
平素より、東洋水産ならびに東洋水産製品に格別のお引
き立てを賜り、誠にありがとうございます。
この度は『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』にご参加いただき、誠にありがとう
ございました。
厳正な審査の結果、各賞が決定いたしましたので、ここに
発表いたします。
今後とも弊社製品の拡販に、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

マルちゃん焼そば
ディスプレイコンテスト

2020年10月1日（木）～11月30日（月）実施期間

「バランス＆バラエティを食卓に」をテーマに
レシピなどを提案している売場

独創性

ボリュームコース

ブランド訴求
陳列のボリューム
品ぞろえの豊富さ

アイディアコース

ブランド訴求
インパクトのある売場

独創性

企業賞
参加店舗数・参加店舗率
※10店舗以上でのご参加。
　10店舗未満の企業様は全店舗での   
　ご参加をお願いします。
※ボリュームコース、アイディアコース
　との重複は可

潮田玲子さん賞 「マルちゃん焼そば」45周年賞

「マルちゃん焼そば」シリーズを
演出している売場

独創性

審査のポイント

おかげさまで45周年

グランプリ 20万円（1店舗様）

準グランプリ  各10万円（5店舗様）

グランプリ 20万円（1店舗様）

準グランプリ  各10万円（5店舗様）

発売45周年を迎えた「マルちゃん焼そば」のブランドサイ

トで展開している「マルちゃん焼そば　もっとおいしい食

卓プロジェクト！」と連動した大型ボードを設置。そこに、

プロジェクトで紹介している簡単アレンジ料理写真を掲

載して、注目度を高めています。また、フロアシートには、

おいしい焼そばをつくるためのコツを紹介。購買意欲を

高める仕掛けとなっています。商品を多彩に陳列してお

り、加えて右側にフロア什器を設置して、そこにも商品を

陳列することで、「東洋水産フェア」的な訴求力のある売

場になっています。限りのあるスペースでも、多彩な商品

ラインアップとインパクトのある売場をつくることに挑

戦した好例です。

静岡といえば、日本一高い富士山。「マルちゃん焼そば」の

人気の高さを表現するために、高くそびえる富士山を店

内につくり上げました。裾野のまわりを囲むように設置

された平台は、富士山ディスプレイとともに、どの方向か

らも目立つ展開になっています。正面の大型ボードには、

コンテストテーマである「おかげさまで45周年」を受け

て、「みなさまに愛されて45周年　ずっとかわらない、こ

の味を。」と訴求。懐かしさのある高齢者からファミリー

まで幅広い層に響くフレーズが採用されています。商品

も「マルちゃん焼そば」をはじめ、「パリパリ無限シリーズ」

など、多種多彩なラインアップも来店客には魅力となっ

ています。

（株）ホクノー ちびホク 厚別5条店様

優秀賞
各3万円
（20店舗様）

優秀賞
各3万円
（20店舗様）

（掲載順：すべて順不同）

紅屋商事（株）
カブセンター神田店様

（青森県）

（株）リオン・ドール コーポレーション
加茂店様
（新潟県）

（株）いちい
信夫ヶ丘店様
（福島県）

マックスバリュ関東（株）
マックスバリュエクスプレス
市川店様（千葉県）

（有）ケーワイカンパニー
 キッチンランドSunSun様

（京都府）
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（株）スズキヤ
スズキヤ 新杉田店様
（神奈川県）

（株） タカラ・エムシー
リベロ大東店様
（静岡県）

マックスバリュ東海（株）
マックスバリュ グランド

千種若宮大通店様（愛知県）

（株）長野県Ａ・コープ
ファーマーズ南長野店様

（長野県）

（株）西條 ＢＥＳＴＯＭ東神楽店様（北海道）

（株）道北アークス スーパーアークス ウエスタン北彩都店様（北海道）

（株）道北アークス スーパーアークス パルプタウン様（北海道）

（株）道東アークス スーパーアークス 桜町店様（北海道）

（株）ナイス 山手台店様（秋田県）

（株）おーばんホールディングス 山辺店様（山形県）

（株）長野県Ａ・コープ きそ店様（長野県）

（株）フレッセイ 元総社蒼海店様（群馬県）

（株）エーコープ関東 ＪＡファーマーズ高崎吉井様（群馬県）

マックスバリュ関東（株） マックスバリュ東習志野店様（千葉県）

（株）ビック・ライズ 食品館あおば仙川店様（東京都）

（株）ビック・ライズ 食品館あおば中山店様（神奈川県）

（株）ビック・ライズ 食品館あおば白根店様（神奈川県）

（株）ビック・ライズ 食品館あおば東田町店様（神奈川県）

（株）しまむら 中原御殿店様（神奈川県）

（株）エーコープ関東 中田店様（神奈川県）

（株）フィールコーポレーション 蒲郡店様 （愛知県）

（株）カノー 食品館アプロ園田店様（兵庫県）

（株）フジ フジグラン岩国様（山口県）

（株）ゆめマート熊本 ゆめマート清水様（熊本県）

（株）ホクレン商事 ホクレンショップFoodFarm屯田 8条店様（北海道）

（株）道北アークス ウェスタン パワーズ店様（北海道）

紅屋商事（株） ベニーマート松原店様（青森県）

（株）リオン・ドール コーポレーション 十日町店様（新潟県）

（株）フレッシュマツヤ フレッシュ・マツヤ両津店様（新潟県）

（株）キューピット 石山店様（新潟県）

（株）フレッセイ 安堀店様（群馬県）

（株）サンベルクス 松飛台店様（千葉県）

（株）しまむら 旭店様（千葉県）

（株）ワイズマート 西小中台店様（千葉県）

（株）マルサンシステム 船橋馬込店様（千葉県）

（株）与野フードセンター フードガーデン朝霞三原店様（埼玉県）

（株）タカラ・エムシー 高松店様（静岡県）

（株）カネハチ 片岡店様（静岡県）

（株）サンヨネ 蒲郡店様（愛知県）

（株）カノー 食品館アプロ 東加賀屋店様（大阪府）

（株）Aコープ西日本 Ａコープみどり店様（広島県）

（株）フジ フジ伊予店様（愛媛県）

（株）フジ フジグラン広島様（広島県）

（有）アズーロ アズーロ高千穂店様（宮崎県）

（株）富士屋  藤枝五十海店様 静岡県北海道



（株）道北アークス様（北海道）

青森県民生活協同組合様（青森県）

（株）長野県Ａ・コープ様 （長野県）

マックスバリュ関東（株）様（東京都）

（株）遠鉄ストア様（静岡県）

（株）丸久様（山口県）

（株）フジ様（愛媛県）

（株）ゆめマート熊本様（熊本県）

（その他 2企業様）

紅屋商事（株） ベニーマート観光通店様（青森県）

（株）リオン・ドール コーポレーション 巻店様（新潟県）

（株）エーコープ関東 下仁田店様（群馬県）

（株）ビック・ライズ 食品館あおば関内駅前店様（神奈川県）

マックスバリュ東海（株） マックスバリュ函南店様（静岡県）

（株）リオン・ドール コーポレーション 西川店様（新潟県）
（株）キューピット 粟山店様（新潟県）
（株）長野県Ａ・コープ ファーマーズうえだ店様（長野県）
（株）ビック・ライズ 食品館あおばセンター南駅前店様（神奈川県）
（株）トミダ ナフコトミダ千成店様（愛知県）
生活協同組合コープいしかわ コープたまぼこ様（石川県）
（株）雷 スーパー多宝 河内長野店様（大阪府）
（株）銀ビルストアー ボンマルシェ福崎店様（兵庫県）
（株）リウボウストア 栄町りうぼう様（沖縄県）

（その他1店舗様）

企　業　賞

（株）ぎゅーとら様
（三重県）

準グランプリ  各15万円（3企業様）

（株）リオン・ドール
コーポレーション様（福島県）

マックスバリュ東海（株）様
（静岡県）

優秀賞　各5万円（10企業様）

特 別 賞

ボリュームコース
アイディアコース

共
通

「マルちゃん焼そば」45周年賞    各5万円（5店舗様）

潮田玲子さん賞   各3万円（10店舗様）

「愛されて45周年」や「おかげさまで45周年」な
ど、2020年に発売45周年を迎えた「マルちゃん
焼そば」を大々的にアピールするアイデアあふれ
る応募を多数いただきました。

「バランス＆バラエティを食卓に」をテーマに、
「マルちゃん焼そば」のアレンジレシピや旬の食
材を使ったレシピを工夫して提案する売場展
開を多数応募いただきました。

神奈川県グランプ30万円（１企業様） （株）ビック・ライズ様

（掲載順：すべて順不同）


