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　　33 月月 1616 日日((金金))～～ 33 月月 1818 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 1212 回回 JAPANJAPAN ドラッグストアショーが開催されまドラッグストアショーが開催されま

した。した。

　テーマは　テーマは「セルフメディケーション宣言～がんばろう日本！ドラッグス「セルフメディケーション宣言～がんばろう日本！ドラッグス

トアでつながる家族の元気！日本の元気！」トアでつながる家族の元気！日本の元気！」
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第１２回第１２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 1616 日日 （バイヤーズデイ）（バイヤーズデイ） 　　　　　　  　晴　晴 41,05441,054 人人

33 月月 1717 日日 （バイヤーズデイ／一般）（バイヤーズデイ／一般） 雨雨 39,85339,853 人人

33 月月 1818 日日 （バイヤーズデイ／一般）（バイヤーズデイ／一般） 曇時々雨曇時々雨 44,82144,821 人人

期間中総数期間中総数 125 ,728125 ,728 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、一昨年同様一昨年同様 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「標準「標準 EDIEDI 特別セミ特別セミ

ナー」、ナー」、「第「第 77 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」の開催状況並びに結果の開催状況並びに結果

につきましては後頁をご覧下さい。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

第第 1212 回回 JAPANJAPAN ドラッグストアショー実行委員長ドラッグストアショー実行委員長

浦上　晃之浦上　晃之

※一昨年実績※一昨年実績

11 日目　日目　37,47537,475 人　晴人　晴

22 日目　日目　43,25943,259 人　晴人　晴

33 日目　日目　48,17748,177 人　晴人　晴

合計合計  128,911  128,911 人人
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第第 1 21 2 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

　　

　　

　　　　

【【ブースコンテストブースコンテスト】】
総合の部総合の部 最優秀大賞最優秀大賞 株式会社ジャパンゲートウェイ株式会社ジャパンゲートウェイ

大賞大賞 株式会社太田胃散株式会社太田胃散
準大賞準大賞 三菱食品株式会社三菱食品株式会社
準大賞準大賞 エステー株式会社エステー株式会社
準大賞準大賞 ゼリア新薬工業株式会社ゼリア新薬工業株式会社
優秀賞優秀賞 株式会社井田両国堂株式会社井田両国堂
優秀賞優秀賞 株式会社資生堂株式会社資生堂
優秀賞優秀賞 佐藤製薬株式会社佐藤製薬株式会社
優秀賞優秀賞 大塚製薬株式会社大塚製薬株式会社
優秀賞優秀賞 コカコカ・・コーライーストジャパンチェーンストアセールス株式会社コーライーストジャパンチェーンストアセールス株式会社
優秀賞優秀賞 ロート製薬株式会社ロート製薬株式会社
優秀賞優秀賞 大幸薬品株式会社大幸薬品株式会社
優秀賞優秀賞 摩耶堂株式会社摩耶堂株式会社
優秀賞優秀賞 第一三共ヘルスケア株式会社第一三共ヘルスケア株式会社
優秀賞優秀賞 株式会社コンバートコミュニケーションズ株式会社コンバートコミュニケーションズ

特別賞の部特別賞の部 協会会長特別賞協会会長特別賞 株式会社岡村製作所株式会社岡村製作所
協会会長特別賞協会会長特別賞 花王花王・・カネボウ化粧品カネボウ化粧品
協会会長特別賞協会会長特別賞 クラシエホールディングス株式会社クラシエホールディングス株式会社
実行委員長特別賞実行委員長特別賞 牛乳石鹸共進社牛乳石鹸共進社（株）（株）／／（株）（株）バイソンバイソン
実行委員長特別賞実行委員長特別賞 株式会社明治株式会社明治
実行委員長特別賞実行委員長特別賞 ホーユー株式会社ホーユー株式会社
審査委員会特別賞審査委員会特別賞 アース製薬株式会社アース製薬株式会社
審査委員会特別賞審査委員会特別賞 全薬工業株式会社全薬工業株式会社
審査委員会特別賞審査委員会特別賞 （株）（株）コーセー／コーセー化粧品販売コーセー／コーセー化粧品販売（株）（株）／コーセーコスメポート／コーセーコスメポート（株）（株）

特別企画賞特別企画賞 株式会社大木株式会社大木
特別企画賞特別企画賞 武田薬品工業株式会社武田薬品工業株式会社
特別企画賞特別企画賞 ユニユニ・・チャーム株式会社チャーム株式会社
デザイン賞デザイン賞 Recre CosmeticsRecre Cosmetics””ReskinReskin””
デザイン賞デザイン賞 株式会社マンダム株式会社マンダム
デザイン賞デザイン賞 株式会社株式会社 JRSJRS コーポレーションコーポレーション

【新商品コレクション】【新商品コレクション】

　　33月月 1616日日((金金))～～ 33月月 1818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ホールにおホールにお

いて開催し、いて開催し、1212万万55千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。

　天候あまりよくありませんでしたが、　天候あまりよくありませんでしたが、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。広くとった通路も満足に通れない状態でした。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366366社参加のブースコンテスト並びに社参加のブースコンテスト並びに346346品が出品された新商品コレクショ品が出品された新商品コレクショ

ンは、ンは、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イベントステージでは「健康情報バラエティーショー」、「健康情報バラエティーショー」、「ビューティ☆フォー「ビューティ☆フォー

ラムラム20122012」、」、「美容と健康◎×クイズ」、「美容と健康◎×クイズ」、「地域密着ライブ」「地域密着ライブ」などで来場者を楽しませましなどで来場者を楽しませまし

た。た。また、また、お子さま向けには仮面ライダーフォーゼショーが行われ、お子さま向けには仮面ライダーフォーゼショーが行われ、ご来場者は家族でご来場者は家族で

楽しいひとときを過ごされました。楽し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20122012では、では、「「JACDSJACDS人材育成研修」、人材育成研修」、「改正薬事法「改正薬事法100100％遵守」％遵守」「第１類医「第１類医

薬品、薬品、セルフメディケーション、セルフメディケーション、介護制度」介護制度」「健康ライフステージ」「健康ライフステージ」「「JACDSJACDS活動紹介」活動紹介」のの

55つのゾーンに分けてこれからのドラッグストアをお知らせしました。つのゾーンに分けてこれからのドラッグストアをお知らせしました。業界関係者が熱心業界関係者が熱心

にメモを取る姿が目立ち、にメモを取る姿が目立ち、これからのドラッグストア業界に大きなインパクトを与えるこれからのドラッグストア業界に大きなインパクトを与える

こととなりました。こととなりました。

会長賞 実行委員長賞 特別賞

業界関係者投票部門 エスエス製薬　株式会社 株式会社　明治 ユニリーバ・ジャパン・カスタマーマーケティング（株）

一般来場者投票部門 アース製薬　株式会社 アルフレッサヘルスケア株式会社 養命酒製造株式会社



【第【第 1011 0 1 号－号－ 33】】

【標準ＥＤＩ【標準ＥＤＩ（流通ＢＭＳ）（流通ＢＭＳ）推進特別セミナー】推進特別セミナー】

　　江黒委員長が挨拶されたのち、江黒委員長が挨拶されたのち、経済産業省、経済産業省、ドラッグストア企業、ドラッグストア企業、スーパーマースーパーマー

ケット、ケット、卸、卸、流通システム開発センターなどから事例報告や標準ＥＤＩの重要性が流通システム開発センターなどから事例報告や標準ＥＤＩの重要性が

報告されました。報告されました。参加者はこれからのＥＤＩ推進のポイントと内容について熱心に参加者はこれからのＥＤＩ推進のポイントと内容について熱心に

耳を傾けていました。耳を傾けていました。

　今後は標準ＥＤＩの普及に向けた活動を積極的に進めてまいります。　今後は標準ＥＤＩの普及に向けた活動を積極的に進めてまいります。

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

　＜同時開催＞　＜同時開催＞

　　　日時　　　日時：：20122012 年年 33 月月 1616 日日((金金)14)14：：0000 ～～ 1616：：1515

　　　場所　　　場所：：千葉　幕張メッセ　国際展示場内　セミナールーム千葉　幕張メッセ　国際展示場内　セミナールーム（Ａ）（Ａ）

　　　参加者数　　　参加者数：：約約 150150 名名

【第【第 77 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、登録販売者、登録販売者、栄養士栄養士・・管理栄養士、管理栄養士、ＪＡＪＡ

ＣＤＳ認定の各種アドバイザーＣＤＳ認定の各種アドバイザー（（HCAHCA・・BCABCA・・BBABBA・・KPAKPA））らを対象にセルフメディらを対象にセルフメディ

ケーション推進のためのケーション推進のための“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・・薬業専門学校薬業専門学校

生からは生からは“期待される薬剤師像“期待される薬剤師像・・登録販売者とは”登録販売者とは”などをテーマとした論文を募集などをテーマとした論文を募集

いたしました。いたしました。今回は今回は 302302 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 1616 日グランプ日グランプ

リ候補リ候補 66 名と薬学生が論文を発表。名と薬学生が論文を発表。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、準グラ準グラ

ンプリ、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。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。

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

櫻井　清櫻井　清

　　

＜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：：20122012 年年 33 月月 1616 日日((金金))　　1212：：3030 ～～ 1414：：3030

　　　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 120120 名名

　　　アワード募集期間　　　アワード募集期間：：20112011 年年 1010 月１日～月１日～ 20122012 年年 11 月月 1515 日日

　　　応募総数　　　応募総数：：302302 作品　　作品　　

　　内訳内訳：：薬剤師薬剤師 5 25 2　登録販売者　登録販売者 1 7 21 7 2　栄養士　栄養士・・管理栄養士管理栄養士 2 62 6　ＨＣＡ　ＨＣＡ 66　ＢＣＡ　ＢＣＡ 33

　　 　　ＢＢＡ　　ＢＢＡ 00　漢方Ａ　漢方Ａ 22　薬学生　薬学生・・専門学校生専門学校生 3 83 8 　その他の薬業従事者　その他の薬業従事者 33　　



【第【第 1011 0 1 号－号－ 44】】

　【第　【第 77 回セルフメディケーションアワード表彰結果】回セルフメディケーションアワード表彰結果】

■■グランプリグランプリ

柳瀬　沙矢加柳瀬　沙矢加 （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の信念『ドラッグストアにおける管理栄養士の信念

　　　　～地域密着活動を通して人とのつながりを～』　　　　～地域密着活動を通して人とのつながりを～』

■準グランプリ■準グランプリ

松岡松岡  美和美和 （株）（株）キリン堂キリン堂

テーマテーマ『ドラッグストアの知恵袋』『ドラッグストアの知恵袋』

■会長賞■会長賞

三浦　由起子三浦　由起子 （株）（株）龍生堂本店龍生堂本店

テーマテーマ『対面販売と情報提供について『対面販売と情報提供について

　　　　～インターネット販売ではなしえないドラッグストアでの取り組み～』　　　　～インターネット販売ではなしえないドラッグストアでの取り組み～』

■実行委員長賞■実行委員長賞

宗前　貴尚　（株）宗前　貴尚　（株）イレブンイレブン

テーマテーマ『登録販売者としてお客様に出来る事』『登録販売者としてお客様に出来る事』

■審査委員長賞■審査委員長賞

冨田　二三夫冨田　二三夫 　寺島薬局　寺島薬局（株）（株）

テーマテーマ『３．『３．１１東日本大震災を経験して』１１東日本大震災を経験して』

■審査委員特別賞■審査委員特別賞

大本　千年大本　千年 （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『『66年生薬学教育で、年生薬学教育で、私たちドラッグストアがやらなければいけないこと』私たちドラッグストアがやらなければいけないこと』

鈴木　舞鈴木　舞 城西大学薬学部城西大学薬学部

テーマテーマ『生活における薬学の価値』『生活における薬学の価値』
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〈各カテゴリー受賞者〉〈各カテゴリー受賞者〉

■薬剤師の部■薬剤師の部

大　賞大　賞 赤堀　一仁赤堀　一仁 （株）（株）ユタカファーマシーユタカファーマシー

準大賞準大賞 八鍬　理江八鍬　理江 （株）（株）ぱぱすぱぱす

優秀賞優秀賞 入濱　美子入濱　美子 （株）（株）ジップドラッグジップドラッグ

■登録販売者の部■登録販売者の部

大　賞大　賞 甲斐　俊介甲斐　俊介 （株）（株）新生堂薬局新生堂薬局

準大賞準大賞 中嶋　真希中嶋　真希 （株）（株）株式会社ライフォート株式会社ライフォート

優秀賞優秀賞 明石　知子明石　知子 （株）（株）カメガヤカメガヤ

堂本　一仁堂本　一仁 （株）（株）キリン堂キリン堂

尾崎　高弘尾崎　高弘 （株）（株）ジップドラッグジップドラッグ

冨田　竜樹冨田　竜樹 （株）（株）マツモトキヨシマツモトキヨシ

根城　慎一根城　慎一 （株）（株）丸大サクラヰ薬局丸大サクラヰ薬局

松尾　理香松尾　理香 （株）（株）龍生堂本店龍生堂本店

■栄養士■栄養士・・管理栄養士の部管理栄養士の部

大　賞大　賞 高橋　布由子高橋　布由子 （株）（株）ユタカファーマシーユタカファーマシー

準大賞準大賞 山口　汐梨山口　汐梨 （株）（株）ユタカファーマシーユタカファーマシー

■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

優秀賞優秀賞 大倉　実希子大倉　実希子 （株）（株）キリン堂キリン堂

■薬学生■薬学生・・薬業専門学校の部薬業専門学校の部

大　賞大　賞 遠藤　巧遠藤　巧 北日本医療福祉専門学校北日本医療福祉専門学校

準大賞準大賞 橋本　知歩橋本　知歩 仙台医療秘書福祉専門学校仙台医療秘書福祉専門学校

優秀賞優秀賞 上山　千尋上山　千尋 仙台医療秘書福祉専門学校仙台医療秘書福祉専門学校


