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　　33 月月 1313 日日((金金))～～ 33 月月 1515 日日((日日))幕張メッセにて、幕張メッセにて、日本チェーンドラッグ日本チェーンドラッグ

ストア協会主催による第ストア協会主催による第 99 回回 JAPANJAPAN ドラッグストアショーが開催されましドラッグストアショーが開催されまし

た。た。

　テーマは　テーマは「今日から「今日から“セルフメディケーション生活”“セルフメディケーション生活”ドラッグストアかドラッグストアか

らひろがる、らひろがる、街の元気と家族の安心！」街の元気と家族の安心！」
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第９回第９回

ＪＡＰＡＮドラッグストアショー開催速報ＪＡＰＡＮドラッグストアショー開催速報

開催中の来場者数は開催中の来場者数は

33 月月 1313 日日 （バイヤーズデイ）（バイヤーズデイ） 　　　　　　  　曇　曇 37,65237,652 人人

33 月月 1414 日日 （バイヤーズデイ／一般）　雨（バイヤーズデイ／一般）　雨 ・・ 強風強風 42,23142,231 人人

33 月月 1515 日日 （一般）（一般） 晴晴 46,53446,534 人人

期間中総数期間中総数 126 ,417126 ,417 人の来場となりました。人の来場となりました。

　今回は、　今回は、22 日目に雨と強風のため開場を日目に雨と強風のため開場を 4040 分遅らせるというアクシデン分遅らせるというアクシデン

トがありましたが、トがありましたが、昨年同様昨年同様 1 21 2 万人以上の来場がありました。万人以上の来場がありました。

　なお、　なお、ショーの実施概要並びに同時開催されましたショーの実施概要並びに同時開催されました「「EDIEDI 特別セミナー」特別セミナー」

「ＪＡＣＤＳカテゴリーマネジメント導入事例発表会」、「ＪＡＣＤＳカテゴリーマネジメント導入事例発表会」、「第「第 44 回セルフメ回セルフメ

ディケーションアワード」ディケーションアワード」の結果につきましては後頁をご覧下さい。の結果につきましては後頁をご覧下さい。

　今後とも、　今後とも、ご協力、ご協力、ご支援の程、ご支援の程、よろしくお願い致します。よろしくお願い致します。

日本チェーンドラッグストア協会日本チェーンドラッグストア協会

会長　　松本　南海雄会長　　松本　南海雄

※昨年実績※昨年実績

11 日目　日目　33,50833,508 人　晴人　晴

22 日目　日目　48,93548,935 人　晴人　晴

33 日目　日目　46,41646,416 人　晴人　晴

合計　合計　 128,859 128,859 人人
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第第 99 回ＪＡＰＡＮドラッグストアショー　実施概要回ＪＡＰＡＮドラッグストアショー　実施概要

　　33 月月 1313 日日((金金))～～ 33 月月 1515 日日((日日))のの 33 日間、日間、千葉千葉・・幕張メッセ幕張メッセ 44・・55・・66・・77・・88 ホールホール

において開催し、において開催し、1 21 2 万万 66 千人以上の来場者がありました。千人以上の来場者がありました。

　　22 日目は悪天候のため、日目は悪天候のため、開場を開場を 4 04 0 分遅らせるというアクシデントがありましたが、分遅らせるというアクシデントがありましたが、

趣向を凝らした出展ブースやセミナー、趣向を凝らした出展ブースやセミナー、そして、そして、テーマブースに、テーマブースに、来場者が殺到。来場者が殺到。

一時は広くとった通路も満足に通れない状態でした。一時は広くとった通路も満足に通れない状態でした。また、また、今回の出展者今回の出展者 3 1 73 1 7 社参社参

加のブースコンテストは、加のブースコンテストは、次のような表彰となりました。次のような表彰となりました。

　また、　また、イベントステージではヘルスケアアドバイザーでもある生島ヒロシさんのイベントステージではヘルスケアアドバイザーでもある生島ヒロシさんの

司会と、司会と、野々村真さん夫妻の司会で行われたクイズ大会をはじめ、野々村真さん夫妻の司会で行われたクイズ大会をはじめ、マジカルイマジカルイ

リュージョンショー、リュージョンショー、ザザ・・ヒットパレード’ヒットパレード’8 08 0 で来場者を楽しませました。で来場者を楽しませました。また、また、

お子さま向けには炎神戦隊ゴーオンジャーショーが行われ、お子さま向けには炎神戦隊ゴーオンジャーショーが行われ、ご来場者は家族で楽しご来場者は家族で楽し

いひとときを過ごされました。いひとときを過ごされました。

　テーマイベント　テーマイベント 2 0 0 92 0 0 9 では、では、「改正薬事法提案ゾーン」「改正薬事法提案ゾーン」とと「ＪＡＣＤＳ活動紹介「ＪＡＣＤＳ活動紹介

ゾーン」ゾーン」を設置。を設置。特に特に「改正薬事法提案ゾーン」「改正薬事法提案ゾーン」ではでは 66 月に施行される改正薬事法月に施行される改正薬事法

の内容に沿った仮想売場に来場者が目白押しの状態でした。の内容に沿った仮想売場に来場者が目白押しの状態でした。皆さんカメラで売場を皆さんカメラで売場を

撮影したりメモをしたりと、撮影したりメモをしたりと、66 月月 11 日に向けた準備を万全にするための多くの内容を日に向けた準備を万全にするための多くの内容を

会社に持ち帰っていました。会社に持ち帰っていました。

                              第第 99 回ＪＡＰＡＮドラッグストアショー　実行委員長　富山　睦浩回ＪＡＰＡＮドラッグストアショー　実行委員長　富山　睦浩

　　＜ブースコンテスト＞＜ブースコンテスト＞

　　　　

【新商品コレクション】【新商品コレクション】

会長賞 実行委員長賞 協会特別賞
業界関係者投票部門 (株)資生堂 (株)テロソンコーポレーション 山崎製パン(株)
一般関係者投票部門 (株)ウェ・ルコ ピップクループ カゴメ(株)

総合の部 大賞 株式会社資生堂

準大賞 株式会社岡村製作所

花王・カネボウ化粧品

優秀賞 株式会社井田両国堂

第一三共ヘルスケア株式会社

ロート製薬株式会社

特別賞の部 協会会長特別賞 明治製菓株式会社

興和株式

株式会社大山

実行委員長特別賞 株式会社ジャパンゲートウェイ

株式会社大木グループ

株式会社東京堂

審査委員会特別賞 ジェクス株式会社

ハンスキン

ヘリオス酒造株式会社

特別企画賞 武田薬品工業株式会社

株式会社日本アクセス

あらたグループ

デザイン賞 ユニリーバ・ジャパン株式会社

日本ロレアル株式会社

クラシエホームプロダクツ販売
株式会社
クラシエ薬品株式会社
クラシエフーズ株式会社
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  ＪＡＣＤＳカテゴリーマネージメント導入事例発表会ＪＡＣＤＳカテゴリーマネージメント導入事例発表会

　　会員企業会員企業 33 社がカテゴリーマネージメントを導入した貴重な事例を発表しました。社がカテゴリーマネージメントを導入した貴重な事例を発表しました。まま

た、た、ＪＡＣＤＳ版カテゴリーマネジメントＪＡＣＤＳ版カテゴリーマネジメント・・テンプレート制作報告も行われました。テンプレート制作報告も行われました。当当

日は約日は約 4 8 04 8 0 名が集まり、名が集まり、会場は満杯状態。会場は満杯状態。製製・・配配・・販の協働型コラボレーションに興味販の協働型コラボレーションに興味

深く耳を傾けていました。深く耳を傾けていました。

　来年度はカテゴリーマネジメントの業界への普及を目指した活動を進めてまいります。　来年度はカテゴリーマネジメントの業界への普及を目指した活動を進めてまいります。

　　　　　　　　　　　　　　ＪＡＣＤＳカテゴリーマネジメント委員長　櫻井　清　　　　　　　　　　　　　　ＪＡＣＤＳカテゴリーマネジメント委員長　櫻井　清

　＜同時開催＞　＜同時開催＞

　　　日時　　　日時：：20092009 年年 33 月月 1313 日日（金）　（金）　1414：：3030 ～～ 1717：：1010

　　　場所　　　場所：：千葉千葉・・幕張メッセ　国際会議場２階　国際会議室幕張メッセ　国際会議場２階　国際会議室

　　　発表　　　発表：：（株）（株）くすり自然堂、くすり自然堂、（株）（株）ぱぱすぱぱす（株）（株）丸大サクラヰ薬局丸大サクラヰ薬局

　　　参加者数　　　参加者数：：約約 4 8 04 8 0 名名

第第 44 回セルフメディケーションアワード回セルフメディケーションアワード

　ＪＡＣＤＳ正会員企業に勤める薬剤師、　ＪＡＣＤＳ正会員企業に勤める薬剤師、薬種商、薬種商、栄養士栄養士・・管理栄養士、管理栄養士、ＪＡＣＤＳ認ＪＡＣＤＳ認

定の各種アドバイザー定の各種アドバイザー（（HC AH C A・・BC AB C A・・BB AB B A・・KP AK P A））らを対象にセルフメディケーション推進らを対象にセルフメディケーション推進

のためののための“実践に基づく論文”“実践に基づく論文”を募集。を募集。また薬学生また薬学生・・薬業専門学校生からは薬業専門学校生からは“少子高齢“少子高齢

化時代における予防や健康づくり”化時代における予防や健康づくり”に関する論文を募集いたしました。に関する論文を募集いたしました。これまでで最多これまでで最多

のの 2 7 52 7 5 作品の応募があり、作品の応募があり、３回の審査を行い３回の審査を行い 33 月月 1 31 3 日グランプリ候補日グランプリ候補 77 名と薬学生名と薬学生・・専専

門学校生の最優秀大賞の門学校生の最優秀大賞の 11 名が論文を発表。名が論文を発表。最終審査の結果、最終審査の結果、栄えあるグランプリ、栄えあるグランプリ、準準

グランプリ、グランプリ、各賞が次のとおり決定し、各賞が次のとおり決定し、表彰されました。表彰されました。表彰者並びに概要は以下のと表彰者並びに概要は以下のと

おりです。おりです。

　これからも専門知識を活かし、　これからも専門知識を活かし、地域社会に貢献するドラッグストアに勤める専門家の地域社会に貢献するドラッグストアに勤める専門家の

レベルアップをアワード等を通じて図っていきます。レベルアップをアワード等を通じて図っていきます。

セルフメディケーションアワード実行委員長セルフメディケーションアワード実行委員長

羽生　富雄羽生　富雄

　＜開催概要＞　グランプリ候補作品発表並びにグランプリ等表彰　＜開催概要＞　グランプリ候補作品発表並びにグランプリ等表彰

　　　日時　　　日時：：20092009 年年 33 月月 1313 日日((金金))　　1313：：0000 ～～ 1515：：0000

　　　場所　　　場所：：千葉千葉・・幕張メッセ　国際展示場　４ホール　イベントステージ幕張メッセ　国際展示場　４ホール　イベントステージ

　　　参加者数　　　参加者数：：約約 1 0 01 0 0 名名

　　　アワード募集期間　　　アワード募集期間：：20082008 年年 1010 月１日～月１日～ 20092009 年年 11 月月 1515 日日

　　　応募総数　　　応募総数：：2 7 52 7 5 作品　　内訳作品　　内訳：：薬剤師薬剤師 1 1 21 1 2　薬種商　薬種商 77　栄養士　栄養士・・管理栄養士管理栄養士 2 42 4

　　　　  ＨＣＡＨＣＡ 6666　ＢＣＡ　ＢＣＡ 1818　ＢＢＡ　ＢＢＡ 22　漢方Ａ　漢方Ａ 22

その他の薬業従事者その他の薬業従事者 3 23 2 　薬学生　薬学生・・専門学校生専門学校生 1 21 2

ＥＤＩ特別セミナーＥＤＩ特別セミナー

　　22 年間にわたり行われた経済産業省委託事業年間にわたり行われた経済産業省委託事業「チェーンドラッグ業界における流通シ「チェーンドラッグ業界における流通シ

ステム標準化の検討」ステム標準化の検討」の内容を踏まえ、の内容を踏まえ、ドラッグストア業界の標準ＥＤＩの推進と医薬ドラッグストア業界の標準ＥＤＩの推進と医薬

品説明文書の対応方法をデータベースセンターを管理する品説明文書の対応方法をデータベースセンターを管理する(( 株株)) プラネットが、プラネットが、わかりやわかりや

すく説明しました。すく説明しました。参加者は企業判断において重要なポイントとなるＥＤＩの内容を熱参加者は企業判断において重要なポイントとなるＥＤＩの内容を熱

心に聴いていました。心に聴いていました。

　来年度は普及に向けた取り組みを進めてまいります。　来年度は普及に向けた取り組みを進めてまいります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＥＤＩ推進委員長　江黒　純一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＥＤＩ推進委員長　江黒　純一

＜開催概要＞＜開催概要＞

　　　日時　　　日時：：20092009 年年 33 月月 1313 日日((金金)13)13：：0000 ～～ 1414：：2020

　　　場所　　　場所：：千葉　幕張メッセ　国際会議場２階　国際会議室千葉　幕張メッセ　国際会議場２階　国際会議室

　　　参加者数　　　参加者数：：約約 3 2 03 2 0 名名
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グランプリ　グランプリ　 勝間田　れい子勝間田　れい子(( 薬剤師）　　　（株）薬剤師）　　　（株）キリン堂キリン堂

　テーマ　テーマ「ドラッグストア進化論」「ドラッグストア進化論」

準グランプリ　準グランプリ　 本田　明子本田　明子（ＨＣＡ）　　　（株）（ＨＣＡ）　　　（株）丸大サクラヰ薬局丸大サクラヰ薬局

　テーマ　テーマ「ヘルスケアアドバイザーの資格を生かし、「ヘルスケアアドバイザーの資格を生かし、実践した事」実践した事」

会長賞会長賞 水谷　由美水谷　由美（管理栄養士）　　　（管理栄養士）　　　(( 株株)) ユタカファーマシーユタカファーマシー

　テーマ　テーマ「ドラッグストアにおける管理栄養士としての存在意義」「ドラッグストアにおける管理栄養士としての存在意義」

実行委員長賞実行委員長賞 大木　優子大木　優子（ＢＢＡ）　　　（株）（ＢＢＡ）　　　（株）マツモトキヨシマツモトキヨシ

　　　　 　テーマ　テーマ「ベビーケアアドバイザーとしての一年」「ベビーケアアドバイザーとしての一年」

　　

審査委員長賞審査委員長賞 高野　良子高野　良子（薬剤師）　　（薬剤師）　　 ( ( 株）株）ユタカファーマシーユタカファーマシー

　テーマ　テーマ「かかりつけ薬剤師を目指して、「かかりつけ薬剤師を目指して、セルフメディケーションにセルフメディケーションに

　　　　　　　　　　　　　　　　関わること」　　　　　　　　　　　　　　　　関わること」

審査委員特別賞審査委員特別賞 中野　佳代子中野　佳代子（ＨＣＡ）　（ＨＣＡ）　      （株）（株）キリン堂キリン堂

　テーマ　テーマ「セルフメディケーション推進のため、「セルフメディケーション推進のため、自分の資格を活かし自分の資格を活かし

仕事を通じて実践したこと」仕事を通じて実践したこと」

落合　加苗落合　加苗（ＢＣＡ）（ＢＣＡ） ((株株)) ドラッグストアバイゴードラッグストアバイゴー

　　　テーマ　　　テーマ「商品を販売するという事」「商品を販売するという事」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

＜セルフメディケーションアワード表彰結果＞＜セルフメディケーションアワード表彰結果＞

　　学生の部学生の部・・最優秀大賞最優秀大賞

鳥居　香帆里鳥居　香帆里 北海道薬科大学北海道薬科大学

　テーマ　テーマ「少子高齢化社会における予防や健康づくりのために「少子高齢化社会における予防や健康づくりのために

～私の目指す薬剤師～私の目指す薬剤師像～」像～」
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＜各カテゴリー賞受賞者一覧＞＜各カテゴリー賞受賞者一覧＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（社名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（社名 5 05 0 音順）音順）

■■  薬剤師の部薬剤師の部

大　賞大　賞 大田　博之大田　博之 ㈱マツモトキヨシ㈱マツモトキヨシ

準大賞準大賞 嶋谷　一久嶋谷　一久 ㈱ユタカファーマシー㈱ユタカファーマシー

優秀賞優秀賞 浅井　雅浩浅井　雅浩 ㈱ジップドラッグ㈱ジップドラッグ

　〃　〃 浅利　秀人浅利　秀人 ㈱ぱぱす㈱ぱぱす

　〃　〃 鈴木　友英鈴木　友英 ㈱マツモトキヨシ㈱マツモトキヨシ

　〃　〃 富永　千尋富永　千尋 ㈱ユタカファーマシー㈱ユタカファーマシー

　〃　〃 中村　江里中村　江里 ㈱ユタカファーマシー㈱ユタカファーマシー

　〃　〃 村上　智子村上　智子 ㈱ライフォート㈱ライフォート

■■  薬種商の部薬種商の部

大　賞大　賞 小嶋　隆夫小嶋　隆夫 ㈱星光堂薬局㈱星光堂薬局

優秀賞優秀賞 竹津　孝次竹津　孝次 ㈱星光堂薬局㈱星光堂薬局

■■  栄養士栄養士・・管理栄養士の部管理栄養士の部

大　賞大　賞 伏屋　江利子伏屋　江利子 杉浦薬品㈱杉浦薬品㈱

準大賞準大賞 山室　由葵山室　由葵 ㈱ユタカファーマシー㈱ユタカファーマシー

優秀賞優秀賞 岩岡　陽穂岩岡　陽穂 ㈱マツモトキヨシ㈱マツモトキヨシ

■■  その他の薬業従事者の部その他の薬業従事者の部

優秀賞優秀賞 吉田　拓也吉田　拓也 ㈱星光堂薬局㈱星光堂薬局

　〃　〃 熱海　あけみ熱海　あけみ ㈱ツルハホールディングス㈱ツルハホールディングス

　〃　〃 佐々木　良佐々木　良 ヒグチ産業㈱ヒグチ産業㈱

■■  ヘルスケアアドバイザーの部ヘルスケアアドバイザーの部

大　賞大　賞 浦部　貴典浦部　貴典 ㈱ジップドラッグ㈱ジップドラッグ

準大賞準大賞 中山　絢中山　絢 ㈱龍生堂本店㈱龍生堂本店

優秀賞優秀賞 大原　康平大原　康平 ㈱イレブン㈱イレブン

　〃　〃 柏　智明柏　智明 ㈱カメガヤ㈱カメガヤ

　〃　〃 佐野　高志佐野　高志 ㈱くすり自然堂㈱くすり自然堂

　〃　〃 諸橋　智葉諸橋　智葉 ㈱星光堂薬局㈱星光堂薬局

　〃　〃 藤原　智則藤原　智則 ヒグチ産業㈱ヒグチ産業㈱

　〃　〃 大平　洋平大平　洋平 ㈱ライフォート㈱ライフォート

　〃　〃 鴫谷　寛樹鴫谷　寛樹 ㈱ライフォート㈱ライフォート

■■  ビューティケアアドバイザーの部ビューティケアアドバイザーの部

大　賞大　賞 坂本　愛友香坂本　愛友香 スギホールディングス㈱スギホールディングス㈱

準大賞準大賞 櫻井　瞳櫻井　瞳 ㈱ドラッグストアバイゴー㈱ドラッグストアバイゴー

優秀賞優秀賞 志田　満里奈志田　満里奈 ㈱ドラッグストアバイゴー㈱ドラッグストアバイゴー

■■  漢方アドバイザーの部漢方アドバイザーの部

準大賞準大賞 秋山　宏則秋山　宏則 ㈱ドラッグストアバイゴー㈱ドラッグストアバイゴー

優秀賞優秀賞 中根　達夫中根　達夫 助信駅前薬局助信駅前薬局

■■  薬学生薬学生・・薬業専門学校生の部薬業専門学校生の部

準大賞準大賞 清水　悠介清水　悠介 東京医薬専門学校東京医薬専門学校


