
流通専門誌

タイアップ企画

この度は、「2022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。

2022ロッテ 母の日ガーナロッテ 母の日ガーナ

〈店舗賞〉大陳コース 〈店舗賞〉アイデアコース

株式会社ロッテ
取締役　常務執行役員　中島 英樹
営業部　部長　青野 高志
営業戦略部　部長　榊原 浩二
営業部　営業推進課　課長　吉村 晃司
営業部　営業推進課　課長代理　津田 大和
営業部　プロモーション課　課長　大野 友幸

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　平井 俊之
取締役　流通マーケティング局 局長　味方 和也

審査員

㈱西條 ベストム東神楽店様
㈱ニシムタ スーパーセンターニシムタ串木野店様
㈱原信 宮内店様
㈱フジ・リテイリング フジグラン野市様
㈱ホクノー ちびホク厚別5条店様

㈱イズミ ゆめマート田崎店様
㈱ウオロク 長岡店様
㈱サンシャインチェーン本部 サンシャイン高須店様
㈱ウジエスーパー 飯野川店様
㈱道北アークス ウエスタンパワーズ店様

イオン北海道㈱ イオン旭川駅前店様
イオン北海道㈱ イオン旭川西店様
イオン北海道㈱ イオン小樽店様
イオン北海道㈱ イオン上磯店様
㈱イズミ ゆめタウン高松店様
㈱イズミ ゆめタウン三豊店様
㈱イズミ ゆめタウン吉田店様
㈱イズミ ゆめマート大江店様
イズミヤ㈱ 堅田店様
イズミヤ㈱ 広陵店様
㈱ウジエスーパー 袋原店様
㈱ウジエスーパー 吉岡店様
㈱光洋 KOHYO小野原店様
㈱光洋 KOHYO堺店様
㈱光洋 KOHYO東生駒店様
㈱光洋 MaxValu 小阪店様
㈱光洋 MaxValu 西宮上田店様
㈱光洋 MaxValu 西宮浜町店様
㈱光洋 MaxValu 羽倉崎店様
㈱光洋 MaxValu平野駅前店様
㈱光洋 PEACOCK STORE 千里中央店様
㈱サニーマート サニーマートあぞの店様
㈱サンシャインチェーン本部 
サンシャインクラージュ店様
㈱サンシャインチェーン本部 
サンシャインしまんとハマヤ店様
㈱サンシャインチェーン本部 
サンシャインベルティス店様
㈱末広 末広ショッピングセンター本店様
生活協同組合コープえひめ コープ余戸店様
㈱セイミヤ 佐原牧野店様
㈱タカヤナギ 外旭川店様
㈱東武ストア ふじみ野ナーレ店様
㈱道北アークス スーパーアークス東光店様
長野県A・コープ ファーマーズ篠ノ井店様
㈱ニシムタ スーパーセンターニシムタ上川内店様
㈱ニシムタ ニシムタスカイマーケット鴨池店様
㈱ニシムタ ニシムタ合志店様
富士シティオ㈱ 本郷台店様
㈱フジ・リテイリング フジグラン丸亀様
㈱フジ・リテイリング フジ伊予店様
㈱フジ・リテイリング フジ道後店様
㈱フジ・リテイリング フジ楠上店様
㈱ママイ 今治本町店様
㈱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
㈱マミーマート 岩槻府内店様
㈱丸久 アトラス萩店様
㈱丸久 アルク葵様
㈱丸萬SSMサンエー サンエー店様
㈱ヤマナカ 神守店様
㈱ヤマナカ 汐田フランテ館様
㈱ヤマナカ 西枇フランテ館様様

母の日 ガーナ賞（1万円）

㈱光洋 KOHYO難波湊町店様

㈱ビッグミカエル 菊池店様 ㈱ニシムタ 
スーパーセンターニシムタ伊集院店様 ㈱ウオロク コモ店様

㈱マミーマート 
生鮮市場TOP稲毛長沼店様

結果発表2022年4月5日（火）
～5月8日（日）

10万円

2万円

30万円

㈱光洋
MaxValu
豊中緑丘店様

入口すぐの催事場で、天井下の壁から
一面ガーナの装飾をし、スヌーピーの
販促資材やディスプレイもうまく活用
しながら、来店客の目を惹く迫力のあ
る売場となっています。またジャンブ
ルボックスも使用し、商品も手に取り
やすいよう工夫しており、商品を選ぶ
のが楽しい売場演出です。

生活協同組合コープえひめ コープ土居店様
㈱ニシムタ スーパーセンターニシムタ加世田店様
㈱フジ・リテイリング フジグラン石井様
㈱フジ・リテイリング フジ松末店様
㈱フレスタ 広様

㈱伊徳 アルカディア店様
㈱ウオロク 柏崎店様
Aコープ東日本 みやぎ店様
㈱西條 ベストム中富良野店様
生活協同組合コープえひめ コープ三津店様

㈱アスタラビスタ 八女インター店様
イオン北海道㈱ マックスバリュ共和店様
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
㈱いちい 鎌田店様
㈱ウオロク 鳥屋野南店様
㈱エレナ エレナ佐々店様
㈱エレナ エレナ竹松店様
㈱エレナ エレナ田平店様
㈱エレナ エレナ久原店様
㈱エレナ エレナ山祇店様
㈱オークワ オークワ 箕島店様
㈱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店様
㈱オークワ パレマルシェ 堀田店様
㈱キクコウストア 花巻不動店様
㈱サニーマート サニーマート高須店様
㈱サニーマート サニーマート六泉寺店様
生活協同組合 共立社 コープ大山様
生活協同組合 共立社 コープ切添様
生活協同組合 共立社 コープなかのくち様
生活協同組合 共立社 こぴあコープ酒田様
生活協同組合 共立社 鶴岡協同の家こぴあ様
生活協同組合コープえひめ コープ喜田村店様
㈱セイミヤ 成田芝山店様
㈱セイミヤ 多古店様
㈱セイミヤ 鉾田安房店様
㈱せんどう せんどうちはら台店様
相鉄ローゼン㈱ そうてつローゼンひなた山店様
相鉄ローゼン㈱ 
そうてつローゼンモザイク港北店様
㈱道北アークス スーパーチェーンふじ美瑛店様
長野県A・コープ ファーマーズおおまち店様
㈱ニシムタ スーパーセンターニシムタ鹿屋店様
㈱原信 岩上店様
福井県民生活協同組合 ハーツ神中店様
㈱フジ・リテイリング フジグラン葛島様
㈱フジ・リテイリング フジグラン北浜様
㈱フジ・リテイリング フジ桜井店様
㈱フジ・リテイリング フジ夏目店様
㈱フジ・リテイリング フジ広見店様
㈱フジ・リテイリング フジ松江店様
ホクレン農業協同組合（Aコープチェーン） 
Aコープびばいコア店様
㈱ママイ 伊予店様
㈱マミーマート 栗橋店様
㈱マミーマート 坂戸八幡店様
㈱マミーマート 芝園店様
みやぎ生活協同組合 富沢店様
みやぎ生活協同組合 名取西店様
ヤオマサ㈱ ヤオマサ鴨宮店様
㈱ラルズ ビッグハウスエクストラ店様
㈱リウボウストア 浦西りうぼう様

母の日 ガーナ賞（5千円）

3万円

1万円

10万円

㈱セイミヤ
小美玉店様

パッケージカラーを生かしてガーナミ
ルクでハートをつくり、お母さんへの
愛を表現しています。また近隣の幼稚
園の園児が描いてくれたママの似顔絵
を一緒に展示することで、あたたかい
売場となっています。ほかにも花束の
装飾やバケットなども使用しながら細
部までこだわった展開でお見事です。
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そうてつローゼンたいら店様
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㈱アスタラビスタ 大川店様

㈲ケーワイカンパニー 
キッチンランドサンサン様



〈店舗賞〉アイスコース

企業賞

㈱光洋様

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
㈱遠鉄ストア様
アルビス㈱様
㈱オークワ様
㈱フジ・リテイリング様
生活協同組合コープえひめ様
㈱エレナ様

㈱スーパー王子 スーパーオオジ 富松店様
㈱セイミヤ 小美玉店様
㈱ハローズ 玉島店様
㈱ハローズ 引野店様
㈱マルミヤストア マルミヤストア中ノ島店様

青森県民生活協同組合 コスモス館様
イオン北海道㈱ イオン旭川永山店様
イオン北海道㈱ マックスバリュ恵庭店様
㈱伊藤チェーン 泉松森店様
㈱遠鉄ストア 天王店様

青森県民生活協同組合 あじさい館様
青森県民生活協同組合 おいらせ店様
青森県民生活協同組合 金沢店様
青森県民生活協同組合 さくら館様
青森県民生活協同組合 新城店様
青森県民生活協同組合 佃店様
青森県民生活協同組合 ひまわり館様
青森県民生活協同組合 八重田店様
イオン北海道㈱ イオン岩見沢店様
イオン北海道㈱ イオン札幌苗穂店様
イオン北海道㈱ イオン札幌発寒店様
イオン北海道㈱ イオン札幌藻岩店様
イオン北海道㈱ イオン札幌元町店様
イオン北海道㈱ イオン湯川店様
イオン北海道㈱ マックスバリュ北1条東店様
イオン北海道㈱ マックスバリュ登別店様
㈱伊藤チェーン 仙台泉店様
㈱一号舘 Ichigokan+PLUS 桑名陽だまり店様
Aコープ東日本 JAファーマーズ太田藪塚店様
Aコープ東日本 JAファーマーズブレイス店様
㈱遠鉄ストア フードワン東伊場店様
㈱オークワ オークワ高石羽衣店様
㈱オザム オザムバリュー川越天沼店様
㈱光洋 KOHYO小野原店様
㈱光洋 KOHYO東生駒店様
㈱東武ストア 新田店様
㈱道北アークス スーパーチェーンふじ美瑛店様
㈱どんたく アスティ店様
㈱どんたく 高浜店様
㈱どんたく 東部店様
㈱どんたく ナッピィ店様
㈱どんたく ベイモール店様
㈱ハローズ 伊勢丘店様
㈱ハローズ 駅家モール店様
㈱ハローズ 江崎店様
㈱ハローズ 岡南店様
㈱ハローズ 西大寺店様
㈱ハローズ 新涯店様
㈱ハローズ 総社店様
㈱ハローズ 大門店様
㈱ハローズ 田ノ上店様
㈱ハローズ 当新田店様
㈱ハローズ 東古松店様
㈱ハローズ 緑町店様
㈱ハローズ 御幸店様
㈱フレイン フレイン小国店様
㈱丸合 西伯店様
㈱丸合 東福原店様
㈱丸善 野洲店様
㈱ラルズ ビッグハウスエクストラ店様

母の日 ガーナ賞（5千円）

3万円

10万円

1万円

10万円

50万円

イオン北海道㈱
イオン登別店様

平台を使用し、POPをうまく活用しな
がら、ガーナ一色の売場を展開してい
ます。
アイスのショーケースの横と後ろの売
り場でもガーナの菓子を陳列すること
によって、ブランド全体の視認性も上
がり、相乗効果のある売場展開です。
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青森県民生活協同組合 
アカシア館様

㈱フジ・リテイリング 
フジグラン丸亀様

クロスMD賞（2万円）

㈱伊藤チェーン 名取店様
㈱伊藤チェーン ゆりあげ 食彩館様
㈱銀ビルストアー ボンマルシェ白浜店様
㈱光洋 MaxValu 平野駅前店様
㈱トキハインダストリー 
トキハインダストリー佐伯店様
㈱原信 亀貝店様
㈱原信 白根店様
㈱ママイ ミラクルタウン郷東様
㈱マルイチ 矢巾店様
両備ホールディングス㈱ 
両備ストアカンパニー プラッツ 泉田店様




