパーマーケット  関西スーパー  鴻池店様
㈱丸久  サンマート美祢店様

母の日ガーナ賞（5千円）

優秀賞
（1万円）

㈱丸萬  サンエー店様

㈱マミーマート  白岡西店様 ㈱フジ  フジグラン丸亀様

㈱イズミ  
ゆめタウン大江店様

㈱光洋  
KOHYO東生駒店様

㈱ウオロクホールディングス  
コモ店様

㈱伊徳  アルカディア店様

㈱エレナ  島原栄町店様㈱
エ
レ
ナ  

え
き
マ
チ
一
丁
目
店
様

㈱
エ
レ
ナ  

天
神
店
様

㈱マルエー様
㈱光洋様
イズミヤ㈱様
生活協同組合コープえひめ様
㈱マルミヤストア様

イオン北海道㈱様
㈱伊徳様
㈱ウオロクホールディングス様
㈱マミーマート様
㈱大阪屋ショップ様


