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本件に関するお問い合わせ先本件に関するお問い合わせ先

日本チェーンドラッグストア協会　事務局日本チェーンドラッグストア協会　事務局
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　　33 月月 1515 日日((金金))～～ 33 月月 1717 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 1313 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「夢ふくらむドラッグストアの進化～セルフメディケーション「夢ふくらむドラッグストアの進化～セルフメディケーション

で街に元気を！家族に元気を！～」で街に元気を！家族に元気を！～」

［第［第 115115 号］号］

発行発行：：日本チェーンドラッグストア協会　広報担当日本チェーンドラッグストア協会　広報担当

第１３回第１３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 1515 日日 （バイヤーズデイ）（バイヤーズデイ） 　　　　　　  　晴　晴 41,39641,396 人人

33 月月 1616 日日 （バイヤーズデイ／一般）（バイヤーズデイ／一般） 晴晴 45,40945,409 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）　 晴晴 45,15245,152 人人

期間中総数期間中総数 131 ,957131 , 957 人の来場となり、人の来場となり、 初めて初めて 1313 万人を超えました。万人を超えました。

　　

　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」、「面分業とドラッグストア調剤についての説明会」、「面分業とドラッグストア調剤についての説明会」、「第８回セルフ「第８回セルフ

メディケーションアワード」、メディケーションアワード」、「健康「健康（セルメ）（セルメ）川柳」川柳」の開催状況並びに結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。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

第第 1313 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

皆川　友夫皆川　友夫

※昨年実績※昨年実績

11 日目　日目　41,05441,054 人　晴人　晴

22 日目　日目　39,85339,853 人　雨人　雨

33 日目　日目　44,82144,821 人曇／雨人曇／雨

合計合計  125,728  125,728 人人
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第第 1 31 3 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 花王花王・・カネボウ化粧品カネボウ化粧品

大賞大賞 第一三共ヘルスケア第一三共ヘルスケア（株）（株）
準大賞準大賞 （株）（株）資生堂資生堂
準大賞準大賞 エーザイエーザイ（株）（株）
準大賞準大賞 （株）（株）カリエカリエ
優秀賞優秀賞 （株）（株）ジャパンゲートウェイジャパンゲートウェイ
優秀賞優秀賞 エステーエステー（株）（株）
優秀賞優秀賞 （株）（株）井田両国堂井田両国堂
優秀賞優秀賞 日本ロレアル日本ロレアル（株）（株）
優秀賞優秀賞 （株）（株）太田胃散太田胃散
優秀賞優秀賞 SHO-BISHO-BI（株）（株）
優秀賞優秀賞 ロート製薬ロート製薬（株）（株）
優秀賞優秀賞 （株）（株） コーセーコーセー// コーセー化粧品販売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）
優秀賞優秀賞 （株）（株）ダリヤダリヤ
優秀賞優秀賞 大幸薬品大幸薬品（株）（株）

特別賞の部特別賞の部 協会会長特別賞協会会長特別賞 武田薬品工業武田薬品工業（株）（株）
協会会長特別賞協会会長特別賞 （株）（株）マンダムマンダム
協会会長特別賞協会会長特別賞 （株）（株）大木グループ大木グループ
実行委員長特別賞実行委員長特別賞 大塚製薬大塚製薬（株）（株）
実行委員長特別賞実行委員長特別賞 サンスターサンスター（株）（株）
実行委員長特別賞実行委員長特別賞 ゼリア新薬工業ゼリア新薬工業（株）（株）// イオナインターナショナルイオナインターナショナル（株）（株）
審査委員会特別賞審査委員会特別賞 メディパルグループメディパルグループ
審査委員会特別賞審査委員会特別賞 ELLE girlELLE girl
審査委員会特別賞審査委員会特別賞 （株）（株）大山大山
特別企画賞特別企画賞 （株）（株）岡村製作所岡村製作所
特別企画賞特別企画賞 クラシエホームプロダクツ販売クラシエホームプロダクツ販売((株株)/)/クラシエ薬品クラシエ薬品((株株)/)/クラシエフーズクラシエフーズ((株株))
特別企画賞特別企画賞 アイリスオーヤマアイリスオーヤマ（株）（株）
デザイン賞デザイン賞 （株）（株）ダンロップホームプロダクツダンロップホームプロダクツ
デザイン賞デザイン賞 ジョンソンジョンソン・・エンドエンド・・ジョンソンジョンソン((株株))コンシューマーカンパニーコンシューマーカンパニー
デザイン賞デザイン賞 （株）（株）明治明治

【新商品コレクション】【新商品コレクション】

　　33 月月 1515 日日((金金))～～ 33 月月 1717 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 ホールにおいて開催ホールにおいて開催

し、し、 初めて初めて 1313 万人を超える来場者がありました。万人を超える来場者がありました。

　今回は天候にも恵まれ、　今回は天候にも恵まれ、 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、 そしてテーマブースに来場者が殺そしてテーマブースに来場者が殺

到。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、 今回の出展社今回の出展社 357357 社参加のブースコンテ社参加のブースコンテ

スト並びにスト並びに 308308 品が出品された新商品コレクションは、品が出品された新商品コレクションは、 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」、 「アスリート☆トークライブ」、「アスリート☆トークライブ」、 「知って「知って

得する！健康○×クイズ」、得する！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た。などで来場者を楽しませました。 また、また、 お子さま向お子さま向

けには仮面ライダーウィザードショーが行われ、けには仮面ライダーウィザードショーが行われ、 ご来場者は家族で楽しいひとときを過ごされました。ご来場者は家族で楽しいひとときを過ごされました。

　テーマブース　テーマブース 20132013 では、では、 「セルフメディケーション推進」、「セルフメディケーション推進」、 「面分業調剤への参入」「面分業調剤への参入」 「高齢者「高齢者 （介（介

護）護） 向けの提案」向けの提案」 「ドラッグストアの新たな役割」「ドラッグストアの新たな役割」 「「JACDSJACDS 活動紹介」活動紹介」 のの 55 つのゾーンに分けてこれ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。からのドラッグストアをお知らせしました。 業界関係者が熱心にメモを取る姿が目立ち、業界関係者が熱心にメモを取る姿が目立ち、 これからのドこれからのド

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。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。

日本チェーンドラッグストア協会　会長賞 第1３回ＪＡＰＡＮドラッグストアショー実行委員長賞 日本チェーンドラッグストア協会　特別賞

大正製薬株式会社
「リポビタンフィール」

アサヒ飲料株式会社
「アサヒ十六茶」

プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社
「h&s　for men」

NSファーファ・ジャパン株式会社
「ファーファコレクション柔軟剤」

宝酒造株式会社
「ジュレのお酒「果莉那-carina-」シリーズ」

エーザイ株式会社
「クリスタルヴェール マスク防菌２４」

業界関係者投票部門

一般来場者投票部門
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【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】

　毎年、　毎年、 ＪＡＰＡＮドラッグストアショーの展示会場内で開催しているＪＡＰＡＮドラッグストアショーの展示会場内で開催している 「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」

について、について、 今回は今回は 「導入方法と手順「導入方法と手順 ・・ 選べる導入形態と対応策」選べる導入形態と対応策」 ～標準ＥＤＩ～標準ＥＤＩ （流通ＢＭＳ）（流通ＢＭＳ） のメリットとそのメリットとそ

の効果～　と題して開催いたしました。の効果～　と題して開催いたしました。

　はじめに、　はじめに、 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、 一般財団法人流通システム開発センター様、一般財団法人流通システム開発センター様、 会員企業からは会員企業からは

((株株))マツモトキヨシホールディングス様とマツモトキヨシホールディングス様と((株株))イチワタ様、イチワタ様、 システムベンダーからは、システムベンダーからは、((株株))日立製作所様と日本情日立製作所様と日本情

報通信報通信((株株))様が具体的な導入手順、様が具体的な導入手順、 コストなどについて報告され、コストなどについて報告され、 最後に染谷副実行委員長より総括をして最後に染谷副実行委員長より総括をして

いただきました。いただきました。

　参加者は他のセミナーや参加した方でないと聞けない具体的な話に熱心に耳を傾けていただき、　参加者は他のセミナーや参加した方でないと聞けない具体的な話に熱心に耳を傾けていただき、 導入に対導入に対

して大変参考となるセミナーとなりました。して大変参考となるセミナーとなりました。

　今後も引き続き、　今後も引き続き、 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。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。

ＪＡＣＤＳ　業界標準化推進委員会　委員長　江黒　純一ＪＡＣＤＳ　業界標準化推進委員会　委員長　江黒　純一

　＜同時開催＞　＜同時開催＞

　　　日時　　　日時 ：： 20132013 年年 33 月月 1515 日日((金金)14)14 ：： 0000 ～～ 1616 ：： 3030

　　　場所　　　場所 ：： 千葉　幕張メッセ　国際展示場内４ホール　セミナールーム千葉　幕張メッセ　国際展示場内４ホール　セミナールーム （Ａ）（Ａ）

　　　参加者数　　　参加者数 ：： 約約 120120 名名

【調剤推進委員会【調剤推進委員会「面分業とドラッグストア調剤」「面分業とドラッグストア調剤」報告会】報告会】

　医薬分業に対して厳しい批判が相次いでいる中、　医薬分業に対して厳しい批判が相次いでいる中、日本チェーンドラッグストア協会の調日本チェーンドラッグストア協会の調

剤推進委員会は３月剤推進委員会は３月 1 51 5 日、日、「面分業とドラッグストア調剤」「面分業とドラッグストア調剤」報告会を開催した。報告会を開催した。

　報告会では、　報告会では、現在、現在、効率性を優先する処方せん応需体制が厳しく問われているなかで、効率性を優先する処方せん応需体制が厳しく問われているなかで、

ドラッグストア薬剤師が地域医療の入り口としてどのような活動を行っていくべきかにつドラッグストア薬剤師が地域医療の入り口としてどのような活動を行っていくべきかにつ

いて、いて、具体的な事例を含めて発表された。具体的な事例を含めて発表された。今後、今後、単なる処方せん調剤では薬剤師の役割が単なる処方せん調剤では薬剤師の役割が

なくなっていくとして、なくなっていくとして、生活習慣病対策を中心とする生活習慣病対策を中心とする「ドラッグストアが拓く医薬分業の「ドラッグストアが拓く医薬分業の

未来」未来」と題するパネルディスカッションも行われた。と題するパネルディスカッションも行われた。

＜開催概要＞＜開催概要＞

　　　日時　　　日時 ：： 20132013 年年 33 月月 1515 日日((金金)11)11 ：： 0000 ～～ 1212 ：： 3030

　　　場所　　　場所 ：： 千葉　幕張メッセ　国際展示場内４ホール　セミナールーム千葉　幕張メッセ　国際展示場内４ホール　セミナールーム （Ｂ）（Ｂ）

　　　参加者数　　　参加者数 ：： 8080 名名
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【第【第 88 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】

　企業で働く薬剤師、　企業で働く薬剤師、 登録販売者、登録販売者、 栄養士や栄養士や JACDSJACDS 認定アドバイザー、認定アドバイザー、 また、また、 薬科大学や薬業専薬科大学や薬業専

門学校生などからセルフメディケーション進に関する作品を募集し、門学校生などからセルフメディケーション進に関する作品を募集し、 今回は今回は 343343 作品のご応募をいた作品のご応募をいた

だきました。だきました。

　その中から厳正な審査の結果選ばれた、　その中から厳正な審査の結果選ばれた、 グランプリ候補者の作品発表と最終審査、グランプリ候補者の作品発表と最終審査、 表彰式が行わ表彰式が行わ

れました。れました。

　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レベルアップに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に

ついて、ついて、 アワード等を通じて図っていきます。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 ：： 2013 2013 年年 33 月月 1515 日日((金金))　　1212 ：： 3030 ～～ 14 14 ：： 3030

　　　場所　　　場所 ：： 千葉千葉 ・・ 幕張メッセ　国際展示場　８ホール　イベントステージ幕張メッセ　国際展示場　８ホール　イベントステージ

　　　参加者数　　　参加者数 ：： 約約 100100 名名

　　　アワード募集期間　　　アワード募集期間 ：： 20122012 年年 1010 月１日～月１日～ 20132013 年年 11 月月 1515 日日

　　　応募総数　　　応募総数 ：： 343343 作品作品

＜第８回セルフメディケーションアワード表彰結果＞＜第８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

戸田　順也戸田　順也 （株）（株） ユタカファーマシーユタカファーマシー （（No.22072No.22072））

　作品テーマ　作品テーマ 『地域に必要とされるドラッグストア～健康寿命を延ばす店づくり～』『地域に必要とされるドラッグストア～健康寿命を延ばす店づくり～』

■準グランプリ■準グランプリ

洪　愛子洪　愛子 （株）（株） キリン堂キリン堂

　作品テーマ　作品テーマ 『私を支えた『私を支えた 「接客ノート」「接客ノート」 とお礼状』とお礼状』

■会長賞■会長賞

中山　縁中山　縁 （株）（株） 龍生堂本店龍生堂本店

　作品テーマ　作品テーマ 『薬局で専門知識を活かす存在とは』『薬局で専門知識を活かす存在とは』

■実行委員長賞■実行委員長賞

酒井　英彰酒井　英彰 （株）（株） 杏林堂薬局杏林堂薬局

　作品テーマ　作品テーマ 『ドラッグストアでのランニンググラブ『ドラッグストアでのランニンググラブ ・・ ランニングステーション運営ランニングステーション運営

～スポーツからの地域健康促進活動～』～スポーツからの地域健康促進活動～』

■審査委員長賞■審査委員長賞

山澤　遥山澤　遥 （株）（株） サッポロドラッグストアーサッポロドラッグストアー

　作品テーマ　作品テーマ 『単身高齢者のセルフメディケーション推進における登録販売者の果たすべき役割　『単身高齢者のセルフメディケーション推進における登録販売者の果たすべき役割　

～ＯＴＣの意味合い』～ＯＴＣの意味合い』

■審査委員特別賞■審査委員特別賞

根岸　直希根岸　直希 （株）（株） カメガヤカメガヤ

　作品テーマ　作品テーマ 『健康のための一本　栄養ドリンク剤のご提案』『健康のための一本　栄養ドリンク剤のご提案』
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■審査委員特別賞■審査委員特別賞

妹川　孝妹川　孝 （株）（株） ライフォートライフォート

作品テーマ作品テーマ 『漢方を通じて治療の幅を広げる～医療従事者としての追求～』『漢方を通じて治療の幅を広げる～医療従事者としての追求～』

■学生の部最優秀大賞■学生の部最優秀大賞

長谷川　遥長谷川　遥 北海道薬科大学北海道薬科大学 （（No.51001No.51001））

作品テーマ作品テーマ 『セルフメディケーションにおいて期待される薬剤師『セルフメディケーションにおいて期待される薬剤師 ・・ 登録販売者について』登録販売者について』

〈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 岡部　真由美岡部　真由美 （株）（株） ぱぱすぱぱす

準大賞準大賞 渡辺　典子渡辺　典子 （株）（株） カメガヤカメガヤ

優秀賞優秀賞 後藤　佑理後藤　佑理 （株）（株） ぱぱすぱぱす

田口　徹田口　徹 （株）（株） マツモトキヨシマツモトキヨシ

■登録販売者の部■登録販売者の部

大　賞大　賞 堺部　暁子堺部　暁子 （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 稲田　正代稲田　正代 （株）（株） ユカタファーマシーユカタファーマシー

優秀賞優秀賞 赤井　保人赤井　保人 　　　ゴダイ　　　ゴダイ （株）（株）

織川　弘昭織川　弘昭 （株）（株） マツモトキヨシマツモトキヨシ

佐藤　隆壽佐藤　隆壽 （株）（株） サッポロドラッグストアーサッポロドラッグストアー

■栄養士■栄養士 ・・ 管理栄養士の部管理栄養士の部

大　賞大　賞 若月　佑太若月　佑太 （株）（株） ぱぱすぱぱす

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

■薬学生■薬学生 ・・ 薬業専門学校の部薬業専門学校の部

準大賞準大賞 稲村　明洋稲村　明洋 　北海道薬科大学　北海道薬科大学

優秀賞優秀賞 齋藤　真那美　仙台医療秘書福祉専門学校齋藤　真那美　仙台医療秘書福祉専門学校
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【健康【健康 （セルメ（セルメ)) 川柳コンクール受賞作品発表】川柳コンクール受賞作品発表】

国民の皆様に広く遊び心で参加していただくことで、国民の皆様に広く遊び心で参加していただくことで、 ＪＡＣＤＳが取り組んでいるセルフメディケーションＪＡＣＤＳが取り組んでいるセルフメディケーション

推進を広く一般の方に知っていただきたく、推進を広く一般の方に知っていただきたく、 20122012 年度、年度、 初めて開催いたしました。初めて開催いたしました。

４歳から４歳から 9898 歳までの幅広い方にご応募いただき、歳までの幅広い方にご応募いただき、 また、また、 小学校、小学校、 中学校、中学校、 高等学校からの応募高等学校からの応募

もありました。もありました。 新しい試みでしたが、新しい試みでしたが、 国民にセルフメディケーションという言葉を認知していただくという国民にセルフメディケーションという言葉を認知していただくという

目的から見た場合には、目的から見た場合には、 良い取り組みであったと感じています。良い取り組みであったと感じています。

健康健康 （セルメ）（セルメ） 川柳コンクール実行委員長川柳コンクール実行委員長

櫻井　清櫻井　清

≪コンクール全体概要≫≪コンクール全体概要≫

・・ 作品募集期間作品募集期間 ：： 平成平成 2424 年年 99 月月 11 日～平成日～平成 2525 年年 11 月月 3131 日日 （（55ヶ月間）ヶ月間）

・・ 応募方法　　応募方法　　 ：： パソコンパソコン ・・ 携帯電話による応募フォームの利用、携帯電話による応募フォームの利用、 ハガキ、ハガキ、 ＦＡＸ等々ＦＡＸ等々

・・ 応募作品総数応募作品総数 ：： 約３０約３０ ,, ０００作品０００作品

・・ 選考結果をイベントステージ横に掲示選考結果をイベントステージ横に掲示

≪受賞作品≫≪受賞作品≫

大賞大賞

　　子の負担　セルメで減らす　爺と婆　　子の負担　セルメで減らす　爺と婆 ごっちょさんごっちょさん

準大賞準大賞

　　老いの坂　セルメを杖に　どこまでも　　老いの坂　セルメを杖に　どこまでも 中村　英司中村　英司

日本チェーンドラッグストア協会会長賞日本チェーンドラッグストア協会会長賞

　　薬局に　明日の笑顔を　買いに行く　　薬局に　明日の笑顔を　買いに行く 琴音翼琴音翼

ＪＡＰＡＮドラッグストアショー実行委員長賞ＪＡＰＡＮドラッグストアショー実行委員長賞

　　酒タバコ　やめてわかった　妻の味　　酒タバコ　やめてわかった　妻の味 まうすまうす

健康健康 （セルメ）（セルメ） 川柳コンクール実行委員長賞川柳コンクール実行委員長賞

　　セルメして　綺麗になる妻　惚れ直す　　セルメして　綺麗になる妻　惚れ直す 安永　裕昭安永　裕昭

スポンサー賞スポンサー賞

ウエルシア関西賞ウエルシア関西賞

　　イクジイは　孫に足腰　鍛えられ　　イクジイは　孫に足腰　鍛えられ かけだしかけだし

　　薬剤師　くすりに笑顔の　おまけつけ　　薬剤師　くすりに笑顔の　おまけつけ となみとなみ

キリン堂賞キリン堂賞

　　国民の　セルメで支える　皆保険　　国民の　セルメで支える　皆保険 ほしほしほしほし

　　長寿国　築く一歩は　セルメから　　長寿国　築く一歩は　セルメから 田口　智子田口　智子

ココカラファイン賞ココカラファイン賞

　　禁煙は　医師か？意志か？と　子に言われ　　禁煙は　医師か？意志か？と　子に言われ 伊藤　浩伊藤　浩

　　外車より　価値があるのは　セルメデス　　外車より　価値があるのは　セルメデス しんちゃんしんちゃん
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マツモトキヨシホールディングス賞マツモトキヨシホールディングス賞

　　お父さん　セルメでメタボの　危機突破　　お父さん　セルメでメタボの　危機突破 パールパール

　　薬知り　リスクも知って　セルメする　　薬知り　リスクも知って　セルメする 春の市春の市

全薬工業賞全薬工業賞

　　同世代　美魔女かメタボ　分かれ道　　同世代　美魔女かメタボ　分かれ道 まきまき

　　医者よりも　毎日見てる　家族の目　　医者よりも　毎日見てる　家族の目 船岡五郎船岡五郎

第一三共ヘルスケア賞第一三共ヘルスケア賞

　　かかりつけ　町の身近な　薬剤師　　かかりつけ　町の身近な　薬剤師 たたりんたたりん

　　市販薬　活かして元気　セルメ流　　市販薬　活かして元気　セルメ流 呆然呆然

大正製薬賞大正製薬賞

　　ママの手は　わたしとパパの　たいおんけい　　ママの手は　わたしとパパの　たいおんけい 池田杏奈池田杏奈

　　市販薬　上手に活かし　喜寿米寿　　市販薬　上手に活かし　喜寿米寿 閑古爺閑古爺

アリナミン賞アリナミン賞

　　健康を　健幸と書く　未来かな　　　健康を　健幸と書く　未来かな　 練正宗練正宗

　　自己管理　助けてくれる　市販薬　　自己管理　助けてくれる　市販薬 （師範役）（師範役） 平野　浩紀平野　浩紀

以上以上


