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ご挨拶

　「第13回JAPANドラッグストアショー」にご出展ならびに、ご支援・ご協力いただき厚く御礼申し上げ

ます。

　今回は、「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で街に元気を！家族に元気を！」を

テーマに掲げ、2013年3月15日（金）、16日（土）、17日（日）の3日間にわたり幕張メッセにおいて開催

いたしました。13回目となる今回は357社・1,263小間のご出展と過去最高の131,957人のご来場を

いただき盛況のうちに無事終了することができました。これもひとえに皆様方のご支援・ご協力の賜物と

深く感謝いたしております。

　出展社様による趣向を凝らした情報発信、展示イベントで会場内を大いに盛り上げていただきました。

　それと同時にテーマブースにおきましては、「セルフメディケーションの推進・実現」を目指すために、

背景や課題の解説、問題提起を行いました。また、今年度より開始予定の「介護情報提供員制度」の教育概要、

「超高齢社会」への対応としての売場提案を行い、その重要性についてご認識いただけたことと思います。

　環境対応型店舗や介護技術・製品関連情報の発信や、子供たちによるお仕事体験を実施した「ヘルス&ビュー

ティ情報ステーション2013」、最新トレンド発信ブースとして「新商品コレクション2013」を実施し、

業界関係者だけでなく、多くの一般生活者にも楽しんでいただけたと思います。

　ご協力いただいた企業・団体の皆様に感謝の意を表し、ここに第13回JAPANドラッグストアショーの

記録として報告書をお届けいたします。

　第14回JAPANドラッグストアショーは、2014 年 3 月、幕張メッセにて開催を予定しております。

皆様の更なるご支援とご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

日本チェーンドラッグストア協会
会長　関口 信行
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実施概要

実施概要

■名　　　称 第13回JAPANドラッグストアショー

■テ　ー　マ 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！〜

■会　　　期 2013年3月15日（金）・3月16日（土）・3月17日（日）
 商談日　　　3月15日（金）・16日（土）・17日（日）
 一般公開日　3月16日（土）・17日（日）
 10：00〜17：00

■会　　　場 幕張メッセ　４・５・６・７・８ホール

■主　　　催 日本チェーンドラッグストア協会（JACDS）

■協　　　賛 オールジャパンドラッグ株式会社・株式会社ニッド・日本ドラッグチェーン会 

■後　　　援  厚生労働省、経済産業省、千葉県、千葉市、中国チェーンドラッグストア協会、 
全米チェーンドラッグストア協会（NACDS）、米国大使館、駐日大韓民国大使館、 
台湾貿易センター（TAITRA）、台北駐日経済文化代表処、 
特定非営利活動法人日印国際産業振興協会（JIIPA）、日本政府観光局（JNTO）、 
日本貿易振興機構(JETRO)、一般社団法人シルバーサービス振興会、 
公益財団法人日本健康・栄養食品協会、社団法人日本果汁協会、 
一般社団法人ペットフード協会、日本ジェネリック製薬協会、日本OTC医薬品協会、 
株式会社プラネット

■入　場　料 無料

■来　場　者 131,957名

第13 回 JAPANドラッグストアショー実行委員会

■実行委員長 皆川　友夫 （株）アカカベ　代表取締役
■副実行委員長 石田　岳彦 （株）CFSコーポレーション　代表取締役社長
■委　　　員 松本　清雄 （株）マツモトキヨシ　代表取締役社長
  （株）マツモトキヨシホールディングス　代表取締役副社長
 染谷　信雄 （株）ニュードラッグ　代表取締役
 貴島　浩史 （株）ミック・ジャパン　代表取締役社長
■顧　　　問 櫻井　　清 （株）丸大サクラヰ薬局　代表取締役
 根津　孝一 （株）ぱぱす　代表取締役会長
 槌屋　茂康 ウエルシア関西（株）　代表取締役社長
 江黒　純一 （株）クスリのマルエ　代表取締役
 久松　正志 （株）ココカラファイン　取締役会長
 富山　睦浩 （株）サッポロドラッグストアー　代表取締役社長
 浦上　晃之 ゴダイ（株）　代表取締役社長
■特 別 顧 問 宗像　　守 日本チェーンドラッグストア協会　事務総長
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実施スケジュール／来場者数／来場者集計結果

業界関係者
65,847名
49.9％

（海外来場者700名）

一般来場者
66,110名
50.1％

韓国
337名
48.1%

台湾
73名
10.4%

アメリカ 9名 1.3%
シンガポール 13名 1.9%

タイ 19名 2.7%
ロシア 6名 0.9%

クロアチア 2名 0.3%
オーストラリア 3名 0.4%

イギリス 1名 0.1%
マレーシア 5名 0.7% フィリピン 1名 0.1%

モンゴル 2名 0.3%
ドイツ 2名 0.3%
インド 2名 0.3%
香港 5名 0.7%
カンボジア 1名 0.1%
インドネシア 1名 0.1%

中国
218名
31.1%

ドラッグストア
22,190名
33.7％

その他
4,280名
6.5％

その他
4,280名
6.5％

メーカー
6,980名
10.6％

商社・卸売
8,692名
13.2％

薬局・薬店
6,651名
10.1％

小売業
17,054名
25.9％

実施スケジュール

来場者数（単位：名）

全体内訳（単位：名）

業界関係者人数内訳一覧

海外来場者内訳一覧

会　期 天　気 来場者数 

3月15日（金） 晴れ  41,396

3月16日（土） 晴れ  45,409

3月17日（日） 晴れ  45,152

合　計 131,957

業界関係者  65,847

一般来場者  66,110

合　　　計 131,957

■出展申込締切 2012年10月25日（木）

■出展社説明会 2012年12月5日（水）
 会場：ニッショーホール（日本消防会館）

■搬　入 2013年3月13日（水）・14日（木）

■会　期 2013年3月15日（金）〜17日（日）　3日間

■搬　出 2013年3月17日（日）
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オープニングセレモニー

テープカット／左から　武田薬品工業株式会社　ヘルスケアカンパニー　プレジデント　杉本 雅史 様
　　　　　　　　　　　日本チェーンドラッグストア協会　会長　関口 信行
　　　　　　　　　　　第13回JAPANドラッグストアショー　実行委員長　皆川 友夫
　　　　　　　　　　　第13回JAPANドラッグストアショー　副実行委員長　石田 岳彦

主催者挨拶／日本チェーンドラッグストア協会
　　　　　　会長　関口 信行

実行委員長挨拶／第13回JAPANドラッグストアショー
　　　　　　　　実行委員長　皆川 友夫

オープニングセレモニー
■日　時：3月15日（金）　9：30〜10：00
■会　場：8ホール　イベントステージ
■主催者挨拶：日本チェーンドラッグストア協会　会長　関口 信行
■実行委員長挨拶：第13回JAPANドラッグストアショー　実行委員長　皆川 友夫
■出展社代表挨拶：武田薬品工業株式会社　ヘルスケアカンパニー　プレジデント　杉本 雅史 様
■テープカット登壇者：日本チェーンドラッグストア協会　会長　関口 信行
　　　　　　　　　　　第13回JAPANドラッグストアショー　実行委員長　皆川 友夫
　　　　　　　　　　　第13回JAPANドラッグストアショー　副実行委員長　石田 岳彦
　　　　　　　　　　　武田薬品工業株式会社　ヘルスケアカンパニー　プレジデント　杉本 雅史 様
■報道関係出席者：32媒体　57名
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記者会見

■日　時：3月15日（金）　11：00〜11：30
■会　場：国際会議場　会議室201
■登壇者：日本チェーンドラッグストア協会　会長　関口 信行
　　　　　日本チェーンドラッグストア協会　名誉会長　松本 南海雄
　　　　　日本チェーンドラッグストア協会　名誉会長　寺西 忠幸
　　　　　第13回JAPANドラッグストアショー　実行委員長　皆川 友夫
　　　　　日本チェーンドラッグストア協会　第８回セルフメディケーションアワード 人材育成委員長 櫻井 清
　　　　　日本チェーンドラッグストア協会　標準EDI推進特別セミナー 業界標準化推進委員長 江黒 純一
　　　　　日本チェーンドラッグストア協会　有事対応委員長　池野 隆光
　　　　　日本チェーンドラッグストア協会　事務総長　宗像 守
■司　会：日本チェーンドラッグストア協会　副会長　近藤 泰彦
■報道関係出席者 50媒体　59名

日本チェーンドラッグストア協会
会長　関口 信行

日本チェーンドラッグストア協会
名誉会長　松本 南海雄

日本チェーンドラッグストア協会
名誉会長　寺西 忠幸

日本チェーンドラッグストア協会
第８回セルフメディケーションアワード
人材育成委員長　櫻井 清

第13回JAPANドラッグストアショー
実行委員長　皆川 友夫

日本チェーンドラッグストア協会　
標準EDI推進特別セミナー 
業界標準化推進委員長　江黒 純一

日本チェーンドラッグストア協会　
有事対応委員長　池野 隆光

日本チェーンドラッグストア協会　
事務総長　宗像 守

会場風景 会場風景

記者会見
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レセプションパーティー

■日　時：3月15日（金）18：00〜20：00
■会　場：国際会議場 コンベンションホール

式次第
開会の辞
　第13回JAPANドラッグストアショー　実行委員長　皆川 友夫

主催者挨拶
　日本チェーンドラッグストア協会　会長　関口 信行

来賓のご挨拶
　公益社団法人日本薬剤師会　会長　児玉 孝 様
　日本OTC医薬品協会　会長　吉野 俊昭 様

乾杯のご発声
　大正製薬ホールディングス株式会社　

代表取締役会長兼社長　上原 明 様

感謝状贈呈（代表登壇）
　オムロンヘルスケア株式会社　営業開発部　部長　大川 力也 様

ブースコンテスト表彰式

中締め

　第13回JAPANドラッグストアショー　副実行委員長　石田 岳彦

レセプションパーティー
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ブースコンテスト受賞社／新商品コレクション2013好感度投票受賞商品／
感謝状贈呈社

ブースコンテスト受賞社賞賞

新商品コレクション2013好感度投票受賞商品賞賞

■業界関係者投票部門
 日本チェーンドラッグストア協会　会長賞
 大正製薬株式会社
  リポビタンフィール

 第13回JAPANドラッグストアショー実行委員長賞
 アサヒ飲料株式会社
  アサヒ　十六茶

 日本チェーンドラッグストア協会　特別賞
 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

■総合の部　15社
 最優秀大賞
 花王・カネボウ化粧品

 大賞
 第一三共ヘルスケア株式会社

 準大賞
 株式会社資生堂
 エーザイ株式会社
 株式会社カリエ

 優秀賞
 株式会社ジャパンゲートウェイ
 エステー株式会社
 株式会社井田両国堂
 日本ロレアル株式会社
 株式会社太田胃散
 SHO-BI株式会社
 ロート製薬株式会社
 株式会社コーセー /コーセー化粧品販売株式会社/
 　コーセーコスメポート株式会社
 株式会社ダリヤ
 大幸薬品株式会社

■一般来場者投票部門
 日本チェーンドラッグストア協会　会長賞
 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

 第13回JAPANドラッグストアショー実行委員長賞
 宝酒造株式会社
  ジュレのお酒「果莉那-carina-」シリーズ

 日本チェーンドラッグストア協会　特別賞
 エーザイ株式会社
  クリスタルヴェール　マスク防菌24

■特別賞の部　15社
 協会会長特別賞
 武田薬品工業株式会社
 株式会社マンダム
 株式会社大木グループ

 実行委員長特別賞
 大塚製薬株式会社
 サンスター株式会社
 ゼリア新薬工業株式会社/イオナインターナショナル株式会社

 審査委員会特別賞
 メディパルグループ
 ELLE girl
 株式会社大山

 特別企画賞
 株式会社岡村製作所
 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
 アイリスオーヤマ株式会社

 デザイン賞
 株式会社ダンロップホームプロダクツ
 ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
 　コンシューマーカンパニー
 株式会社明治

感謝状贈呈社（50音順）賞賞

株式会社岡村製作所
オムロンヘルスケア株式会社
花王カスタマーマーケティング株式会社
株式会社資生堂
公益財団法人そらぷちキッズキャンプ

ピップ株式会社
ユニ・チャーム株式会社
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イベントステージ／お弁当コーナー

会場のメインステージとしてセレモニーや表彰式などの式典をはじめ、セルフメディケーションを
テーマとした著名人によるクイズショーや体験型エクササイズショーなどを実施しました。
幅広い層に向けたステージ展開で、注目の高い人気コーナーとなりました。

コーナー実施構成
イベントステージ（オープニングセレモニー／ビジネスセミナー／ライブステージ／
第８回セルフメディケーションアワード発表会・表彰式／新商品コレクション2013好感度投票 表彰式）

イベントステージ

お弁当コーナー

●イベントステージプログラム●

3 月15 日（金） 3 月16 日（土） 3 月17 日（日）

 9：30

10：00

10：30

11：00

11：30

12：00

12：30

13：00

13：30

14：00

14：30

15：00

15：30

16：00

16：30

駅弁のほか、「東北物産応援コーナー」を設け東北の土産物販売を実施しました。

エンディング

第８回セルフメディケーションアワード
発表会

12：30 ～ 13：30

第８回セルフメディケーションアワード
表彰式

13：30 ～ 14：30

ドラッグストア業界とシニアライフマーケットを 
繋ぐ新しいビジネスチャンス！

15：00 ～ 15：45
講演者：一般社団法人シニアライフ協会 

専務理事　平井千元

「もしもの時、命を守るAED」
11：00 ～ 11：45　ゲスト：蝶野正洋

オープニング

オープニングセレモニー
9：30～10：00

エンディング

「健康（セルメ）川柳☆大喜利」
全国から送られて来た優秀セルメ川柳作品を発表

お笑い芸人によるセルメ川柳大喜利
12：00～13：15

出演：アナログタロウ／サワー沢口／すっぽん大学

健康情報バラエティータイム
「コントで学ぶ！楽しい健康ライフ！」

13：30 ～14：30
出演：宮下純一、足立梨花、なかやまきんに君、

堀美智子先生／法薬女子大学

豪華賞品をゲットしよう！「知って得する！健康○×クイズ」
14：45 ～15：25

出演：堀美智子先生／法薬女子大学

「東尾理子のハッピートークショー！」
15：30 ～15：55
ゲスト：東尾理子

地域密着ライブ②「Let's！フラダンス」
16：00 ～16：30

ハラウ オ ケアラロゼラニ

アナウンサーがやっている「腹式呼吸法エクササイズ」
しゃべり方・立ち姿などが驚くほど変わる！

11：15～11：45
講師：和田麻里先生

大道芸人パフォーマンス＆バルーンアート

大道芸人パフォーマンス＆バルーンアート

大道芸人パフォーマンス＆バルーンアート

大道芸人パフォーマンス＆バルーンアート

大道芸人パフォーマンス＆バルーンアート

地域密着ライブ①「ホップ ステップ ダンス！」
10：30 ～ 11：00

レイヴ ダンス スクール

オープニング

エンディング

「健康（セルメ）川柳☆大喜利」
全国から送られて来た優秀セルメ川柳作品を発表

お笑い芸人によるセルメ川柳大喜利
12：00～13：00

出演：アナログタロウ／サワー沢口／すっぽん大学

今テレビで大人気の
「ゲッタマン 肩甲骨ダイエット」

13：10 ～14：00
出演：ゲッタマン

アスリート☆トークライブ！
「アスリートに学ぶ 丈夫な心と体の作り方」

14：10 ～15：05
出演：小椋久美子／篠宮隆三

キャラクターショー「仮面ライダーウィザード」
ショー＆握手会

15：15 ～16：00

新商品コレクション表彰式
16：20 ～16：40

キャラクターショー「仮面ライダーウィザード」
ショー＆握手会

11：00 ～11：45

大道芸人パフォーマンス＆バルーンアート

大道芸人パフォーマンス＆バルーンアート

大道芸人パフォーマンス＆バルーンアート

大道芸人パフォーマンス＆バルーンアート

大道芸人パフォーマンス＆バルーンアート

大道芸人パフォーマンス＆バルーンアート

地域密着ライブ③「チアリーディング！」
10：20 ～10：50

千葉チアリーディングチーム「ジェイボルツ」

オープニング
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テーマブース2013

『あなたの街と家族を元気にする“夢ふくらむドラッグストア”』をテーマに、超高齢社会に対応した 
「セルフメディケーション推進」に向けての取り組みや面分業調剤推進への対応など新たなドラッグストア 
の対応と協会活動を業界関係者、一般生活者に発信しました。

テーマブース 2013

コーナー実施構成
取り組み提案ゾーン（超高齢社会への対応／セルフメディケーション推進／面分業調剤推進／
高齢者にやさしい売場への対応）／日本チェーンドラッグストア協会活動ゾーン（社会貢献活動／
ドラッグストアの実態調査／登録販売者受験支援／協会認定アドバイザー制度／高齢者向け売場提案／
テキスト教材、用語集、過去問題集等の販売・相談）／健康ライフステージゾーン
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ヘルス＆ビューティ情報ステーション2013 ／
全国うまいものフェア in ドラッグストアショー／新商品コレクション2013

ビジネス対象ゾーンでは、ドラッグストア店舗とのコラボレーション事業の紹介やアラフォー女性の身体に関する悩み
をケアする売り場づくり提案を実施しました。また、一般向けプログラムとして、調剤薬局やネイル・メイクの専門職
を体験できる「子供向けドラッグストア体験コーナー」や、活動的な高齢者向けにライフスタイルの提案を行いました。

出展社より新しく発売された商品を一堂に集め、“生活提案”としてシーンごとに分類し展示しました。 
バイヤーやメディアからの取材を促進するコーナーとしてだけでなく、業界関係者・一般来場者別に
好感度投票を行い、多数の投票を得ることができました。好感度の高い商品には表彰を行いました。

コーナー実施構成
ドラッグストア+αコーナー、売り場提案コーナー、子供向けドラッグストア体験コーナー、
アクティブシニア生活提案コーナー

コーナー実施構成／新商品コレクション（８シーン）／好感度投票＆アンケート

●新商品コレクション出品数●　全120社 308品

　“美しく、キレイ”の生活提案！ …………  95品 “快適・便利” の生活提案！ …………  78品
　“体内を元気に”の生活提案！ ……………  26品 “趣味が大切” の生活提案！ ……………  5品
　“まずは予防” の生活提案！ ………………  27品 “みんなにやさしく” の生活提案！ …  44品
　“治したい” の生活提案！ …………………  29品 “お店を元気に” のビジネス提案！ ……  4品

●優先サンプル品引換券　申込社数●　全27社 34品

●コーナー協力会社一覧●　（50音順）

　ドラッグストア+αコーナー
　　　 イー・ライフ・グループ株式会社、株式会社カーブスジャパン、社団法人日本ペストコントロール協会、株式会社ユビックス

　売り場提案コーナー
　　　 株式会社Paltac

　子供向けドラッグストア体験コーナー
　　　 エスエス製薬株式会社、株式会社岡村製作所、果樹試験研究推進協議会、佐藤製薬株式会社、株式会社資生堂、 

第一三共ヘルスケア株式会社、大正製薬株式会社、タカラベルモント株式会社、武田薬品工業株式会社、 
社団法人日本果汁協会

調剤薬局体験 ドラッグストアカウンター体験 メイクアップ体験 ネイルアート体験
3/16（土）  50 人  52 人 35 人  54 人
3/17（日）  53 人  54 人 49 人  53 人

合計 103 人 106 人 84 人 107 人
総参加者数 400 人

　アクティブシニア生活提案コーナー
　　　 株式会社あらたグループ［あらた、ジャペル（株）］、一般社団法人移住・住みかえ支援機構、 

一般社団法人シニアライフ協会、社団法人日本ウオーキング協会、公益社団法人日本家庭園芸普及協会、ミズノ株式会社、 
レジャーダイビング認定カード普及協議会、財団法人ロングステイ財団

　　　●アクティブシニア生活提案ゾーン 関連商品の展示　出品数●　　全32社　83品
　　　　スポーツ……… 43品　　　園芸……… 19品　　　旅行……… 21品

ヘルス＆ビューティ情報ステーション 2013

新商品コレクション2013

全国うまいものフェア in ドラッグストアショーでは北海道から沖縄まで全国の名物料理や話題の
丼ぶり、B級グルメを集め、ランチやお土産用として販売を行いました。

全国うまいものフェア in ドラッグストアショー
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特別セミナー／お楽しみ大抽選会／先着5,000名様プレゼント

健康と美容をテーマに、各業界の専門家による注目の最新情報のセミナーを実施しました。ホームペー
ジより事前申込を受付け、多数の申込みや問合せをいただきました。当日参加を加え多くのお客様に
ご参加いただくことができました。

来場された方の中から抽選券をお持ちの方、または、
会場内にてアンケートにご回答頂いた方を対象に、
豪華賞品が当たる大抽選会を実施しました。

●参加者数●

●景品●
１等　 近畿日本ツーリスト㈱「ホリデイ」で行く
　　　「 ウェスティン・スィレイベイ リゾート＆

スパ プーケット」に泊まる
　　　〜タイ プーケットステイ５日間ペア旅行〜
２等　 近畿日本ツーリスト㈱「メイト」で行く 

全国より厳選した憩いと寛ぎのお宿が選べる
　　　〜国内１泊ペア宿泊券〜
３等　記念品
４等　記念品

ご来場頂いた方のうち、先着5,000名様にもれなくオリジナルサンプルセットをプレゼントしました。

特別セミナー

お楽しみ大抽選会

先着5,000名様プレゼント

●特別セミナープログラム●
時 間 タイトル 企業名 聴講者（名）

3/15（金）イベントステージ【ビジネスセミナー】

11：00～11：45 もしもの時、命を守るAED オムロンヘルスケア株式会社 —

15：00～15：45 ドラッグストア業界とシニアライフマーケットを繋ぐ新しいビジネスチャンス！ 一般社団法人シニアライフ協会 —

3/15（金）セミナールームA【ビジネスセミナー】

11：00～12：00 ジェネリック医薬品の使用促進の取り組み 日本ジェネリック製薬協会  13名

12：15～13：15 介護情報提供員養成に関する説明会 人材育成委員会  29名

13：30～14：15 ドラッグストアが取り組みやすい介護事業"リハビリ特化型デイサービス"とは？ イー・ライフ・グループ株式会社  45名

14：30～16：30 標準EDI（流通BMS）推進特別セミナー 業界標準化推進委員会  95名

3/15（金）セミナールームB【ビジネスセミナー】

11：00～12：30 面分業とドラッグストアの調剤についての説明会 調剤推進委員会  84 名

13：00～13：45 「高齢者の食べやすい食事とは」トロミ調整食品の上手な活用法 日清オイリオグループ株式会社  20名

14：00～14：45 これからの「シニアの"性活"」ビジネスと考察 ジェクス株式会社  59名

15：00～15：45 ドラッグストアの超高齢社会と小商圏への対応策　〜エリアマーケティング分析事例をご紹介〜 技研商事インターナショナル株式会社  54名

16：00～16：45 商品DBの活用と展開について 株式会社プラネット  27名

3/16（土）【ヘルス＆ビューティケアセミナー】

11：30～12：15 高齢期の食事管理　〜食べる楽しみをすべての人に〜 キユーピー株式会社  45名

12：30～13：15 今までの私、更年期からの私　〜変わる体質と上手に付き合う〜 武田薬品工業株式会社  75名

13：30～14：15 テカリを抑えてすっきり美肌を手に入れよう 株式会社カネボウ化粧品  98名

14：30～15：15 綺麗な髪にするヒケツ 株式会社資生堂  93名

15：30～16：15 ミラクルフード大豆　〜大豆で健康〜 大塚製薬株式会社 125名

3/17（日）【ヘルス＆ビューティケアセミナー】

11：30～12：15 乳酸菌でお腹もカラダも YO! GOOD!!　美容にも一役買う乳酸菌のチカラ 株式会社Time&Space 102名

12：30～13：15 冷え症を漢方で改善 株式会社ツムラ 131名

13：30～14：15 正しいオーラルケアと全身の意外な関係 サンスター株式会社 153名

3月15日（金） 3月16日（土） 3月17日（日） 合計

1,106名 5,586名 5,748名 12,440名
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健康（セルメ）川柳コンクール

JACDSが取り組んでいるセルフメディケーション推進を一般の方々に広く認知されることを目的に
「健康（セルメ）川柳コンクール」を募集し、受賞作品の発表を行いました。

●応募総数
　　�26,885作品
●受賞作品発表日時
　　�3月15日（金）レセプションパーティーにて
●受賞作品
【大賞】
子の負担　セルメで減らす　爺と婆� ごっちょさん

【準大賞】
老いの坂　セルメを杖に　どこまでも� 中村�英司

【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� 琴音翼

【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� まうす

【健康（セルメ）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� 安永�裕昭

スポンサー賞
【ウエルシア関西賞】
イクジイは　孫に足腰　鍛えられ� かけだし
薬剤師　くすりに笑顔の　おまけつけ� となみ

【キリン堂賞】
国民の　セルメで支える　皆保険� ほしほし
長寿国　築く一歩は　セルメから� 田口�智子

【ココカラファイン賞】
禁煙は　医師か？意志か？と　子に言われ� 伊藤�浩
外車より　価値があるのは　セルメデス� しんちゃん

【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� パール
薬知り　リスクも知って　セルメする� 春の市

【全薬工業賞】
同世代　美魔女かメタボ　分かれ道� まき
医者よりも　毎日見てる　家族の目� 船岡五郎

【第一三共ヘルスケア賞】
かかりつけ　町の身近な　薬剤師� たたりん
市販薬　活かして元気　セルメ流� 呆然

【大正製薬賞】
ママの手は　わたしとパパの　たいおんけい� 池田�杏奈
市販薬　上手に活かし　喜寿米寿� 閑古爺

【アリナミン賞】
健康を　健幸と書く　未来かな� 練正宗
自己管理　助けてくれる　市販薬（師範役）� 平野�浩紀
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アンケート［出展社］

1本ショーへの出展の目的は何ですか?

3出展の成果はありましたか?

5本ショーの開催告知は十分でしたか? 6本ショーの公式WEBサイトは充実していましたか?

7ガイドブックの内容は充実していましたか? 8テーマブース2013の内容は充実していましたか?

取引先フォロー
11%

グループ企業
関係強化 3% その他 2%

企業・
ブランドPR
54％

商談
26％

商品・製品PR
61％

新製品の
発表 31％

新規顧客の
獲得 52％

いいえ
4%

どちらでもない
21%

無回答 1%

はい
74%

いいえ
3%

どちらでもない
31%

はい
65%

無回答 1%

いいえ
3%

どちらでもない
34%

はい
61%

無回答 2%

無回答 1%

いいえ
4%

どちらでもない
36% はい

60%

いいえ
5%

どちらでもない
29%

はい
66%

2本ショーに出展されて良かったと思いますか?

いいえ
4%

どちらでもない
19%

はい
77%

4搬入、設営時間は十分でしたか?

いいえ 3%

どちらでもない 7% 無回答 1%

はい
89%

（複数回答）
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アンケート［出展社］

��ヘルス＆ビューティ情報ステーション2013の
内容は充実していましたか?

�全国うまいものフェアの内容は充実していましたか?

�レセプションパーティーの内容は充実していましたか? �ブースコンテストの内容は充実していましたか?

9イベントステージの内容は充実していましたか? �新商品コレクション2013の内容は充実していましたか?

いいえ
4%

どちらでもない
40%

はい
54%

無回答 2%

いいえ
4%

どちらでもない
37%

無回答 1%

はい
58%

いいえ 3%

どちらでもない
42%

はい
53%

無回答 2%

いいえ
5%

どちらでもない
48%

はい
39%

無回答 8%

いいえ 9%

どちらでもない
43%

はい
45%

無回答 3%

いいえ 5%

どちらでもない
46%

はい
46%

無回答 3%

�貴社の小間位置には満足されましたか ?

いいえ
33%

どちらでもない
22% はい

43%

無回答 2%

�次回出展の際は小間数の増加を希望されますか ?

減らす 3%
増やす 6%

わからない
56%

そのまま
34%

無回答 1%
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アンケート［出展社］

�本ショーへの出展の魅力は何ですか?

前回実績 10%

商談の
チャンス
38%

来場者数
46%

ショーの
規模
30%

業界への
アピール
52%

来場者の属性
17%

主催者の信頼性 18%実施時期 5%

ショーのイメージ
8%

社外からの推薦 1%
会場の場所 1% 無回答 1%

その他 1%
��今後のショー形態として、商談重視型（トレードショー）とPR重視型
（パブリックショー）のどちらが貴社及び業界に有益と考えますか?

わからない
4%

無回答 1%

商談重視型
39%

PR重視型
22%

混合型
34%

��次回（2014年3月14日（金）～16日（日）予定）
出展の予定はいかがですか?

出展しない
1%

無回答 1%

出展する
16%

出展の予定
33%

未定
49%

（複数回答）
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アンケート［業界関係者］

1あなたの会社の所在地はどちらですか? 2あなたの年齢は?

3貴社業種は何ですか? 4あなたは商品仕入れに対してどのような権限をお持ちですか?

5本ショーを何でお知りになりましたか? 6本ショーへは何度目の来場ですか?

7会場での滞在時間はどのくらいですか? 8本ショーへの来場目的は何ですか？

9本ショーはあなたの役に立ちましたか?

東京都
41%

千葉県
25%

埼玉県
7%

神奈川県
8%

その他
17%

無回答 2%

小売業
11%

薬局・薬店 7%

ドラッグストア 14%

商社・
卸売業
17%

メーカー
25%

官庁・団体
3％

無回答 1％

その他
17%

学校関係者
 1％

専門家（薬剤師・
登録販売者・
アドバイザー） 4％

テレビ・ラジオ 1%
新聞・雑誌 4％

招待状
59%

折込チラシ 2％
人から聞いて 11%

その他 6%
無回答 2％

ホームページ
16%

店頭ポスター 3%

1時間以内
5%

2～3時間
44%

3～5時間
25%

5時間以上
23%

無回答 3％

はい 92%

無回答 3%どちらでもない 4%
いいえ 1%

収集した情報を
提供できる
27%

仕入れの意見・
指導ができる
17%

仕入れの
最終責任者
14%

仕入れには
関わってない 
34%

その他 5%
無回答 3%

はじめて
24%

2回目
16%

3回目
15%

4回目以上
43%

無回答 2％

業界全般の
情報収集
 56%

同業他社の
動向調査 13%

市場動向調査
 35%

取引先との
関係強化 6%

その他 3% 無回答 2%

商品情報
収集 40%

技術動向調査 
6%

25才～29才
12%

20才～24才 4%
19才以下 1%

30才～34才
13%

35才～39才
15%40才～44才 15%

45才～49才
11%

60才以上 11%
無回答 1%

55才～59才
7%

50才～54才
10%

（複数回答）

（複数回答）



17JAPAN DRUGSTORE SHOW 2013

アンケート［業界関係者］

�興味を持ったゾーンはどこですか? �印象に残ったイベントはどれですか?

0 10 20 30 40 50 60 70 80

ヘルスケアゾーン
ビューティケアゾーン
サプリメントゾーン

シニアライフケアゾーン
フーズ＆ドリンクゾーン
ホームケアゾーン

ストアファシリティゾーン

ウェルネスウェア
エンジョイライフゾーン

ペットケアゾーン

調剤システム・医療用医薬品ゾーン
出版・その他ゾーン

44
69

31
15
17
17

6
7
4
4
10

3
2

無回答
韓国ゾーン

2

（%）

テーマブース
2013 37%

イベントステージ
13%新商品

コレクション2013
51%

ヘルス＆ビューティ情報
ステーション2013  16%

おたのしみ大抽選会 8%

全国うまいものフェア 6%
ヘルス＆ビューティケアセミナー 6%

ビジネスセミナー 2%
何も残らなかった 1%

お弁当コーナー 5%

無回答 5%

��本ショーの開催について、今後どのような告知の充実を
希望されますか?

招待状
64%

電車・バスの中吊り広告 8%

新聞・雑誌 12%

テレビ・ラジオ 7%

ホームページ 17%

街頭ポスター 6%

折込チラシ 3%

駅、交通機関への広告 3%
その他 1%

無回答 5％

�オフィシャルガイドブックの内容は充実していましたか?

いいえ
3%

どちらでもない
19 %

無回答
4%

はい
74%

�本ショーの公式WEBサイトは充実していましたか?

いいえ
8%

どちらでもない
26%

無回答
4%

はい
62 %

�今後増やして欲しい分野、商品は何ですか?

（複数回答）

（複数回答）

（%）

医薬品
ビタミン・サプリメント

漢方薬
健康食品

オーラルケア
コンタクトケア
衛生用品
介護用品
生理用品
スキンケア
メイクアップ
ヘアケア
ボディケア
男性化粧品
ベビーケア
日用消耗品
衛生紙用品
ホームケア

ＤＩＹ・園芸・事務用品
ペット用品
食品・飲料

酒類
花粉症対策商品
ストアユニフォーム

通販コスメ
ジェネリック医薬品
水・水関連商品

その他
無回答

0 10 20 30 40 50

5

22

12

14

5
11
13

36

42

4

11

10

11

19

8
14
15

3

4
5
6

4

4

9

2

4
1

2
1

（複数回答）

（複数回答）
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アンケート［一般来場者］

1あなたのお住まいはどちらですか? 2あなたの年齢は?

3あなたの性別は? 4今日はどなたとご来場されましたか?

5本ショーを何でお知りになりましたか? 6ショーの印象はいかがでしたか?

7次回も本ショーに来場したいと思いますか? 8一番印象に残ったイベントはどれですか?

東京都
20%

千葉県
59%

埼玉県 10%

神奈川県 5%
その他 5% 無回答 1%

無回答2%

男
30%

女
68%

無回答 1%その他 2%

ひとり
12%

友人・知人
28%

会社関係者
1%

家族
56%

良くなかった
4%

どちらでもない
10%

無回答 2%

良かった
84%

新聞・雑誌 10%

電車の中吊り
広告 2%

テレビ・ラジオ 4%

ホーム
ページ
21%

折込チラシ
10%

人から聞いて
15%

その他 4% 無回答 1%

店頭ポスター 9%

招待状
29%

いいえ
1%

どちらでもない 5% 無回答 2%

はい
92%

イベント
ステージ 
13%

おたのしみ
大抽選会
 19%

ヘルス＆ビューティー
情報ステーション2013

 9%

お弁当コーナー 7%

ヘルス＆ビューティケア
セミナー 7%

全国うまいものフェア 5%

無回答 2%
何も残らなかった 1%

テーマブース
2013 
34%

新商品
コレクション2013 

40%

25才～29才
5%

20才～24才 3%

19才以下 12%

30才～34才
7%

35才～39才
16%

40才～44才 18%

60才以上 13%

55才～59才
4%

50才～54才
9%

45才～49才
13%

（複数回答）

（複数回答）
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アンケート［一般来場者］

9本ショーの魅力は何ですか? �本ショーへ来場してドラッグストアへの印象が変わりましたか?

��Q10で「変わった」と記入された方にお聞きします。
ドラッグストアへの印象で何が一番変わりましたか?

�ドラッグストアは、どのくらいの頻度で利用しますか?

�ドラックストアで１回に使う金額はどの位ですか？

�ドラッグストアでよく買う商品は何ですか?

出展社の多さ
10%

サンプル配布の
豊富さ 31%

無回答 1%

イベントの
楽しさ 26%

展示規模の
大きさ 
48%

美容・健康に対する
情報の多さ 16%

商品の質の高さ
14% 

情報の新鮮さ
 15%

地域への貢献 2%

美容・健康への
アドバイス 7%

無回答 13%

商品の豊富さ
58% 

毎日 5%

週に
3回以上
17%月に

3回未満
22%

年に2～3回程度 2%
2ヶ月に一回程度 5%

年に1回程度 1% 無回答 2％

月に3回以上
17%

週に3回未満
29%

500円未満 11%

500～
1,000円
27%

3,001～5,000円
6%

2,001～3,000円
15%

5,001円以上 2%
無回答 2%

1,001～2,000円
37%

どちらでもない
9%

無回答 7%

変わった
63%

変わらない
21%

医薬品

ビタミン・サプリメント

漢方薬

健康食品

オーラルケア用品

コンタクトケア用品

衛生用品

介護用品

生理用品

スキンケア用品

メイクアップ用品

ヘアケア用品

ボディケア用品

男性化粧品

ベビーケア用品

日用消耗品

衛生紙用品

ホームケア用品

ＤＩＹ・園芸・事務用品

ペット用品

食品・飲料

酒類

花粉症対策商品

水・水関連商品

無回答

（％）
0 10 20 30 40 50 60 70

19

60

11

14

18

9

18

2

23

14

17

13

15

8

1

18

4

6

1

5

16

2

8

4

1

（複数回答）

（複数回答）

（複数回答）
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会場配置

新
商
品
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

２
０
１
３
投
票
カ
ウ
ン
タ
ー

出展社一覧（50音）

8-058 アース・バイオケミカル㈱
8-015 ㈱アイシム医療器
8-054 アイプラス㈱
8-047 ACUMEN�CO.,LTD.
7-043 アサヒグループ

　【アサヒ飲料㈱／アサヒビール㈱／
　アサヒフードアンドヘルスケア㈱】

8-046 味の素㈱
8-031 アズフィット㈱
8-055 アルフレッサヘルスケア㈱／

　アルフレッサホールディングス㈱／
　山本漢方製薬㈱

7-053 イスクラ産業㈱
8-053 エーザイ㈱
8-043 エオリア㈱／A�MEGA／

　FULL�&�FILL�BIO
8-050 エスエス製薬㈱
7-064 王子ネピア㈱
7-034 ㈱大木グループ
8-014 ㈱太田胃散
7-059 大塚製薬㈱
7-036 オカモト㈱
8-004 オムロンヘルスケア㈱
8-016 ㈱カノウプス
8-019 観光庁�「ポジティブ・オフ」運動
7-004 救心製薬㈱
7-023 ㈱キンカン／㈱浅田飴
7-033 クラシエホームプロダクツ販売／

クラシエ薬品㈱／クラシエフーズ㈱
8-006 グリコグループ
8-042 健栄製薬㈱
8-029 興和㈱
8-045 五洲薬品㈱
8-009 小林製薬㈱
8-021 ㈱コロンブス
7-035 コンビ㈱
8-005 ㈱サイキョウ・ファーマ／

　エムウィンソフト㈱
7-058 佐藤製薬㈱
8-057 三昭紙業㈱
8-056 サンスター㈱
7-046 シースター㈱
8-039 ジェクス㈱
7-002 シオノギ製薬㈱
7-049 ㈱シナジートレーディング
7-048 ㈱ジャパンヘルス
7-051 ㈱新日配薬品
8-010 ㈱ズー
8-017 すこやかメディカル㈱
7-021 スノーデン㈱
8-032 ㈱生活の木
8-025 セパレーターシステム工業㈱
8-051 ゼリア新薬工業㈱／

　イオナ�インターナショナル㈱
7-024 全国家庭薬協議会

　【全国家庭薬協議会／㈱恵命堂／
　��三宝製薬㈱／翠松堂製薬㈱】

8-007 せんねん灸発売元�セネファ㈱
8-027 全薬工業㈱
8-052 第一三共ヘルスケア㈱
7-062 大王製紙㈱
7-010 大幸薬品㈱
7-008 大正製薬㈱
8-036 大鵬薬品工業㈱
8-048 ㈱大和漢
7-038 ㈱タカミツ
8-013 武田薬品工業㈱
8-035 ㈱建林松鶴堂
8-022 田辺三菱製薬㈱
8-028 玉川衛材㈱
7-061 tutti ／ピア・コーポレーション
8-001 ㈱ツムラ
7-003 ㈱トクホン
8-037 ニチバン㈱
8-040 日科ミクロン㈱
8-038 日本製紙クレシア㈱
8-033 （一社）日本コンタクトレンズ協会
8-023 久光製薬㈱
8-024 ピジョン㈱
7-037 ピップ㈱
8-012 ㈱ビリーブ
8-041 不二貿易㈱
7-050 ブルーベル㈱
7-052 ポッカサッポロフード＆ビバレッジ㈱
8-008 マルマン㈱
7-063 ㈱明治
7-001 メディパルグループ

　【㈱アトル／㈱エバルス／㈱Paltac／㈱メディセオ】
7-020 ㈱メニコン
7-012 森下仁丹㈱
7-022 森永乳業㈱
8-026 ユースキン製薬㈱
7-029 ユニ・チャーム㈱
8-011 ユニバーサル・ペーパー㈱
8-002 養命酒製造㈱

小間番号 出展社名

ヘルスケアゾーン

7-009 横山製薬㈱
8-034 吉田司㈱
8-030 ライオン㈱
8-003 ㈱Rise�UP
8-044 リバテープ製薬㈱
7-011 ㈱龍角散
7-028 ロート製薬㈱
8-049 ロッテ健康産業㈱
7-013 わかもと製薬㈱
8-020 渡嘉毛織㈱

6-074 ㈱アイケイ
6-099 ㈱アクシス
6-086 ㈱アクセス
6-067 ㈱アヌシ
4-013 ㈱アネックスジャパン
4-017 ㈱井田両国堂
6-064 ㈱ヴァーチュ
6-091 ㈱ウエルネスジャパン
5-035 ㈱宇津木産業
6-102 ㈱SPRジャパン
5-021 ㈱エヌエスシー
5-030 ㈱エバメール化粧品
5-037 エビス㈱
4-016 ㈱MS＆Consulting
5-002 ELLE�girl

　【㈱セキザワ／㈱ハヤシ・ニット／レック㈱】
5-034 ㈱大山
6-100 貝印㈱
5-017 花王・カネボウ化粧品
6-066 ㈱輝きメイクMASAKO
6-061 ㈱カリエ
6-083 木原産業㈱
6-101 ㈱キャリア・ステーション

小間番号 出展社名

5-026 牛乳石鹼共進社㈱／㈱バイソン
6-090 熊野油脂㈱
5-043 ㈱グリーンベル（関工場）
5-033 ㈱コーセー／コーセー化粧品販売㈱／

　コーセーコスメポート㈱
5-041 ㈱小久保工業所
4-014 コスメテックスローランド㈱
5-020 コットン・ラボ㈱
6-070 ㈱コマリヨー
6-068 ㈱サーフビバレッジ
5-012 ㈱サンタン
5-027 ㈱シーボン
5-016 ㈱資生堂
5-018 ㈱ジャパンゲートウェイ
5-023 ㈱ジョージオリバー
5-015 SHO-BI㈱
5-038 ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱

　コンシューマーカンパニー
5-013 スリーアップ㈱
5-032 ㈱ダリヤ
5-003 チャームゾーン・ジャパン㈱
5-039 ㈱ディアローラ
5-001 ㈱ディーアール／㈱コスメラボ
6-098 デンタルプロ㈱
6-062 ㈱ドウシシャ
5-031 ㈱東和コーポレーション
5-042 ㈱ドクターシーラボ
5-010 ㈱ドド・ジャパン
6-069 中嶋産業㈱
6-060 日本ロレアル㈱
4-015 ㈱ネイチャーラボ
4-011 ㈱バスクリン
5-011 服部製紙㈱
5-028 ㈱ビー・エヌ
5-036 ㈱美商

小間番号 出展社名

6-072 ㈱ビューティーネイラー
6-084 ㈱ヒラ商
6-089 フェザー安全剃刀㈱
5-014 ホーユー㈱
6-085 Mac�Henna�マックプランニング
6-073 ㈱マンダム
6-087 ㈱メイクアップ
4-012 ㈱柳屋本店
6-071 柳瀬㈱�Rooro事業部
6-088 ㈱ヤマサキ
5-006 ユニリーバ・ジャパン・

カスタマーマーケティング㈱
5-025 ㈱洋光
5-029 ㈱ラッキートレンディ
5-040 ㈱リヨンプランニング
4-010 ルアン㈱
6-065 ㈱湧川商会

6-018 アスタリール㈱（富士化学工業グループ）
6-011 ㈱ヴェントゥーノ
6-104 カプスゲル・ジャパン㈱
6-019 ㈱カミナリヤ
6-016 サラダなごはん事務局
6-014 NUTRIENTAL�PHARMACY�CO.,LTD

　【㈱Time�&�Space ／
　NUTRIENTAL�PHARMACY�CO.,LTD】

6-013 農業生産法人㈱�熱帯資源植物研究所
6-017 ビタリア製薬㈱

6-021 ㈱光洋
6-022 スズラン㈱

小間番号 出展社名

ビューティケアゾーン

サプリメントゾーン

シニアライフケアゾーン
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新
商
品
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

２
０
１
３
投
票
カ
ウ
ン
タ
ー

6-047� 赤穂化成㈱
6-105 板前魂
6-037 ㈱伊藤園
6-045 ㈱エスビー商事
6-042 加藤産業㈱
6-051 川商フーズ㈱
6-048 ㈱小林商事
6-059 コンフェックス㈱／カルビー㈱
6-050 サッポロビールグループ
6-043 サントリーフーズ㈱
6-039 ㈱食文化
6-053 眞露㈱
6-040 ㈱スミフル
6-038 大栄トレーディング㈱
6-055 宝酒造㈱
6-036 ㈱日本アクセス
6-056 日本酒類販売㈱

　【日本酒類販売㈱／沖縄県酒造協同組合／霧島酒造㈱／
　薩摩酒造㈱／㈱シャトー勝沼／㈱博水社／
　㈱比嘉酒造／宝積飲料㈱／北関酒造㈱／吉乃川㈱】

6-046 ㈱マンナンライフ
6-041 ㈱美多加堂
6-058 三井食品㈱
6-057 三菱食品㈱
6-044 ㈲明成

7-057 アース製薬㈱
6-092 アイリスオーヤマ㈱
6-075 旭化成ホームプロダクツ㈱
7-055 ㈱アスト
7-030 イデシギョー㈱
6-078 ㈱井上工業

小間番号 出展社名

7-014 ㈱VIPグローバル
7-027 エステー㈱
7-019 NSファーファ・ジャパン㈱
7-006 ㈱オーエ
6-076 オカモト産業㈱
7-018 ㈲オブジィー
7-041 カミ商事㈱
7-005 カメヤマ㈱
7-039 KINCHOグループ

　【大日本除虫菊㈱／ダンヘルスケア㈱】
6-093 サナダ精工㈱
6-094 ㈱シービージャパン
6-082 システムポリマー㈱
7-007 ショーワグローブ㈱／キクロン㈱
7-060 ジョンソン㈱
7-040 生活害虫防除剤協議会
6-097 ㈱ソフト99コーポレーション
7-031 第一衛材㈱
6-080 ㈱太陽
6-096 ㈲高芝ギムネ製作所
7-017 ㈱ダンロップホームプロダクツ
6-079 ㈱ニッコー技研
7-056 ㈱日本香堂
7-016 ㈱丹羽久
7-025 ㈱ノルコーポレーション
7-042 ㈱白元
6-077 ハッソー㈱
7-032 P&G
6-095 BUSINESS�CHANNEL�CO.,LTD.
7-026 フマキラー㈱
7-015 ㈱ルミカ
7-054 ㈱ワイズ

6-026 ㈱あらたグループ（あらた／ジャペル㈱）
6-020 住商アグロインターナショナル㈱�ハーツ事業部

小間番号 出展社名

6-007 三誠商事㈱
6-010 日本シグマックス㈱

4-006 スケーター㈱
4-009 ㈱スモール・プラネット
4-002 ㈱トーエー
4-008 ㈱トレードワン
4-005 ㈱中谷
4-003 ㈱ハックベリー
4-004 ㈲405
4-001 ㈱ラングスジャパン
4-007 ㈱ルイファン・ジャパン

6-027 アドバンスセキュリティー㈱
6-024 ㈱S-Cube
5-009 ㈱OSGコーポレーション
5-007 ㈱岡村製作所
6-052 技研商事インターナショナル㈱
6-049 ㈱キャトルプラン
6-030 シー・エム・プランニング㈱
6-033 ㈱ジェイエスデザイン
6-103 ダイワ光芸�ダミーサンプルディビジョン
6-034 高千穂交易㈱
6-028 タカラベルモント㈱
6-029 ㈱チェックポイントシステムジャパン
6-023 トマトランド㈱
6-031 ㈱ナテック
6-054 passot㈱
6-035 福島工業㈱
5-008 ㈱プラネット
6-032 ㈱プラントシステム

小間番号 出展社名

6-009 エーザイ㈱
6-025 日本ジェネリック製薬協会

6-002 （独）医薬品医療機器総合機構
6-004 ㈱クエスト
6-006 ㈱サムシング
6-005 ㈱商業界
6-003 ㈱ダイヤモンド・フリードマン社
6-001 ㈱ハル・プロデュースセンター

K-004 ADWIN�KOREA�CORP.
K-006 DEMETER�香り図書館ニューヨーク
K-011 DOORI�COSMETICS
K-001 DORCO�CO.,�LTD
K-008 GREENB�COSMETICS
K-009 JADS�KOREA
K-012 JALINKO�INC.
K-003 KONAD�CO.,LTD
K-007 KOVAS�CO.,LTD
K-005 LS�COSMETIC�CO.,LTD
K-010 SEOUL�COSMETICS�CO.,LTD
5-019 SHARASHARA

小間番号 出展社名

フーズ＆ドリンクゾーン

ホームケアゾーン

ペットケアゾーン

ウェルネスウエアゾーン

エンジョイライフゾーン

ストアファシリティゾーン

調剤システムゾーン

出版・その他ゾーン

韓国ゾーン
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■純広告

■開催に伴う記事掲載・報道一覧
●会期前
12月25日 へるなび（web）

Shoes Post

ファンシーショップ

1月1日 ぶらりネットCHIBA

1月5日 日本医療衛生新聞

1月15日 薬事日報WEB-NEWS（web）

1月18日 JETRO（web）

1月21日 週刊粧業

へるなび（web）

薬事日報

日用品化粧品新聞（web）

1月23日 健康美容EXPO（web）

J-Net21（web）

Biz STYLE（web）

ザッカネット（web）

はてなブックマーク（web）

1月28日 ExpoTODAY（web）

1月30日 石鹸日用品新報

2月 公募ガイド

月刊パーソナルギフト

食品と科学

販促会議

月刊文具

2月7日 健康産業流通新聞

2月9日 Jpubb（web）

2月13日 PR TIMES（web）

asahi.com（web）

産経関西（web）

2月15日 薬事ニュース

日本医療衛生新聞

東京小売粧報

薬粧流通タイムズ

2月18日 三井アウトレットパーク幕張（web）

2月20日 薬事日報

2月21日 酒販ニュース

WWDビューティ

ぐるっと千葉

2月22日 日本経済新聞 - 千葉

2月23日 リビング東京東 - むさしの

リビング千葉 - ふなばしならしの

2月25日 週刊玩具通信

ドラッグトピックス

週刊玩具通信

ステイショナー

Shoes Post

2月26日 週刊アスキー

3月 国際商業

販促会議

食品と科学

ジャパンフードサイエンス

PETS REVIEW

消費と生活

3月1日 千葉日報

東京小売粧報

ぶらりネットCHIBA

3月2日 フジサンケイビジネスアイ - 東京

3月2日 フジサンケイビジネスアイ - 大阪

3月4日 クロワッサンFacebook（web）

3月5日 商業施設新聞

3月6日 薬局新聞

幕張メッセ　幕張プレス（web）

3月8日 ニューファミリー

オニオン新聞 - 市原袖ヶ浦版

オニオン新聞 - 八千代版

オニオン新聞 - 千葉南版

薬事日報

3月11日 日経流通新聞

ドラッグトピックス

流通ジャーナル

Mapionニュース（web）

msn産経ニュース（web）

インターネット展示会.tv（web）

オフィスマガジンonlin（web）

Infoseekニュース（web）

JCASTモノウォッチ（web）

おたくま経済新聞（web）

現代ビジネス（web）

東洋経済オンライン（web）

livedoorニュース（web）

DIAMONDonline（web）

JBPRESS（web）

徳島新聞（web）

3月14日 ドコモ　i コンシェル　週末イベント情報（web）

㈱ VALUE CREATOR社 2020 VALUE CREATOR

㈱医薬経済社 医薬経済

㈱エニイクリエイティブ MIL

㈱健康産業流通新聞社 健康産業流通新聞

㈱小売粧報 東京小売粧報

㈱じほう Meetu

㈱食料新聞社 食料新聞

㈱石鹼新報社 H&BCマーケティングニュース

石鹼日用品新報

㈱ダイヤモンド・フリードマン社 DRUG STORE NEWS

㈱週刊粧業 週刊粧業

㈲ドラッグビジネス 月刊ドラッグビジネス

㈱ドラッグマガジン ドラッグトピックス

ドラッグマガジン

㈱日用品化粧品新聞社 日用品化粧品新聞

日本経済新聞社 日経MJ

日本商業新聞社 日本商業新聞

㈱日本ホームセンター研究所 月刊需要創造（月刊ホームセンター）

㈱ヘルスビジネスマガジン社 ヘルスライフビジネス

㈱薬事日報社 薬事日報

㈱薬事ニュース社 薬事ニュース

㈱薬粧流通タイムズ社 薬粧流通タイムズ

㈱薬局新聞社 ドラッグストアレポート

薬局新聞

㈱流通ジャーナル 流通ジャーナル
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■開催に伴う記事掲載・報道一覧
●会期後
3月15日 食品工業

日本経済新聞 - 東京

日本経済新聞 - 大阪

日本経済新聞 - 名古屋

日本経済新聞 - 北九州

日本経済新聞 - 札幌

薬事日報

東京石鹸商報

薬粧流通タイムズ

展示会とMICEニュース（web）

インターネット展示会 .tv（web）

3月16日 千葉日報

日テレ NEWS24（web）

3月17日 日テレ NEWS24（web）

テレビ朝日（web）

イザ！（web）

3月17日 livedoorNEWS（web）

石鹸新報 WEB-NEWS（web）

3月18日 流通ジャーナル

日用品化粧品新聞

テレビ朝日（web）

東スポ（web）

YAHOO!JAPAN ニュース（web）

3月19日 ダイエットクラブ NEWS（web）

Peachy（web）

ネタりか（web）

アメーバニュース（web）

BIGLOBE KireiStyleニュース（web）

RBB TODAY（web）

AOL ニュース（web）

Value creator2020（web）

へるなび（web）

3月20日 石鹸日用品新報

3月22日 ガジェット通信（web）

3月22日 excite ニュース（web）

BIGLOBE ニュース（web）

3月25日 ドラッグトピックス

薬事日報

日用品化粧品新聞

中日本商業新聞

3月29日 夕刊フジ - 東京

薬事日報

薬事ニュース

粧業日報

4月 消費と生活

販促会議

ソトコト

4月1日 ドラッグトピックス

●会期中および事後

放映日時 番　組 局　名

3月15日 NEWS千葉600 千葉テレビ

NEWS千葉930 千葉テレビ

3月18日 スッキリ!! 日本テレビ

モーニングバード ! テレビ朝日

ノンストップ ! フジテレビ

●放送予定

放映日時 番　組 局　名

－ news every. 日本テレビ

－ 未定（4月以降の経済ニュース番組） BS-TBS

■テレビ放送一覧
●会期前

放映日時 番　組 局　名

3月11日 こんにちはいっと6けん ＮＨＫ
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■事前ポスター

■直前ポスター

■公式ホームページ
http://www.drugstoreshow2013.jp

◀トップページ
2012年7月〜
総ページアクセス件数
1,310,600件
（3月31日現在）

■一般　招待状

■交通広告（中吊り）

路線名 日　程

JR中央線群 3月8日（金）
〜3月10日（日）

■折り込みチラシ 千葉県エリア朝日・毎日・読売新聞
配付日 配付部数

　3月10日（日） 500,000部
　3月16日（土） 500,000部

■業界関係者　招待状��※海外来場者　招待状（英語版・中国語版・韓国語版作成）

■折り込みチラシ　セミナー
配付日 配付部数
3月9日（土） 100,000部



　この度は、第13回JAPANドラッグストアショーへの
ご出展ならびに多大なるご支援・ご協力をいただき厚く御礼
申し上げます。
　次回、第14回のJAPANドラッグストアショーでは、
ドラッグストア業界の10兆円産業化を目指し、さらなるセ
ルフメディケーションの普及と推進のために取り組んでまい
ります。
　今回にも勝るご支援とご協力を賜りますよう宜しくお願
い申し上げます。

発行日／平成25年4月23日
発行人／関口�信行
編集・発行／日本チェーンドラッグストア協会
〒222-0033　神奈川県横浜市港北区新横浜2-5-10　楓第2ビル4階
TEL　045-474-1311　　FAX　045-474-2569

http://www.jacds.gr.jp/

─　次 回 開 催 の ご 案 内　─



会場 ： 幕張メッセ開催時間

3/15・16・17（商談日） 
3/16・17（一般公開日）

20133/15   ・16   ・17（金） （土） （日）

つくしちゃん

稲蔵

若菜

竹雄

栗太郎

みかん

プチ

ウメ

夢ふく
らむドラッグストアの進化

夢ふく
らむドラッグストアの進化 祭

典
が
祭
典
が

ア
ジ
ア
最
大
級
の

ア
ジ
ア
最
大
級
の

始
ま
り
ま
す
！

始
ま
り
ま
す
！

13

報　告　書
JAPAN

12

2013

13

12
2013

13




