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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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ＴＥＬ．ＴＥＬ．０４５０４５--４７４４７４--１３１１１３１１ ＦＡＸ．ＦＡＸ．０４５０４５--４７４４７４--２５６９２５６９

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　33 月月 1414 日日((金金))～～ 33 月月 1616 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 1414 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「やさしさ溢れるドラッグストア！～セルフメディケーション「やさしさ溢れるドラッグストア！～セルフメディケーション

が日本の未来を創ります～」が日本の未来を創ります～」

［第［第 120120 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１第１ 44 回回

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 1414 日日 （バイヤーズデイ）（バイヤーズデイ） 　　　　　　  　曇　曇 41,77441,774 人人

33 月月 1515 日日 （バイヤーズデイ／一般）（バイヤーズデイ／一般） 晴晴 45,32345,323 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 43,71843,718 人人

期間中総数期間中総数 130 ,815130 ,815 人の来場となり、人の来場となり、 22 年続けて年続けて 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（流通（流通BMSBMS））

の導入事例報告」、の導入事例報告」、「第「第 22 回ＪＡＣＤＳ調剤委員会報告会」、回ＪＡＣＤＳ調剤委員会報告会」、「第９回セルフ「第９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」、「第２回健康「第２回健康（セルメ）（セルメ）川柳コンクール」川柳コンクール」のの

開催状況並びに結果につきましては後頁をご覧下さい。開催状況並びに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

第第 1414 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

石田　岳彦石田　岳彦

※昨年実績※昨年実績

11 日目　日目　41,39641,396 人　晴人　晴

22 日目　日目　45,40945,409 人　晴人　晴

33 日目　日目　45,15245,152 人　晴人　晴

合計合計  131,957  131,957 人人



【第【第 120120 号号 -  -  】】  　　22

第第 1 41 4 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 クラシエホームプロダクツ販売株式会社クラシエホームプロダクツ販売株式会社

大賞大賞 興和株式会社興和株式会社

準大賞準大賞 久光製薬株式会社久光製薬株式会社

準大賞準大賞 モバイルフロンティア株式会社モバイルフロンティア株式会社

準大賞準大賞 ユニリーバユニリーバ ・・ ジャパンジャパン

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 ライオン株式会社ライオン株式会社

優秀賞優秀賞 大正製薬株式会社大正製薬株式会社

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 株式会社明治株式会社明治

優秀賞優秀賞 株式会社岡村製作所株式会社岡村製作所

優秀賞優秀賞 三井食品株式会社三井食品株式会社

優秀賞優秀賞 フマキラー株式会社フマキラー株式会社

優秀賞優秀賞 アース製薬株式会社アース製薬株式会社

優秀賞優秀賞 株式会社ネイチャーラボ株式会社ネイチャーラボ

特別賞の部特別賞の部 協会会長特別賞協会会長特別賞 株式会社ジャパンゲートウェイ株式会社ジャパンゲートウェイ

協会会長特別賞協会会長特別賞 武田薬品工業株式会社武田薬品工業株式会社

協会会長特別賞協会会長特別賞 花王カスタマーマーケティング株式会社花王カスタマーマーケティング株式会社

実行委員長特別賞実行委員長特別賞 株式会社カーメイト株式会社カーメイト

実行委員長特別賞実行委員長特別賞 株式会社井田両国堂株式会社井田両国堂

実行委員長特別賞実行委員長特別賞 大塚製薬株式会社大塚製薬株式会社

審査委員会特別賞審査委員会特別賞 旭化成ホームプロダクツ株式会社旭化成ホームプロダクツ株式会社

審査委員会特別賞審査委員会特別賞 株式会社ヤマサキ株式会社ヤマサキ

審査委員会特別賞審査委員会特別賞 株式会社ウエルネスジャパン株式会社ウエルネスジャパン

特別企画賞特別企画賞 大幸薬品株式会社大幸薬品株式会社

特別企画賞特別企画賞 カメヤマ株式会社カメヤマ株式会社

特別企画賞特別企画賞 エステー株式会社エステー株式会社

デザイン賞デザイン賞 ニチバン株式会社ニチバン株式会社

デザイン賞デザイン賞 株式会社太田胃散株式会社太田胃散

デザイン賞デザイン賞 株式会社メニコン株式会社メニコン

　　33 月月 1414 日日((金金))～～ 33 月月 1616 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し、ホールにおいて開催し、 22

年連続で年連続で 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。

　今回は初日の午前中、　今回は初日の午前中、 ぐずついた天気でしたがぐずついた天気でしたが 22 日目日目 ・・ 33 日目は天候に恵まれ、日目は天候に恵まれ、 趣向を凝らした出展趣向を凝らした出展

ブースやセミナー、ブースやセミナー、 そしてテーマブースに来場者が殺到。そしてテーマブースに来場者が殺到。 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、 今回の出展社今回の出展社 346346 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 295295 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、 次次

のような表彰となりました。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」、 「ハイエナジーエクササイズ」、「ハイエナジーエクササイズ」、 「健康「健康 （セ（セ

ルメ）ルメ） 川柳☆大喜利」、川柳☆大喜利」、 「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、 お子さま向けには仮お子さま向けには仮

面ライダー鎧武面ライダー鎧武 // ガイムショーが行われ、ガイムショーが行われ、 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 20142014 では、では、 「ドラッグストア成長戦略　４つの挑戦」「ドラッグストア成長戦略　４つの挑戦」 と題して、と題して、 ドラッグストアが成長するたドラッグストアが成長するた

めの、めの、 取り組むべき課題について紹介しました。取り組むべき課題について紹介しました。 また、また、 本年迎える１５周年の記念事業として、本年迎える１５周年の記念事業として、 成長進成長進

化するドラッグストアをつくりあげるため、化するドラッグストアをつくりあげるため、 業界が統一して実施する課題について研究する業界が統一して実施する課題について研究する 「ＪＡＣＤＳ４つ「ＪＡＣＤＳ４つ

のプロジェクト」のプロジェクト」 についての紹介もしました。についての紹介もしました。 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。
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【新商品コレクション】【新商品コレクション】

■業界関係者投票部門■業界関係者投票部門

■一般来場者投票部門■一般来場者投票部門

賞名 受賞社名 商品名

日本チェーンドラッグストア協会特別賞 小林製薬株式会社 Sawaday PINKPINK

第14回ＪＡＰＡＮドラッグストアショー実行委員長賞 晨星興産株式会社  しぼう泥棒

日本チェーンドラッグストア協会会長賞 クラシエホームプロダクツ販売株式会社 ディアボーテ「HIMAWARI」

賞名 受賞社名 商品名

日本チェーンドラッグストア協会特別賞 花王株式会社 ヘルシアコーヒー

第14回ＪＡＰＡＮドラッグストアショー実行委員長賞 武田薬品工業株式会社  アリナミンEXゴールド

日本チェーンドラッグストア協会会長賞  ユニ・チャーム株式会社
ユニ・チャーム
超立体マスク 花粉用スーパー

【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】

　　毎年恒例となっております毎年恒例となっております 「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 「標「標

準ＥＤＩ準ＥＤＩ((流通ＢＭＳ流通ＢＭＳ))導入の具体的手順と効果」導入の具体的手順と効果」 ～導入事例からわかるメリットとその効果～　と題して開～導入事例からわかるメリットとその効果～　と題して開

催いたしました。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、 システムベンダーの株式会社サンレックス様から導入方システムベンダーの株式会社サンレックス様から導入方

法、法、 導入形態、導入形態、 実際のコストなどについてご講演いただきました。実際のコストなどについてご講演いただきました。

　つづいて、　つづいて、 食品ベンダーの国分株式会社様、食品ベンダーの国分株式会社様、 ＯＴＣ医薬品ベンダーの株式会社大木様から具体的ＯＴＣ医薬品ベンダーの株式会社大木様から具体的

な効果について、な効果について、 また、また、 株式会社薬王堂様、株式会社薬王堂様、 株式会社クスリのマルエから標準ＥＤＩ株式会社クスリのマルエから標準ＥＤＩ （流通ＢＭＳ）（流通ＢＭＳ）

導入に至った経緯、導入に至った経緯、 実際の導入メリット、実際の導入メリット、 実際の改善点などについてご講演いただきました。実際の改善点などについてご講演いただきました。

　その後、　その後、 一般財団法人流通システム開発センター一般財団法人流通システム開発センター （流通ＢＭＳ協議会）（流通ＢＭＳ協議会） 様からドラッグストア業界及様からドラッグストア業界及

び他業界の最新の普及状況などについてご講演いただきました。び他業界の最新の普及状況などについてご講演いただきました。

　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、 導導

入に対して大変参考となるセミナーとなりました。入に対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 ：： 20142014 年年 33 月月 1414 日日((金金)14)14 ：： 0000 ～～ 1616 ：： 0000

　　　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
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【第２回調剤委員会報告会】【第２回調剤委員会報告会】

テーマテーマ ：：

　「ドラッグストア　「ドラッグストア ・・ 薬局の機能拡大に向けた対応策薬局の機能拡大に向けた対応策～ドラッグストアは地域包括ケアにどう参画するか～～ドラッグストアは地域包括ケアにどう参画するか～」」

　今年度の調剤委員会は、　今年度の調剤委員会は、 今後の地域医療今後の地域医療 ・・ 介護介護 ・・ 予防予防 ・・ 生活支援などの根幹となる生活支援などの根幹となる 「地域包「地域包

括ケア」括ケア」 にドラッグストアはどう参画していくかをテーマに、にドラッグストアはどう参画していくかをテーマに、 ３月３月 1515 日、日、 第２回調剤委員会報告会第２回調剤委員会報告会

を開きました。を開きました。

　初めに青木委員長は、　初めに青木委員長は、 今後、今後、 超高齢社会において様々な医療超高齢社会において様々な医療 ・・ 健康政策の制度改正のなか健康政策の制度改正のなか

で、で、 全国１万７千店舗以上のドラッグストアの時代が来たとして、全国１万７千店舗以上のドラッグストアの時代が来たとして、 地域包括ケアシステムへの参画地域包括ケアシステムへの参画

を真剣にドラッグストアでも検討する必要があると訴えました。を真剣にドラッグストアでも検討する必要があると訴えました。

　その後、　その後、 基調講演として、基調講演として、 地域包括ケアシステムをテーマに厚生労働省の地域包括ケアシステム地域包括ケアシステムをテーマに厚生労働省の地域包括ケアシステム

の担当者である老健局の川部課長補佐から、の担当者である老健局の川部課長補佐から、 そもそもそもそも 「地域包括ケアは何か」「地域包括ケアは何か」 という視点から報という視点から報

告していただきました。告していただきました。 その後、その後、 調剤委員会委員の平野氏調剤委員会委員の平野氏 （㈱サンキュードラッグ）（㈱サンキュードラッグ） をコーディをコーディ

ネーターにパネルディスカッションを行い、ネーターにパネルディスカッションを行い、 水上氏水上氏((㈱高田薬局）、㈱高田薬局）、 後藤氏後藤氏 （㈱ツルハ）、（㈱ツルハ）、 遠藤氏遠藤氏

（㈱（㈱ CFSCFS）） から、から、 それぞれ自店で行っている地域包括ケアに関する業務を具体的に報告していただそれぞれ自店で行っている地域包括ケアに関する業務を具体的に報告していただ

きました。きました。

調剤委員長調剤委員長

青木　桂生青木　桂生

<< 開催概要開催概要 >>

　日時　日時 ：： ２０１４年３月１５日２０１４年３月１５日 （土）（土） １３１３ ：： ００～１６００～１６ ：： ００００

　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）

　参加数　参加数 ：： ８０名８０名

【第９回セルフメディケーションアワード】【第９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推進に関する作品を募集し、専門学校生などからセルフメディケーション推進に関する作品を募集し、 今回は過去最高の今回は過去最高の 348348 作作

品のご応募をいただきました。品のご応募をいただきました。

　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、 表彰式が行表彰式が行

われました。われました。

　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、について、 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 ：： 2014 2014 年年 33 月月 1414 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 100100 名名

　　　アワード募集期間　　　アワード募集期間 ：： 20132013 年年 1010 月１日～月１日～ 20142014 年年 11 月月 1515 日日

　　　応募総数　　　応募総数 ：： 348348 作品作品
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＜第９回セルフメディケーションアワード表彰結果＞＜第９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
かみく らかみく ら と よかずと よかず

神蔵　豊一神蔵　豊一 （株）（株） 龍生堂本店龍生堂本店

作品テーマ作品テーマ 『在宅医療においてドラッグストアの薬剤師だからできること『在宅医療においてドラッグストアの薬剤師だからできること

～セルフメディケーションに関わる薬剤師による在宅医療～』～セルフメディケーションに関わる薬剤師による在宅医療～』

■■ 準グランプリ準グランプリ
すぎさ かすぎさ か よう いちろ うよう いちろ う

杉阪　洋一郎杉阪　洋一郎 （株）（株） キリン堂キリン堂

作品テーマ作品テーマ 『一般用医薬品のインターネット販売本格化時代のお店の役割』『一般用医薬品のインターネット販売本格化時代のお店の役割』

■■ 会長賞会長賞
し も でし も で よし まさよし まさ

下出　喜正下出　喜正 （株）（株） クスリのアオキクスリのアオキ

作品テーマ作品テーマ 『健康で輝くためのダイエット』『健康で輝くためのダイエット』

■■ 実行委員長賞実行委員長賞
せき し たせき し た てるみてるみ

関下　禅美関下　禅美 （株）（株） 龍生堂本店龍生堂本店

作品テーマ作品テーマ 『地域のかかりつけ薬剤師をめざして～現代の薬局薬剤師のあるべき姿とは～』『地域のかかりつけ薬剤師をめざして～現代の薬局薬剤師のあるべき姿とは～』

■■ 審査委員長賞審査委員長賞
やぎはしやぎはし ゆう こゆう こ

八木橋　木綿子八木橋　木綿子 （株）（株） 丸大サクラヰ薬局★丸大サクラヰ薬局★

作品テーマ作品テーマ 『ドラッグストアでの健康づくり活動～短命県の脱出を目指して～』『ドラッグストアでの健康づくり活動～短命県の脱出を目指して～』

■■ 学生の部最優秀大賞学生の部最優秀大賞
かねこかねこ あすみあすみ

金子　明日美金子　明日美 東京薬科大学東京薬科大学

作品テーマ作品テーマ 『地域包括ケアシステムを担う薬剤師育成を指向した６年制実務実習の必要性』『地域包括ケアシステムを担う薬剤師育成を指向した６年制実務実習の必要性』

（注）（注） 敬称略敬称略

★マークは、★マークは、 エントリー部門以外のエントリー部門以外のW-W-ライセンス保有者を示すライセンス保有者を示す

（各カテゴリー賞受賞作品）（各カテゴリー賞受賞作品）

■薬剤師の部■薬剤師の部

大　賞大　賞 沓澤　永治沓澤　永治 （株）（株） マツモトキヨシマツモトキヨシ

準大賞準大賞 荻原　淳　荻原　淳　 （株）（株） マツモトキヨシマツモトキヨシ

優秀賞優秀賞 藤平　和之藤平　和之 （株）（株） ぱぱすぱぱす

若松　健太若松　健太 （株）（株） マツモトキヨシマツモトキヨシ

後藤　貢世後藤　貢世 （株）（株） 龍生堂本店龍生堂本店

■登録販売者の部■登録販売者の部

大　賞大　賞 渡邊　崇啓渡邊　崇啓 （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

準大賞準大賞 北里　洋子北里　洋子 （株）（株） カメガヤカメガヤ

優秀賞優秀賞 内山　貴雄内山　貴雄 （株）（株） 杏林堂薬局　★杏林堂薬局　★

丸尾　由美　丸尾　由美　 ゴダイゴダイ （株）（株）

　　　　　　 河野　美優河野　美優 （株）（株） ぱぱすぱぱす

■栄養士■栄養士 ・・ 管理栄養士の部管理栄養士の部

準大賞　準大賞　 新関　沙織新関　沙織 （株）（株） ユタカファーマシー★ユタカファーマシー★

■アドバイザーの部■アドバイザーの部

優秀賞優秀賞 根岸　直希根岸　直希 （株）（株） カメガヤ★カメガヤ★

村田　潤　村田　潤　 （株）（株） キリン堂★キリン堂★

■その他の薬業従事者の部■その他の薬業従事者の部

大　賞大　賞 柏谷　明美柏谷　明美 （株）（株） 龍生堂本店龍生堂本店

（注）（注） 敬称略敬称略

★マークは、★マークは、 エントリー部門以外のエントリー部門以外のW-W-ライセンス保有者を示す。ライセンス保有者を示す。
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【第２回健康【第２回健康 （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推進を広く一般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、の方に知っていただきたく、昨年に引き続き開催いたしました。昨年に引き続き開催いたしました。

　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が着実に成果をあげていると感じています。　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が着実に成果をあげていると感じています。

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 ：： 20132013 年年 99 月月 11 日～日～ 20142014 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２１約２１ ,, ０００作品０００作品

・・ 優秀優秀300300作品および選考結果をイベントステージ横に掲示作品および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 ：： １作品１作品 老いてなお　セルメで開く　新世界　老いてなお　セルメで開く　新世界　 三休三休

準大賞準大賞 ：： ２作品２作品 セルメして　五輪リニアの　夢を追うセルメして　五輪リニアの　夢を追う 中野散人中野散人

ほほえみが　母と重なる　薬剤師ほほえみが　母と重なる　薬剤師 渡辺　祥史渡辺　祥史

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：：３作品３作品 健康は　自分に出来る　おもてなし健康は　自分に出来る　おもてなし とほきちとほきち

更年期　愛とセルメで　乗り越える更年期　愛とセルメで　乗り越える ケイコケイコ

顔なじみ　セルメの友は　薬剤師顔なじみ　セルメの友は　薬剤師 芦澤　武芦澤　武

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：：３作品３作品 見届ける　　復興見届ける　　復興・・五輪　セルメして五輪　セルメして おーちゃんおーちゃん

目指したい　セルメンピック　金メダル目指したい　セルメンピック　金メダル 山本直希山本直希

セルメして　笑顔つながる　四世代セルメして　笑顔つながる　四世代 蒼い朱鷺蒼い朱鷺

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 ：： ３作品３作品 孫と飲む　酒を夢見て　セルメする孫と飲む　酒を夢見て　セルメする モリモリ

日本を　骨太にして　いくセルメ日本を　骨太にして　いくセルメ さごじょうさごじょう

よく笑う　母はセルメの　自然体よく笑う　母はセルメの　自然体 秋山　真由美秋山　真由美

ウエルシア関西賞ウエルシア関西賞：：３作品３作品 セルメとは　粋な老後の　パスポートセルメとは　粋な老後の　パスポート 仮元気仮元気

セルメして　自分の未来　おセルメして　自分の未来　お ・・ もも ・・ てて ・・ なな ・・ しし 内藤　千詠子内藤　千詠子

百歳に　聞けば良く噛み　良く忘れ百歳に　聞けば良く噛み　良く忘れ 阿部　昌彦阿部　昌彦

キリン堂賞キリン堂賞 ：： ３作品３作品 人生の　山をセルメで　登りきる人生の　山をセルメで　登りきる 黄くま黄くま

子の負債　減らす一歩を　セルメから子の負債　減らす一歩を　セルメから 木村　義明木村　義明

同窓会　見た目年齢　セルメの差同窓会　見た目年齢　セルメの差 ぐみぐみ

クスリのアオキ賞クスリのアオキ賞：：３作品３作品 ありがとう　薬局に言う　すこやかさありがとう　薬局に言う　すこやかさ かきくけ子かきくけ子

健康の　インフラ支援　するセルメ健康の　インフラ支援　するセルメ 飛び魚飛び魚

DDストア　夜に頼れる　安堵の灯ストア　夜に頼れる　安堵の灯 自然人自然人

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：：３作品３作品 鬼嫁の　薄味今は　感謝する鬼嫁の　薄味今は　感謝する かるかるかるかる

あと六年　セルメで元気に　見る五輪あと六年　セルメで元気に　見る五輪 ヒロピーヒロピー

医者よりも　妻のチェックが　手厳しい医者よりも　妻のチェックが　手厳しい 万歩計万歩計

全薬工業賞全薬工業賞 ：： ３作品３作品 飛ぶボタン　母はハラハラ　父の腹飛ぶボタン　母はハラハラ　父の腹 横繁　智子横繁　智子

健康に　　セルメが結ぶ　赤い糸健康に　　セルメが結ぶ　赤い糸 三柳三柳

自己管理　だけは花丸　管理職自己管理　だけは花丸　管理職 白梅白梅

第一三共ヘルスケア賞第一三共ヘルスケア賞：：３作品３作品 昭和っ子　目指すはセルメ　優良爺昭和っ子　目指すはセルメ　優良爺 ピンコロピンコロ

親孝行　その後セルメで　孫孝行親孝行　その後セルメで　孫孝行 まっちゃんまっちゃん

ウォーキング　あの娘に遭えて　長続きウォーキング　あの娘に遭えて　長続き くりっぷくりっぷ

大正製薬賞大正製薬賞 ：： ３作品３作品 青空を　見続けるため　腹八分青空を　見続けるため　腹八分 野村　辰秋野村　辰秋

体重計　無言の指示と　受けとめる体重計　無言の指示と　受けとめる カツジィーカツジィー

飲み過ぎと　過食の妻に　注意され飲み過ぎと　過食の妻に　注意され 北村　純一北村　純一

武田薬品賞武田薬品賞 ：： ３作品３作品 元グルメ　メタボ気にかけ　今セルメ元グルメ　メタボ気にかけ　今セルメ 大久保　清重大久保　清重

趣味の欄　セルメと書いた　文字元気趣味の欄　セルメと書いた　文字元気 たかさまたかさま

体脂肪　グルメとセルメ　せめぎあい体脂肪　グルメとセルメ　せめぎあい とっととっと


