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ご挨拶

　「第18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、「人に、地域につながるドラッグストア～くらしを豊かにするセルフメディケーション～」をテー

マに掲げ、2018年3月15日（木）（プレビュー開催）、16日（金）、17日（土）、18日（日）の4日間、幕張

メッセにおいて開催いたしました。第18回目となる今回は359社・1,397小間のご出展と126,066名の

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。

　本年は春の陽気から一転し、外は気温が上がらず寒い中での開催となりましたが、会場内の随所では熱く

盛り上がっている様が印象的でした。各社趣向を凝らし、多様な方法でPRや情報発信がなされ大変有意義な

内容であったと思います。テーマブースにおきましては、「10 兆円産業化への挑戦！」と題して、「街の健康

ハブステーション構想」実現に向けた施策や、様々な課題への取り組みについて展示紹介しました。また、

10 兆円産業化の実現の絶対条件である、3 万店時代の人手不足と健康・生活・専門性の強化、ドラッグスト

アの成長矛盾の解決に向け、電子タグ（RFID）推進への取り組みを明文化した「ドラッグストア スマート化宣

言」を発表するなど、ドラッグストア業界が地域や生活に役立つ役割・機能を持ち、さらなる進化・成長する

姿勢を明示出来たと考えております。

　美容・健康に役立つ最新情報・体験型イベントが満載の「ヘルス&ビューティ情報ステーション2018」、

最新トレンドを発信する「新商品コレクション2018」、専門家による情報満載の各種「セミナー」、同時開催

として元気なシニアのための未来展「第 2 回ライフスタイルビジョン」を展開し、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くことができました。

　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 18 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。

　

　次回、第19回 JAPANドラッグストアショーは、2019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　青木 桂生
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実施概要／第18回JAPANドラッグストアショー実行委員会

実施概要
■名　　　称 第18回JAPANドラッグストアショー

■テ　ー　マ 人に、地域につながるドラッグストア
 ～くらしを豊かにするセルフメディケーション～

■会　　　期 2018年 3月15日（木） 13：30～18：00　プレビュー開催
  3月16日（金）・17日（土）・18日（日） 10：00～17：00　商談日
  3月17日（土）・18日（日） 10：00～17：00　一般公開日

■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、一般財団法人日本ヘルスケア協会、 
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）、 
駐日大韓民国大使館、大韓貿易投資振興公社（KOTRA）、香港貿易発展局（HKTDC）、 
台北駐日経済文化代表処、台湾貿易センター（TAITRA）、日本政府観光局（JNTO）、 
特定非営利活動法人日印国際産業振興協会（JIIPA）、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、 
一般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、
日本一般用医薬品連合会、日本OTC医薬品協会、株式会社プラネット

■入　場　料 無料

■出 展 規 模  359社／ 1,397小間

■来　場　者 126,066名

第18回JAPANドラッグストアショー実行委員会
■実行委員長 富山　浩樹 サツドラホールディングス（株） 代表取締役社長
■副実行委員長 杉浦　伸哉 （株）スギ薬局 常務取締役 営業本部 本部長 兼 ウェルネス事業部 事業部長
■委員 佐久間雄治 （株）マツモトキヨシホールディングス 管理本部付 渉外担当部長
 小沼　健一 ウエルシア薬局（株）総務部長 兼 ウエルシアホールディングス（株）総務部長
 倉知　晃弘 サツドラホールディングス（株） 執行役員 商品部ゼネラルマネジャー
 皆川　友範 （株）アカカベ 代表取締役社長
 長基　健人 （株）コメヤ薬局 常務取締役社長室長
 江黒　太郎 （株）クスリのマルエ 代表取締役
 青木　孝憲 （株）クスリのアオキ 専務執行役員 店舗運営本部長
 尾池　勇紀 光（株） 営業企画室室長
■顧問 根津　孝一 （株）ぱぱす 代表取締役会長
 江黒　純一 （株）クスリのマルエ 取締役会長
 浦上　晃之 ゴダイ（株） 代表取締役社長
 皆川　友夫 （株）アカカベ 代表取締役会長
 石田　岳彦 ウエルシア薬局（株） 取締役副社長
 松本　清雄 （株）マツモトキヨシホールディングス 代表取締役社長
 貴島　浩史 （株）ミック・ジャパン 代表取締役社長
 関口　周吉 （株）龍生堂本店 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

業界関係来場者
63,159名

50.1%
（うち、海外来場者
          1,436名）

一般来場者
62,907名

49.9%

アメリカ 11名 0.8%

シンガポール 44名 3.1%

マレーシア 19名 1.3%

タイ 30名 2.1%

香港 89名 6.2%

その他
39名　2.7%

中国
322名
22.4%

台湾
219名
15.3%

韓国
663名
46.2%

インドネシア 9名
ベトナム 8名
カナダ 5名
オーストラリア 4名
モンゴル 3名
ロシア 3名
カンボジア 2名
マカオ 2名
イギリス 1名
イタリア 1名
オランダ 1名

ドラッグストア
22,295名
35.3%

その他
2,779名
4.4%

その他
2,779名
4.4%

メーカー
6,379名
10.1%

商社・卸売業
10,106名
16.0%

薬局・薬店
6,063名
9.6%

小売業
15,537名
24.6%

実施スケジュール

来場者数（単位：名）

全体内訳

業界関係来場者内訳

海外来場者内訳

会　期 天　気 来場者数 

3月15日（木） 晴れ 1,169

3月16日（金） 雨 41,658

3月17日（土） 晴れ 46,373

3月18日（日） 晴れのち曇 36,866

合　計 126,066

人　数 割　合

業界関係来場者 63,159 50.1%

一 般 来 場 者 62,907 49.9%

合　　　　計 126,066 100.0%

■出展申込締切 2017年10月25日（水）

■出展社説明会 2017年12月7日（木）
  会場：ニッショーホール

■搬　入 2018年3月13日（火）・14日（水）・15日（木）

■会　期 2018年3月16日（金）～18日（日）　3日間
 ※3月15日（木）プレビュー開催　（4・5ホールのみ）

■搬　出 3月18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　株式会社あらた　代表取締役 社長執行役員 COO　須崎 裕明 様
　　　　　　　　　　　日本チェーンドラッグストア協会　会長　青木 桂生
　　　　　　　　　　　第18回JAPANドラッグストアショー　実行委員長　富山 浩樹
　　　　　　　　　　　第18回JAPANドラッグストアショー　副実行委員長　杉浦 伸哉

主催者挨拶／日本チェーンドラッグストア協会
　　　　　　会長　青木 桂生

実行委員長挨拶／第18回JAPANドラッグストアショー
　　　　　　　　実行委員長　富山 浩樹

■日　時：3月16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　青木 桂生
■実行委員長挨拶：第18回JAPANドラッグストアショー　実行委員長　富山 浩樹
■出展社代表挨拶：株式会社あらた　代表取締役 社長執行役員 COO　須崎 裕明 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　青木 桂生
　　　　　　　　　　　第18回JAPANドラッグストアショー　実行委員長　富山 浩樹
　　　　　　　　　　　第18回JAPANドラッグストアショー　副実行委員長　杉浦 伸哉
　　　　　　　　　　　株式会社あらた　代表取締役 社長執行役員 COO　須崎 裕明 様
■報道関係出席者：24媒体　37名
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記者会見

■日　時：3月16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　青木 桂生
　　　　　日本チェーンドラッグストア協会　名誉会長　松本 南海雄
　　　　　第18回JAPANドラッグストアショー　実行委員長　富山 浩樹
　　　　　第18回JAPANドラッグストアショー　副実行委員長　杉浦 伸哉
　　　　　日本チェーンドラッグストア協会　第13回セルフメディケーションアワード　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第6回健康（セルメ）川柳コンクール
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セルフメディケーションアワード　実行委員長　櫻井 清
　　　　　日本チェーンドラッグストア協会　副会長 兼 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　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　樋口 俊一
■報道関係出席者：44媒体　58名

日本チェーンドラッグストア協会
会長　青木 桂生

日本チェーンドラッグストア協会
名誉会長　松本 南海雄

第18回JAPANドラッグストアショー
実行委員長　富山 浩樹

第18回JAPANドラッグストアショー
副実行委員長　杉浦 伸哉

日本チェーンドラッグストア協会
第13回セルフメディケーションアワード
第6回健康（セルメ）川柳コンクール
セルフメディケーションアワード　実行委員長　櫻井 清

日本チェーンドラッグストア協会
副会長 兼 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
事務総長　宗像 守

日本チェーンドラッグストア協会
副会長　樋口 俊一

会場風景 会場風景
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レセプションパーティー

■日　時：3月16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
開宴の辞
　第18回JAPANドラッグストアショー　実行委員長　富山 浩樹

主催者代表挨拶
　日本チェーンドラッグストア協会　会長　青木 桂生

ご来賓祝辞
　経済産業省　消費・流通政策課長　林 揚哲 様
　厚生労働省　医政局　経済課長　三浦 明 様

乾杯のご発生
　資生堂ジャパン株式会社　取締役執行役員 常務　
　　　　　　　　コスメティクスブランド事業本部長　赤尾 一成 様

第13回セルフメディケーションアワード受賞者発表

第6回健康（セルメ）川柳コンクール受賞作品発表

新商品コレクション2018「業界関係者投票部門」受賞社発表

感謝状贈呈（代表登壇）
　大木ヘルスケアホールディングス株式会社　
　　　　　　　　　　　　　代表取締役　会長兼社長　松井 秀夫 様

ブースコンテスト表彰式

中締め
　第18回JAPANドラッグストアショー　副実行委員長　杉浦 伸哉

日本チェーンドラッグストア協会
会長　青木 桂生

第18回JAPANドラッグストアショー
実行委員長　富山 浩樹

第18回JAPANドラッグストアショー
副実行委員長　杉浦 伸哉

資生堂ジャパン株式会社　取締役執行役員 常務
コスメティクスブランド事業本部長　赤尾 一成 様
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ブースコンテスト受賞社／新商品コレクション2018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（ブース名表記）賞賞

新商品コレクション 2018 好感度投票受賞商品賞賞

感謝状贈呈社（50音順）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
 社　名：マルサンアイ（株）
 商品名：香りつづくとろける味噌減塩  だし入りあわせ

第18回JAPANドラッグストアショー実行委員長賞
 社　名：P&Gジャパン（株）
 商品名：ファブリーズ　マイクロミスト

日本チェーンドラッグストア協会　特別賞
 社　名：エーザイ（株）
 商品名：イータック抗菌化スプレーα

■総合の部　15社
 最優秀大賞
 花王グループ

 大賞
 資生堂ジャパン

 準大賞
 クラシエホームプロダクツ販売（株）/ 
 　クラシエ薬品（株）/クラシエフーズ（株）
 （株）ジャパン ゲートウェイ
 ユニリーバ・ジャパン・カスタマーマーケティング（株）

 優秀賞
 （株）井田両国堂
 （株）コーセー /コーセーコスメポート（株）
 田辺三菱製薬（株）
 （株）ネイチャーラボ
 BCLカンパニー

 バイヤーズ賞
 シオノギヘルスケア
 （株）ジプソフィラ
 大幸薬品（株）
 久光製薬（株）
 ロート製薬（株）

■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
 社　名：日本製紙クレシア（株）
 商品名：クリネックス  ローションティシュー  エックス

第18回JAPANドラッグストアショー実行委員長賞
 社　名：アース製薬（株）
 商品名：温泡  ONPO  とろり炭酸湯

日本チェーンドラッグストア協会　特別賞
 社　名：マルサンアイ（株）
 商品名：香りつづくとろける味噌減塩  だし入りあわせ

■特別賞の部　15社
 協会会長特別賞
 興和（株）
 （株）サンスマイル
 東和薬品（株）

 実行委員長特別賞
 （株）大山
 サラヤ（株）
 （株）ファッションあらた

 審査委員会特別賞
 エステー（株）
 河淳（株）
 佐藤製薬（株）

 バイヤーズ特別賞
 SHO-BI（株）
 （株）フィッツコーポレーション
 ホーユー（株）

 デザイン賞
 （株）グラフィコ
 デンタルプロ（株）
 （株）リベルタ

アサヒグループ食品（株）
アサヒシューズ（株）

（株）えがお
大木ヘルスケアホールディングス（株）
大塚食品（株）
大塚製薬（株）

（株）岡村製作所
オムロン ヘルスケア（株）
花王グループカスタマーマーケティング（株）

亀田製菓（株）
（株）観察の樹
岐阜薬科大学
キユーピー（株）
国分グループ本社（株）
資生堂ジャパン（株）
大日本印刷（株）
東芝テック（株）

（株）永谷園

ハウス食品（株）
パナソニック（株）

（株）PALTAC
（株）ヒロモリ
マルハニチロ（株）

（株）明治
（株）𠮷野家
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イベントステージ

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情報提供コーナー・クイズショー・体験コーナー・トークライブ・子ども
たちに人気のヒーロー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
オープニングセレモニー／キノウ食アワード2018 ／第6回健康（セルメ）川柳コンクール受賞作品発
表／ライブステージ／クイズ・トークショー／ AED 講座／ヒーローショー／新商品コレクション
2018　好感度投票 表彰式

●イベントステージプログラム●

3 月16 日（金） 3 月17 日（土） 3 月18 日（日）
9：30

9：30 〜10：00
オープニングセレモニー

10：00
オープニング

オープニング

10：05 〜10：40
地域密着ライブ② 

REVE Kid's Dance Performance
10：15 〜10：45
地域密着ライブ① 

王霄峰（わんしゃおふぉん）プラス愛好会による二胡演奏
10：30

バルーンアート パフォーマンス＆インターバルタイム

バルーンアート パフォーマンス＆インターバルタイム
10：50 〜11：35
キャラクターショー 

仮面ライダービルド ショー 
握手会

11：00

11：05 〜11：50
プライドをかけた薬科大学対抗「家庭薬クイズ」

日本薬科大学／城西大学／東京薬科大学 薬科学生 
堀美智子（医療情報研究所 株式会社エス・アイ・シー取締役）

11：30
バルーンアート パフォーマンス＆インターバルタイム

11：45 〜12：35
お口の病気は万病のもと！ 

デンタルケアと食育を考えよう！！
出演：生島ヒロシ／ジャングルポケット／杉原杏璃 
講師：だいすけ先生（歯科医師）

バルーンアート パフォーマンス＆インターバルタイム12：00

12：20 〜13：20
イチから楽しく学ぼう！ 簡単 AED 講座

出演： 蝶野正洋／澤田敦士／相葉裕樹 
オムロン ヘルスケア株式会社

12：30
12：35 〜12：50

ドラッグストアで健康づくり！
12：50 〜13：10

田淵幸一×生島ヒロシのスペシャルトークショー ～健康長寿社会における人生の楽しみ方～
出演： 田淵幸一　 ＭＣ：生島ヒロシ 

13：00

13：00 〜13：50
キノウ食アワード2018

バルーンアート パフォーマンス＆インターバルタイム

バルーンアート パフォーマンス＆インターバルタイム
13：20 〜14：05

楽しく学んで素敵なプレゼンも当たる！  
漢方ビギナー講座

出演：渡辺めぐみ／福井セリナ
講師：西島啓晃（漢方平和堂薬局）　ＭＣ：田村あゆち

13：30

13：50 〜14：50
「健康×アスリート」 

オリンピアン トークショー
出演： 宇津木妙子／中村真衣／川嶋奈緒子 

長嶋一茂　
ＭＣ：田村あゆち

14：00

バルーンアート パフォーマンス＆インターバルタイム

14：25 〜15：10
豪華商品を GET しよう！ 

セルメ川柳＆知っておきたい！ 在宅介護 Q&A
出演： ねづっち／小原道子　
ＭＣ：田村あゆち

14：30

バルーンアート パフォーマンス＆インターバルタイム15：00

バルーンアート パフォーマンス＆インターバルタイム

15：15 〜16：15
〇×クイズに参加して 

豪華賞品を GET しよう！
出演： 堀美智子（医療情報研究所 株式会社エス・アイ・シー取締役） 

堀紗耶華／福井セリナ

15：25 〜16：10
キャラクターショー 

仮面ライダービルド ショー 
握手会

15：30

16：00

バルーンアート パフォーマンス＆インターバルタイム

16：15 〜17：00
第6回健康（セルメ）川柳コンクール 

受賞作品発表

エンディング 16：20 〜16：40
新商品コレクション 2018 表彰式16：30

エンディング
17：00 エンディング
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テーマブース2018

「進化成長するドラッグストア！」と題して「街の健康ハブステーション構想」、「業界支援事業」「地域高
齢者支援」等の紹介を通して、ドラッグストア業界「10 兆円産業化への挑戦！」への取り組みを紹介しま
した。ほかにもドラッグストア業界再成長の課題と取組み、実態調査報告、専門家育成支援などを多角
的に紹介しました。

コーナー実施構成
実現する課題・取り組み・提案ゾーン（街の健康ハブステーション構想、業界支援事業、食と健康市
場の拡大策、地域高齢者支援）、日本チェーンドラッグストア協会活動ゾーン（委員会活動／社会貢
献活動／2017年度のドラッグストア実態調査／登録販売者受験支援／協会認定アドバイザー制度／
会員・協力団体の紹介／教育活動の紹介／テキスト教材、用語集、過去問題集等の販売・相談）／ク
イズラリー
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ヘルス＆ビューティ情報ステーション2018

「デジタルセルフメディケーション」「キッズプログラム」「ヘルスケア＆ビューティケアゾーン」の3コー
ナーを展開。幅広い年齢層の来場者に向けて、美容と健康に関する情報提供を行いました。

●コーナー展開・協力一覧●
【デジタルセルフメディケーションゾーン】

先進のデジタル健康機器を使ったデジタル時代のセルフメディケーションを、体験を通して紹介します。

　①あなたの内臓脂肪、はかります！「花王　内臓脂肪みえる化ステーション」体験コーナー
　  　 健康の重要なバロメーターかつ、あなたの生活を映す鏡でもある内臓脂肪。花王が大阪大学と共同開発した計測技術によ

る専用の医療機器で、来場者の内臓脂肪を測定し、生活習慣の見直し提案を行いました。（協力：花王（株））

　②「健康測定＋スマートフォンヘルスケア健康管理アプリ」体験コーナー
　  　 血圧計や体重体組成計での測定体験と、それらの測定機器と連動するスマートフォンアプリ『OMRON connect』の紹介

を行い、これからの時代の健康管理を体験していただきました。（オムロン ヘルスケア（株））

　③ 今あなたが必要と類推される栄養素をオーダーメイドに提供する＜healthServer＞体験コーナー
　  　 healthServer（ヘルスサーバー）の紹介を行いました。本体に内蔵した生体センサーで体調情報を取得し、あわせてスマー

トフォンの専用アプリに行動情報と食事情報を入力します。それらの情報を元に healthServer が、今必要と思われる栄
養素を類推しサプリメントを提供します。（協力：ドリコス（株））

　④減量指導計・ダイエットアナライザー体験コーナー
　  　 力こぶの位置（上腕二頭筋）から計測し、正確に体脂肪量を計測します。肥満度や体型分類で減量アドバイスを提供しま

した。（協力：（株）メディケアー）

【キッズプログラムゾーン】
明日の日本の担い手であるこどもたちに社会体験の機会を提供することで、セルフメディケーションの理解促進と、物を大切にす
る心の養成を目的に展開する体験学習ゾーンです。様々な仕事体験を通じて得た成果（ポイント）でお買い物をして、働くことや物
の大切さを学んでいただきました。

　⑤「こどもやくざいし」体験コーナー
　  　 キッズ用白衣を着て、通常は入れない調剤室の中で本格的にドラッグストア薬剤師の体験を行いました。

　「ビューティケアお仕事体験：⑥こどもネイリスト／⑦こどもメイクアップアーティスト」体験コーナー
　  　 家族やお友達と一緒に参加。プロのインストラクターの指導でこどもネイリスト／こどもメイクアップアーティストに

なって、家族やお友達にビューティケアを施しました。ネイリスト体験では、ネイルアートとバフィング（爪磨き）を、
メイクアップ体験ではアイメイクとリップメイクを行いました。

　  　（協力：資生堂ジャパン（株）、（株）コーセー、ヴィーナスアート）

　⑧「ヘルスケアお仕事体験：こどもマッサージ師」体験コーナー
　  　 保護者と一緒に参加。プロの先生の指導でからだの仕組みを学びながら、マッサージ師のお仕事を体験していただきまし

た。（協力：ヴィーナスアート）

　⑨「防災お仕事体験：こどもレスキュー隊」体験コーナー
　  　 災害救助現場で活躍するレスキュー隊の訓練のひとつである「ロープ渡り」を、こどもレスキュー隊として実際に体験し

ていただきました。（協力：防災コミュニティネットワーク）

　⑩「科学実験教室」コーナー
　  　 紙オムツや植木鉢のプランツボールに使われている「高吸水性ポリマー」を使った「お部屋用芳香剤」を作りました。化学

実験ショー「空気砲」で会場を盛り上げました。（協力：東京大学サイエンスコミュニケーションサークル）

　⑪「かえっこinドラッグストアショー」コーナー
　  　 家庭で遊ばなくなったおもちゃを集めて、欲しいおもちゃと交換する「かえっこ」を展開しました。お店体験や未就学児

による「ぬりえ」コーナーもあり、会場内の各体験コーナー参加によるポイントと交換に欲しいおもちゃを持ち帰りました。
（協力：アーツ千代田 3331）

【ヘルスケア＆ビューティケアゾーン】
　⑫ヘルス＆ビューティジュースバー
　  　 気軽に始められる健康習慣として、美容と健康に役立つ果汁ジュースの紹介・プレゼントを行いました。
　  　（協力：（一社）日本果汁協会）

●体験コーナー参加人数●
デジタルセルフメディケーションゾーン キッズプログラムゾーン

⑫ 合計① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪
3/16（金） 174 89 80 150 － － － － － － － 163 656
3/17（土） 200 334 80 288 357 52 56 30 83 66 320 819 2,685
3/18（日） 201 341 100 296 370 59 53 43 92 72 390 1,219 3,236

合計 575 764 260 734 727 111 109 73 175 138 710 2,201 6,577 
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特別企画セミナー／特別セミナー／新商品コレクション2018

業界で求められる最新のドラッグ業界情報や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。事前にホームページより多数の申込をいただき、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。

特別企画セミナー／特別セミナー

●セミナープログラム● 会場：４ホール　セミナールームA・B
日付 会場 時 間 タイトル 企業・団体名 聴講者数

 特別企画セミナー
３月 15日

（木） A 13：30～15：00
（90分） 業務に役立つ制度改正対応のポイント 日本チェーンドラッグストア協会

ドラッグストアMD研究会 100

 特別セミナー（ビジネスセミナー）
３月16日
（金） A 13：00～15：30

（150分）
標準EDI（流通BMS)普及推進に向けた取り組み
～なぜ流通BMSを今導入すべきなのか～

日本チェーンドラッグストア協会
業界標準化推進委員会 133

 特別セミナー（第2回JACDS薬剤師学術セミナー）

３月16日
（金）

A

11：30～13：00
（90分）

セッション１　－スポンサーセッション－
フレイル予防を考える　－消化酵素の可能性－

協力：シオノギヘルスケア（株）
主催：日本チェーンドラッグストア協会
　　　（一社）日本薬業研修センター

62

14：00～15：30
（90分）

セッション２　日本医療機能評価機構　特別講演会
薬局ヒヤリ・ハット　事例収集・分析事業の成果

協力：(公財)日本医療機能評価機構
主催：日本チェーンドラッグストア協会
　　　（一社）日本薬業研修センター

49

15：40～17：10
（90分）

セッション３　－スポンサーセッション－
糖尿病療養指導について薬局従事者へ期待すること

協力：テルモ（株）
主催：日本チェーンドラッグストア協会
　　　（一社）日本薬業研修センター

40

３月17日
（土）

13：30～15：00
（90分）

セッション４　厚生労働省　特別講演会　
平成30年度　調剤報酬改定のポイント

協力：厚生労働省
主催：日本チェーンドラッグストア協会
　　　（一社）日本薬業研修センター

71

３月18日
（日）

11：30～13：00
（90分）

セッション５　－スポンサーセッション－
ジェネリック医薬品の品質と製剤工夫

協力：沢井製薬（株）
主催：日本チェーンドラッグストア協会
　　　（一社）日本薬業研修センター

48

13：30～15：00
（90分）

セッション６　－スポンサーセッション－
知って得する漢方製剤の活用

協力：ロート製薬（株）
主催：日本チェーンドラッグストア協会
　　　（一社）日本薬業研修センター

42

 特別セミナー（ヘルス&ビューティケアセミナー）

３月17日
（土）

Ａ 11：00～12：30
（90分） よく知って「やっぱり安心、家庭薬」 日本家庭薬協会 166

B

11：30～12：15
（45分） お出かけ女史のススメ　～キレイになって、ワクワクおでかけ～ 花王（株） 124

12：30～13：15
（45分） ウソ？ホント？？痛みと鎮痛薬の都市伝説　～頭痛を上手にケアして快適ライフ～ 第一三共ヘルスケア（株） 121

13：30～14：15
（45分） わたしにもできる地域包括ケア 千葉市保健福祉局地域包括ケア推進課 111

14：30～15：15
（45分） 正しくしまって快適に～上手な衣類収納と衣替え～ 白元アース（株） 162

15：30～16：15
（45分） 自宅で実践！ 知っておきたい年代別「にきびケア」 ロート製薬（株） 150

３月18日
（土）

11：30～12：15
（45分） 伸ばそう！健康寿命「毎日の生活に、プラスαの新習慣を」 アサヒグループ食品（株） 137

12：30～13：15
（45分） 女はつらいよ！？　～女性のライフステージと身体の不調～ 武田コンシューマーヘルスケア（株） 136

13：30～14：15
（45分） 毎日の歯みがきが歯と歯ぐきの健康を守る～歯周病とセルフケアのポイント～ ライオン（株） 234

14：30～15：15
（45分） 災害から家族を守る防災対策 防災コミュニティネットワーク 130

15：30～16：15
（45分） 2018年春夏トレンド　「透明感」引き出す美肌メイクのポイント 資生堂ジャパン（株） 184

出展社より新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／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87社 248品

“美しく、キレイ”の生活提案！ …………… 61品 “快適・便利” の生活提案！ ………… 63品
“体内を元気に”の生活提案！ ……………… 34品 “趣味が大切” の生活提案！ ………… 10品
“まずは予防” の生活提案！ ………………… 34品 “みんなにやさしく” の生活提案！ … 18品
“治したい” の生活提案！ …………………… 25品 “お店を元気に” のビジネス提案！ …… 3品

●優先サンプル品引換券　申込社数●　全14社 

新商品コレクション2018
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お楽しみ大抽選会／先着5,000名様プレゼント／ 
全国うまいものフェア in ドラッグストアショー／お弁当コーナー

全国うまいものフェア in ドラッグストアショー 場所：6・7 ホール屋外

全国各地から選りすぐりの有名駅弁を集めました。毎回売り切れ必至の人気コーナーです。

お弁当コーナー 場所：イベントステージ付近（8 ホール）

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。

先着5,000名様プレゼント

来場者向け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
  プーケット パトンビーチ　ダイヤモンドクリ

フリゾート＆スパ　ダイヤモンドジャグジース
イート　5 日間ペア旅行　毎日選べるスパト
リートメント付き！

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

お楽しみ大抽選会

3月16日（金） 3月17日（土） 3月18日（日） 合計

2,314名 4,775名 4,612名 11,701名

地 域 メニュー名

北海道地区 十勝豚丼

東北地区
仙台厚切り牛タン串

仙台 牛タンまぜそば

甲信越地区 新潟タレカツ丼

近畿地区 ぼっかけ焼きそば

地 域 メニュー名

九州地区 大分中津からあげ

スナックゾーン

アメリカンビーフバーガー

揚げたこ焼き

BEN & JERRY'S アイスクリーム

駅　名 線　名 商　品　名

釧路駅 根室本線 うに・いくら丼

稚内駅 宗谷本線 かに・いくら丼

八戸駅 東北新幹線

こぼれイクラととろサーモンハラス焼き弁当

こぼれいくらとずわいガニ棒肉弁当

三陸産　やわらか穴子めし

一ノ関駅 東北本線 平泉うにごはん

米沢駅 奥羽本線

牛肉どまん中

三味牛肉どまん中

黒毛和牛焼肉カルビ弁当

米澤牛しぐれ寿司

黒毛和牛すきやき牛肉重

仙台駅 東北新幹線 極撰炭火焼き牛たん弁当（加熱）

駅　名 線　名 商　品　名

仙台駅 東北新幹線
牛たん＆ステーキ弁当（加熱）

炙り牛たんとA5仙台牛弁当

新神戸駅 山陽新幹線 神戸のステーキ弁当

岡山駅 山陽本線
お祭り弁当

岡山後楽園のお弁当（春）

鳥取駅 山陰本線
焼ガニべんとう　鳥取のかに小屋

かにづくし弁当

東京駅 東海道本線

こだわりのとんかつ弁当

一本炙りあなご弁当

唐揚げざんまい弁当

牛肉弁当

本年もドラッグストアショーに全国各地から厳選メニューを携えたキッチンカーが勢揃い。大人から
子供まで大喜びの絶品メニューを、ランチやお土産用として販売を行いました。
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第2回ライフスタイルビジョン（同時開催）

第2回目となる今回は、タイトルを「第2回ライフスタイルビジョン～アクティブシニアの健康＆美容、
快適生活の産業と未来展～」とし、エルダーからシニアの人々が人生を楽しく健康に過ごすための商
材や支援サービス等を紹介しました。

●開催概要
■名　称：第2回ライフスタイルビジョン　～アクティブシニアの健康&美容、快適生活の産業と未来展～
■会　期： 2018年3月16日（金）～ 18日（日）　　10：00 ～ 17：00
　　　　　※一般公開日　3月17日（土）、18日（日）
■会　場： 幕張メッセ（8ホール）
■主　催： 一般財団法人日本ヘルスケア協会（JAHI）・日本チェーンドラッグストア協会（JACDS）
■後　援： 一般社団法人ペットフード協会、一般社団法人日本ホームヘルス機器協会、 

一般社団法人日本フィットネス産業協会、一般社団法人シニアライフ協会

●出展企業・団体
出展ゾーン 企業・団体名

健康ライフスタイルゾーン ㈱メルシー

快適ライフスタイルゾーン ヒルトン グランド バケーションズ

安心ライフスタイルゾーン ㈱アイエム、終活大学 by NPO法人終活サポートセンター

ドラッグストア在宅介護
推進部会コーナー

㈱ヒロモリ、UHA味覚糖㈱、㈱𠮷野家

ドラッグストア在宅介護
推進部会コーナー内

亀田製菓㈱、国分グループ本社㈱、昭和大学、東京医科歯科大学、日清オイリオグループ㈱、
ひとらぼ

ペットとの共生による
ヘルスケア普及推進部会コーナー内

イオンペット㈱、シャープ㈱、ジャペル㈱、㈱JTBコーポレートセールス、
（一社）人とペットの幸せ創造研究会、日清ペットフード㈱、（学）ヤマザキ学園、
ユニ・チャーム㈱

●セミナー開催実績　 会場：ライフスタイルビジョン　セミナー会場（8 ホール）
日程 時 間 セミナータイトル 協力企業・団体 聴講者数

３
月
17
日（
土
）

12：45 〜 13：30
（45分） ペットとの共生は健康寿命を延伸させる！ (一社)人とペットの幸せ創造研究会 54

14：00 〜 14：45
（45分） のどを鍛えておいしく食べよう 東京医科歯科大学大学院 42

15：00 〜 15：45
（45分）

老後、迷惑をかけないためにやっておきたい８つのこと
～終活～

NPO法人 終活サポートセンター 32

３
月
18
日（
日
）

11：30 〜 12：15
（45分）

40代、50代からの資産運用 
～皆さんが知らない資産運用の考え方とその事例～

(一社)シニアライフ協会 31

12：45 〜 13：30
（45分） ペットとの共生は健康寿命を延伸させる！ (一社)人とペットの幸せ創造研究会 45

14：00 〜 14：45
（45分） ひとらぼが思う　人にやさしい器

茨城県立笠間陶芸大学校・茨城
県歯科医師会・東西茨城歯科医
師会食文化研究会

48

15：00 〜 15：45
（45分） いざという時に困らない！シニアライフの常備薬『終活』 NPO法人 終活サポートセンター 23
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特設ルーム

8ホールに新たに設置した特設ルームでは、セルフメディケーションアワード 受賞者発表・記念シ
ンポジウムや経済産業省・日本チェーンドラッグストア協会共同宣言、朝日 健康＋医療フォーラム
を実施しました。ビジネス来場者、一般来場者どちらにもためになる内容で大変盛況でした。

 会場：８ホール　特設ルーム

日程 時 間 セミナータイトル 主催・共催 聴講者数

３
月
16
日（
金
）

13：00 ～ 14：00
（60分）

セルフメディケーションアワード
受賞者発表・記念シンポジウム

日本チェーンドラッグストア協会 36

15：00 ～ 15：40
（40分）

電子タグ（RFID）を活用した10兆円産業化への挑戦
～経済産業省×ドラッグストア　
流通革新・高効率運営を目指す共同宣言～

日本チェーンドラッグストア協会 241

３
月
17
日（
土
）

11：00 ～ 12：00
（60分）

朝日 健康＋医療フォーラム2018 Extra
「いつまでも楽しくおいしく食べるひけつ」

主催：日本チェーンドラッグストア協会
共催：朝日新聞社メディアビジネス局

102

13：00 ～ 14：00
（60分）

朝日 健康＋医療フォーラム2018 Extra
「血管の健康を考えよう！」

189

15：00 ～ 16：00
（60分）

朝日 健康＋医療フォーラム2018 Extra
「肩こり・腰痛・膝痛」

139

３
月
18
日（
日
）

11：00 ～ 12：00
（60分）

朝日 健康＋医療フォーラム2018 Extra
「家族の睡眠と健康」

124

13：00 ～ 14：00
（60分）

朝日 健康＋医療フォーラム2018 Extra
「ハウスダストとアレルギー」

163

15：00 ～ 16：00
（60分）

朝日 健康＋医療フォーラム2018 Extra
「子育て世代の豆知識～家庭のくすり選び～」

270

朝日 健康＋医療フォーラム2018 Extra 朝日 健康＋医療フォーラム2018 Extra

セルフメディケーションアワード 電子タグ（RFID）を活用した10兆円産業化への挑戦
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第6回健康（セルメ）川柳コンクール　受賞作品一覧

セルフメディケーションの推進について広く一般の方に知っていただくことを目的に作品を募集し、
厳正な審査の結果受賞作品が決定となりました。受賞作品の発表とともに会場内にて掲示を行いま
した。

賞タイトル 作　　品 雅号または氏名

大賞 ママの愛　うちのセルメの　主成分 まな

準大賞 鬼は外　マメなセルメで　福は内 マイマイ

特別賞 黄金の　国がセルメで　また光る 汐海　岬

日本チェーンドラッグストア協会
会長賞

薬剤師　ときに苦言も　いいクスリ 上の空

医者いらず　子に一番の　贈り物 坂の上の雲

ＪＡＰＡＮドラッグストアショー
実行委員長賞

#（ハッシュタグ）　セルメがバズる　近未来 プリン

AIに　負けるな棋士と　薬剤師 さごじょう

健康（セルメ）川柳コンクール 
実行委員長賞

減塩を　始め目覚めた　旬の味 うしにゃん

長生きは　せんでもよか！と　サプリ飲み 米村　裕子

ス
ポ
ン
サ
ー
賞

ウエルシア薬局賞 塩分と　オレのこづかい　減らす妻 あんどらごら

キリン堂賞 コスメより　セルメで美活　腸美人 蓮田　英樹

クスリのアオキ賞 処方箋　笑いなさいと　書いてある 森のくまさん

マツモトキヨシ 
ホールディングス賞 「いい男」　むかし三高　いま健康 inaho

第一三共ヘルスケア賞 ゆるキャラと　孫に言われて　するセルメ 小松　真人

大正製薬賞 セルメして　寝ていた服が　目を覚ます しーしー

東邦薬品賞 健康を　白寿が語り　喜寿が聞き アメンボ
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会場配置

出展社一覧（50音）

小間番号 出展社名

ヘルスケア

7-067 アイリスオーヤマ㈱
6-038 ㈱浅田飴/㈱キンカン
8-020 味の素㈱
5-051 アズフィット㈱ ●
7-055 ウエルシア薬局㈱
8-019 エーザイ㈱
5-040 エスエス製薬㈱ ●
6-029 ㈱NTTドコモ
7-069 ㈱エバース・ジャパン
8-024 王子ネピア㈱
6-033 大木ヘルスケアホールディングス㈱
6-042 ㈱太田胃散
6-053 大塚製薬㈱/大鵬薬品工業㈱
5-079 オールジャパンドラッグ㈱ ●
7-064 オカモト㈱
7-070 オムロン ヘルスケア㈱
6-048 救心製薬㈱

6-036 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㈱

6-051 グリコグループ
6-035 興和㈱
7-065 五洲薬品㈱
6-046 小林製薬㈱
5-041 佐藤製薬㈱ ●
7-072 サラヤ㈱
7-074 サンスター㈱
6-034 シオノギヘルスケア
7-071 スノーデン㈱
8-025 ゼリア新薬工業㈱
7-066 全薬工業㈱
7-068 第一三共ヘルスケア㈱
6-052 大幸薬品㈱
7-044 大正製薬㈱
6-063 太陽薬品㈱
7-045 武田コンシューマーヘルスケア㈱
6-037 田辺三菱製薬㈱
6-044 ㈱ツムラ
5-053 ㈱ティーエスエム ●
5-062 ㈱典雅 ●
5-052 デンタルプロ㈱ ●
5-054 ㈱陶陶酒本舗 ●
6-062 ナーブルスソープ
5-055 ナチュラルグローブ㈱ ●
8-023 ニチバン㈱
6-045 日本家庭薬協会【日本家庭薬協会/三宝製薬㈱】
7-057 日本ドラッグチェーン会
5-063 日本バイリーン㈱ ●
6-032 ハッソー㈱
7-054 久光製薬㈱
6-040 ㈱VIPグローバル
7-051 平和メディク㈱
7-063 ㈱宝仙堂
6-049 ㈱明治
5-056 ㈱メディケアー ●

5-074 メディパルグループ【㈱アトル/㈱エバルス/
㈱PALTAC/㈱メディセオ】 ●

6-039 ㈱MOGU
6-047 森下仁丹㈱
7-053 森永乳業㈱
7-052 ㈱ヤマト

5-077 山本漢方製薬㈱/アルフレッサ㈱/ 
アルフレッサヘルスケア㈱ ●

6-060 ㈱ユカシカド
7-073 ユニ・チャーム㈱
8-021 ㈱ユニマットリケン
6-041 養命酒製造㈱
5-061 横井定㈱/日本マスク ●
5-058 ヨック㈱ ●
8-016 ライオン㈱
8-022 リバテープ製薬㈱
6-061 ㈱リフェット
6-043 ㈱龍角散
6-050 ロート製薬㈱
5-064 わかもと製薬 ●
5-059 BrandTrading GmbH ●
5-057 Suzhou YiJinCheng Protective Products Co.,Ltd ●

ビューティケア

4-055 アイオニック㈱ ●
7-061 ㈱アイスタイルトレーディング
7-024 ㈱アクシス
4-031 ㈱アヌシ ●
4-042 有本カテイ㈱ ●
4-056 ㈱伊勢半 ●
4-050 ㈱井田両国堂 ●
7-038 ㈱ウエルネスジャパン
4-041 WASH BALLS ●
6-031 ㈱宇津木産業/㈱ビューティ・サンポ
7-078 AVAJAR
6-024 ㈱エーアンドティー
7-023 ㈱APAコーポレーション
7-022 ㈱SPRジャパン
6-019 エビス㈱
5-027 エルバオーガニックス ●
8-008 ㈱エンジェルハート
8-015 大西衣料㈱
6-025 ㈱大山
4-020 ㈱オカムラ/㈱オーラルケア ●
7-058 おせち料理専門店　板前魂
4-040 オルト㈱/㈱TAT ●

小間番号 出展社名

7-030 貝印㈱
8-012 花王グループ
8-014 カタセ㈱ / SMOOTH E JAPAN
7-037 牛乳石鹸共進社㈱/㈱バイソン
4-052 キング醸造㈱ ●
7-028 熊野油脂㈱
4-029 ㈱コーセー /コーセーコスメポート㈱ ●
6-030 ㈱小久保工業所
8-017 ㈱コスメステーション
5-038 コスメテックスローランド㈱ ●
5-032 ㈱サインポスト ●
4-033 三粧化研㈱ ●
4-017 ㈱サンスマイル ●
7-020 ㈱サンタン
7-034 ㈱シーボン
5-036 資生堂ジャパン
8-013 ㈱ジプソフィラ
7-026 ㈱ジャパン ゲートウェイ
7-039 SHO－BI㈱
8-007 ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱
5-029 ㈱鈴木ハーブ研究所 ●
4-043 Suprieve㈱ ●
4-036 ダイショートレーディング㈱ ●
4-045 ㈱滝沢製作所 ●
7-027 ㈱ダリヤ
4-030 ㈱ディー・アップ ●
7-079 ㈱DMA
7-036 ㈱ときわ商会
7-031 ㈱ドクターシーラボ
7-029 トリコインダストリーズ
4-034 （一社）日本化粧品検定協会 ●
6-023 日本ロレアル㈱
4-018 ㈱ネイチャーラボ ●
7-077 ㈱ネットランドジャパン
8-018 ㈱バスクリン
7-032 ㈱バンダイ
5-033 ㈱ビー・エヌ ●
5-035 BCLカンパニー ●

小間番号 出展社名

7-033 ㈱ビーシーリンク
7-021 ㈱ビューティーネイラー
4-044 ㈱ビューティーワールド ●
7-025 ㈱ファッションあらた
4-028 ㈱フィッツコーポレーション ●
5-037 フェザー安全剃刀㈱ ●
5-030 ㈱フォレストビューティラボ ●
7-040 ホーユー㈱
4-035 ボルゴ・トレード㈱ ●
4-019 ㈱マツモトキヨシホールディングス ●
7-046 ㈱マンダム
7-062 万通国際貿易㈱
5-039 ユニリーバ・ジャパン・カスタマーマーケティング㈱ ●
5-020 ㈱Rise UP ●
4-051 ㈱リベルタ ●
7-035 ルアン㈱
7-059 HOLIKA HOLIKA・MAC PLANNING
4-032 TAIKONE TECHNOLOGIES INC. ●

健康食品・介護食品

6-020 アサヒグループ食品㈱
4-047 ㈱あじかん　ヘルスフード事業部 ●
6-026 ㈱医食同源ドットコム
4-037 花粉対策専門店　㈱カミナリヤ ●
5-045 「瀛之康品」　アイメディック㈱ ●
4-038 ㈱食品企画 ●
5-044 ㈱ドクターズチョイス ●
6-022 日本薬品開発㈱
5-042 ㈱バスコフーズ ●
6-028 ㈱ファイン
6-021 Best Reset
4-048 松岡水産㈱ ●
4-039 ㈱ヤヨイサンフーズ ●

ライフケア

6-001 フジホーム㈱

小間番号 出展社名

フーズ＆ドリンク

5-068 アサヒ飲料㈱ ●
5-013 ㈱伊藤園
4-049 永伸商事㈱ ●
5-075 加藤産業㈱ ●
5-006 コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱
5-015 コンフェックス㈱/カルビー㈱
5-066 サントリーフーズ㈱ ●
5-065 CJジャパン㈱ ●
5-067 ㈱スミフルジャパン ●
5-024 宝酒造㈱
4-046 ㈱チュチュル ●
5-043 ㈱トノハタ ●
5-018 ㈱日本アクセス

5-021

日本酒類販売㈱ 
　【 雲海酒造㈱/沖縄県酒造協同組合/賀茂鶴酒造㈱/

菊正宗酒造㈱/霧島酒造㈱/㈱サーフビバレッジ/
薩摩酒造㈱/三和酒類㈱/㈱シャトー勝沼/ 
高橋酒造㈱/田苑酒造㈱/日本酒類販売㈱/ 
北関酒造㈱/まさひろ酒造㈱/ 
モルソン・クアーズ・ジャパン㈱】

5-009 フジッコ㈱
5-026 フルタ製菓㈱
5-023 ㈱ブルボン
4-054 マルサンアイ㈱ ●
5-016 三井食品㈱
5-007 三和流通産業㈱
5-008 森永製菓㈱
5-012 山崎製パン㈱
5-022 ㈱山星屋
5-078 ㈱ライスアイランド
5-017 レッドブル

ホームケア

5-073 アース製薬㈱ ●
5-072 アース・ペット㈱ ●
8-001 ㈱アイセン
7-019 イデシギョー㈱
5-046 ㈱イトウ/ヒロ・コーポレーション ●

4

IDT Korea
Co.,Ltd.
IDT Korea
Co.,Ltd.
IDT Korea
Co.,Ltd.

特設ルーム
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小間番号 出展社名

7-016 ㈱ウエ・ルコ
8-005 エステー㈱
7-002 ㈱オーエ
5-047 ㈱オーナメント依田 ●
5-071 オカ㈱ ●
7-003 ㈱カーボーイ
7-004 カミ商事㈱
8-009 カメヤマ㈱
5-070 ㈱環境浄化研究所 ●
4-057 KINCHOグループ【大日本除虫菊㈱/ダンヘルスケア㈱】●
7-075 ㈱グラフィコ
7-014 ㈱クルー
8-003 ㈱ケミカルジャパン
5-069 ㈱CS ●
7-007 ジョンソン㈱
7-009 住友化学園芸㈱
8-004 生活害虫防除剤協議会
7-017 大王製紙㈱
5-048 大黒工業㈱ ●
7-015 ㈱武田コーポレーション
7-018 ㈱日本香堂
8-011 日本製紙クレシア㈱
8-002 ㈱丹羽久
7-006 白元アース㈱
7-010 晴香堂㈱
7-005 P&G ジャパン㈱
7-011 不動化学㈱
8-006 フマキラー㈱
7-012 ㈱友和
5-049 レックケミカル㈱ ●
7-008 Naturezway
8-010 Shanghai Standard International Trade
7-001 VINDA PAPER

ペットケア

5-034 あらたグループ（㈱あらた・ジャペル㈱） ●

小間番号 出展社名

フランチャイズ・ビジネスパートナー

4-024 VISIT MARKETING㈱ ●

エンジョイライフ

7-043 ㈱アミファ
7-048 ㈱ウッドストック
7-047 スケーター㈱
7-042 蝶屋物産㈱
5-076 ㈱テクセルジャパン ●
7-049 ㈱徳重
7-050 ㈱ベル玩菓
4-053 ㈱若林製作所 ●

ステーショナリー＆OAグッズ

7-041 ニッケン文具㈱
5-050 ㈱ハピラ ●

ストア＆ファーマシーソリューション

4-006 アリーアメディカル㈱ ●
4-004 アルフレッサ㈱ ●
6-018 エイシン電機㈱
6-009 ㈱OSGコーポレーション
5-031 ㈱岡村製作所 ●
6-008 ㈱岡村製作所
4-009 ㈱ガイアプロモーション ●
5-014 河淳㈱ ●
5-019 共創未来グループ　東邦薬品㈱ ●
5-060 ㈱クオカード ●
4-008 ㈱サビオアンドテック/Fujitaka ●
4-005 沢井製薬㈱ ●
6-002 ㈱三駆
4-022 シスメックス㈱/伊藤超短波㈱/㈱エムアイディ ●
6-012 ㈱シモジマ
4-013 ㈱ジャンガ・テック ●
6-007 ㈱ズー
6-010 ㈱スズケン
5-004 ソフトブレーン・フィールド㈱ ●
4-001 第一三共エスファ㈱ ●

小間番号 出展社名

5-028 ㈱ダイト ●
5-003 ㈱タカゾノ ●
6-015 高千穂交易㈱
4-014 Chunichi/TOSHO ●
5-001 テルモ㈱ ●
6-013 東和薬品㈱
6-011 トマトランド㈱
6-014 ㈱ナテック
5-002 ニプロ㈱ ●
6-006 パナソニック　ヘルスケア㈱
4-023 ピットデザイン㈱ ●
6-016 福島工業㈱
6-017 ㈱プラネット
6-064 ポケットファーマシー販売㈱
4-011 ㈱マスパック ●
4-010 ヤラカス舘東京 ●
4-003 ㈱リテールマーケティングワン ●
4-012 菱洋エレクトロ㈱ ●
4-015 ㈱リンクス ●
4-016 レンゴー㈱ ●
4-002 ㈱ログノート ●
5-005 ワコン㈱ ●

出版・その他

5-010 ㈱商業界
5-011 ドラッグストア情報誌「KiiTa」「Re：KiiTa」

韓国

K-016 COSMELAB Co., Ltd. ●
K-022 DAINS Co., Ltd. ●
K-019 Global Product Planning Co., Ltd. ●
K-011 HUMASIS ●
K-023 IDT Korea Co., Ltd. ●
K-021 JADS Korea Co., Ltd. ●
K-020 Jalinko Inc. ●
K-026 KABEE CORP.KOREA ●
K-015 Love Cosme Co.,Ltd. ●
K-013 Medihelpline Co., Ltd ●

小間番号 出展社名

K-014 TREEBYS CO., LTD ●
K-017 WELLDERMA COSMETIC CO., LTD. ●
K-018 WOOSHIN LABOTTACH Co., Ltd. ●
K-012 WOW H&B ●

第２回ライフスタイルビジョン（8ホール）
健康ライフスタイルゾーン

LS-003 ㈱メルシー

快適ライフスタイルゾーン

LS-001 ヒルトン　グランド　バケーションズ

安心ライフスタイルゾーン

LS-004 ㈱アイエム
LS-002 終活大学 by NPO法人終活サポートセンター

ドラッグストア在宅介護推進部会コーナー

LS-006 ㈱ヒロモリ
LS-007 UHA味覚糖㈱
LS-005 ㈱𠮷野家

ドラッグストア在宅介護推進部会コーナー内

亀田製菓㈱
国分グループ本社㈱
昭和大学
東京医科歯科大学
日清オイリオグループ㈱
ひとらぼ

ペットとの共生によるヘルスケア普及推進部会コーナー内

イオンペット㈱
シャープ㈱
ジャペル㈱
㈱JTBコーポレートセールス

（一社）人とペットの幸せ創造研究会
日清ペットフード㈱

（学）ヤマザキ学園
ユニ・チャーム㈱

●はプレビュー開催ゾーン出展

4

IDT Korea
Co.,Ltd.
IDT Korea
Co.,Ltd.
IDT Korea
Co.,Ltd.

特設ルーム
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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  本ショーの公式 WEBサイト内の出展社ガイド
ページは充実していましたか？

8 ガイドブックの内容は充実していましたか？

企業・
ブランドPR

23.9%

新規顧客の
獲得

21.4%商品・製品PR
27.3%

新製品の
発表 10.1%

商談
9.9%

取引先のフォロー
6.4%

グループ企業
関係強化 0.5%

その他 0.5%

はい
77.9%

いいえ
4.1%

どちらでもない
18.0%

はい
61.0%

いいえ
3.5%

どちらでもない
35.5%

はい
73.3%

いいえ
2.3%

どちらでもない
23.8%

無回答
0.6%

はい
64.0%

いいえ
3.5%

どちらでもない
32.6%

無回答
0.9%

はい
72.7%

いいえ
4.5%

どちらでもない
21.8%

2 本ショーに出展されて良かったと思いますか？

はい
80.9%

いいえ
2.7%

どちらでもない
15.5%

無回答 0.9%

4 搬入、設営時間は十分でしたか？

無回答
1.7%

はい
91.9%

いいえ
1.7%

どちらでもない
4.7%

（複数回答）
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アンケート［出展社］

� 新商品コレクション2018の内容は充実していましたか？ � ヘルス＆ビューティ情報ステーション2018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？

9 テーマブース2018の内容は充実していましたか？ � イベントステージの内容は充実していましたか？

はい
68.6%いいえ

1.7%

どちらでもない
27.9%

無回答
1.7%

はい
62.2%

いいえ
0.6%

どちらでもない
36.0%

無回答
1.2%

無回答
2.9%

はい
62.8%

いいえ
2.3%

どちらでもない
32.0%

はい
46.5%どちらでもない

44.2%

いいえ
6.4%

無回答
2.9%

どちらでもない
32.0%

はい
65.1%

無回答
2.3%

いいえ
0.6%

はい
47.1%

いいえ
2.9%

どちらでもない
47.1%

無回答
2.9%

� 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？

商談重視型
35.1%

混合型
36.8%

PR重視型
23.0%

無回答
1.1%

わからない
4.0%

�ブースコンテストの内容は充実していましたか？

無回答
3.5%

はい
50.6%

どちらでもない
44.8%

いいえ
1.2%

（複数回答）
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アンケート［出展社］

� 次回（2019年3月15日（金）～17日（日）予定）出展の予定は
いかがですか？

出展する
（プレビュー開催）

1.7%
出展する（未選択）

12.4%未定
40.1%

出展しない 0.6%

出展の予定
（未選択）
15.3%

無回答 0.6% 出展する（通常開催） 
9.0%

出展の予定
（通常開催）

19.2%

出展の予定（プレビュー開催）
1.1%

� 本ショーへの出展の魅力は何ですか？

来場者数
21.9%

ショー
の規模
14.2%

ショーのイメージ 2.1%

会場の場所 1.1% その他 0.5%

商談の
チャンス
19.0%

業界への
アピール
16.0%

前回実績 4.5%

来場者の属性
6.7%

主催者の信頼性 11.2%
実施時期 2.1%

無回答 0.5%

� 次回出展の際は小間数の増加を希望されますか？

そのまま
41.3%

わからない
49.4%

増やす 7.0%無回答
1.2%

減らす 1.2%

� プレビュー開催の内容は充実していましたか？

�  次回（2019年3月15日（金）～17日（日）予定）出展の予定は
いかがですか？

はい
44.5%

いいえ
22.7%

どちらでもない
30.0%

無回答 2.7%

出展する（プレビュー開催）
1.6%

未定
34.4%

出展しない
7.2%

無回答
15.2%

出展する（通常開催） 0.8%

出展する
（未選択）
14.4%

出展の予定
（通常開催）

1.6%

出展の予定
（未選択）
20.8%

出展の予定
（プレビュー開催）

4.0%

（複数回答）

�プレビュー開催中に商談がありましたか？

はい
58.2%

いいえ
40.9%

無回答
0.9%

■プレビュー開催参加社のみのアンケート回答
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アンケート［業界関係来場者］

1 あなたの会社の所在地はどちらですか？

東京都
41.4%

小売業
17.6%

千葉県
36.8%

埼玉県 5.6%
神奈川県 5.2%

その他 10.0%
無回答 1.0%

2 貴社業種は何ですか？

ドラッグストア 18.3%

薬局・薬店
8.2%

小売業
17.8%商社・

卸売業
13.2%

メーカー
17.6%

官庁・団体 3.2%

学校関係者
0.8%

専門家
（薬剤師・登録販売者・アドバイザー）

5.2%
その他
14.3%

無回答 1.4%

6 会場での滞在時間はどのくらいですか？

無回答 3.8% 1時間以内 7.6%

2～3時間
35.6%

3～5時間
29.0%

5時間以上
24.0%

8 本ショーはあなたの役に立ちましたか？
無回答 2.4%

はい
91.4%

いいえ 1.2%

どちらでもない 5.0%

5 本ショーへは何度目の来場ですか？

はじめて
18.4%

2回目
20.4%

無回答 2.4%

3回目
12.4%

4回目以上
46.4%

7 本ショーへの来場目的は何ですか？

無回答 1.6%

業界全般
の情報収集

23.9%

市場動向
調査

22.3%
同業他社の動向調査

10.6%
技術動向調査

3.3%

商品
情報収集
28.9%

新規・既存取引先との商談、
新規取引先の開拓 5.2%

取引先との関係強化
3.5%

その他 0.7% （複数回答）

3 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？

仕入れの
最終責任者

18.3%

仕入れの意見・
指導ができる

17.0%収集した
情報を提供

できる 21.6%

仕入れには
関わってない

36.2%

その他 4.2%
無回答 2.7% （複数回答）

4 本ショーを何でお知りになりましたか？
無回答 1.5%

招待状
57.1%

新聞・雑誌 3.4%
折込チラシ 2.8%

店頭ポスター 3.2%

ホームページ
19.4%

人から聞いて 9.0%
その他 2.4%

テレビ・ラジオ 0.4%
SNS広告

（Twitter/Facebook他）
0.8%

（複数回答）

ヘルスケア
28.4%

ビューティケア
20.5%

健康食品・
介護食品
20.2%

ホームケア
7.6%

ライフケア
7.1%

フーズ＆ドリンク
8.9%

ペットケア 1.7%
フランチャイズ・ビジネスパートナー 1.0%
エンジョイライフ 1.9%
ステーショナリー＆OAグッズ 0.8%
ストア＆ファーマシーソリューション  0.2%
出版・その他   0.1%
韓国  0.4%
無回答  1.1%

9 興味を持ったゾーンはどこですか？ （複数回答） � 印象に残ったイベントはどれですか？

テーマブース
2018
26.7%

イベントステージ
5.3%

新商品
コレクション2018

27.5%おたのしみ大抽選会
10.4%

ヘルス＆ビューティ
情報ステーション2018
11.2%

お弁当コーナー 2.9%

全国うまいものフェア 3.2%

ヘルス＆ビューティケア
セミナー  3.3%
ビジネスセミナー 3.1%

何も残らなかった 1.3%ライフスタイルビジョン 1.1%
その他 0.5%
無回答  3.5%

（複数回答）
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アンケート［業界関係来場者］

� 今後どのような告知の充実を希望されますか？ 

招待状
59.1%

街頭ポスター 3.3%

駅、交通機関への広告 1.0%
SNS広告 4.3%

無回答 4.5%
その他 0.2%

折込チラシ 1.0%
ホームページ 11.1%

テレビ・ラジオ 4.6%
新聞・雑誌 6.8%
電車・バスの中吊り広告

4.1%

�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？

無回答
4.2%

はい
72.8%

いいえ
3.6%

どちらでも
ない
19.4%

�本ショーの公式WEBサイトは充実していましたか？
無回答
5.6%

はい
63.2%

いいえ 7.2%

どちらでも
ない

24.0%

� 今後増やして欲しい分野、商品は何ですか？
（複数回答）

（%）

医薬品
ビタミン・サプリメント

漢方薬
健康食品・機能性表示食品

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

店舗用品
通販商品

ジェネリック医薬品
フランチャイズ・ビジネスパートナー
介護食・スマイルケア食

その他
無回答

0 3 6 9 12 15

14.5
5.7

3.3
10.5

4.6
1.4

4.3
3.3

1.5
8.7

5.8
2.6

5.4
2.2

1.6
4.6

1.4
0.9

1.7
1.2

4.3
1.6

3.4
0.6

1.2
1.1

0.3
0.8

0.2 
1.2

（複数回答）

■プレビュー開催日来場者のみのアンケート回答
�貴社業種は何ですか？

�商談はされましたか？

�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？

�開催期間中に再度ご来場されますか？

ドラッグストア
20.7%

薬局・薬店
29.3%

小売業 10.3%
商社・ 卸売業

3.4%

無回答 1.7%その他
8.6%

メーカー
24.1%

学校関係者 1.7%

はい（未選択）
12.1%

無回答 5.2%

はい（新規）
8.6%

はい（既存取引先）
5.2%

いいえ
69.0%

仕入れの最終責任者
15.2%

仕入れの意見・
指導ができる

15.6%

収集した情報を
提供できる

23.3%

仕入れには
関わってない

30.7%

その他 10.2%

無回答 5.0%

はい
24.1%

いいえ
39.7%

未定
29.3%

無回答 6.9%
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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
18.1%

千葉県
64.0%

埼玉県 8.3%

神奈川県 4.8%

その他 4.8%

無回答 0.4%

男
27.0%

女
72.6%

ひとり
12.1%

友人・知人
26.4%家族

59.9%

その他 0.4% 無回答 0.4%
会社関係者 0.8%

無回答 0.8%

良かった
82.8%

良くなかった
3.1%

どちらでもない 13.3%

無回答 0.8%

招待状
30.0%

新聞・雑誌
8.8%

折込チラシ
5.1%

街頭ビジョン
0.5%

テレビ・ラジオ
1.6%

ホームページ
30.4%

人から聞いて
15.1%

その他 2.7%

店頭ポスター 2.7%

SNS広告
（Twitter/

Facebook他）
2.3%

無回答
0.4%

はい
91.2%

いいえ 2.6%

どちらでもない 5.8%

テーマブース
2018
24.4%

イベント
ステージ
6.1%

新商品
コレクション2018

36.2%

おたのしみ大抽選会
13.2%

ヘルス＆ビューティ
情報ステーション2018

6.0%

お弁当コーナー 2.1%
全国うまいものフェア 3.2%

ヘルス＆ビューティケアセミナー 4.2%
ライフスタイルビジョン 1.4%

その他 0.9%
無回答 2.1%

19才以下 14.4%

20才～24才
 6.0%

25才～29才
5.2%

30才～34才
10.1%

35才～39才
9.6%40 才～ 44 才

13.5%

45 才～ 49 才
14.8%

50才～54才
9.6%

55才～59才
5.9%

60才以上
10.4%

無回答
0.5%

（複数回答）

（複数回答）
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アンケート［一般来場者］

9 本ショーの魅力はなんですか？ � 本ショーへ来場してドラッグストア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？

�ドラッグストアで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？

展示規模
の大きさ
38.5%

美容・健康に対する
情報の多さ
12.8%

イベント
の楽しさ
14.1%

出展社の多さ
4.4%

サンプル
配布の豊富さ
28.4%

無回答
1.8%

無回答 4.6%

商品の豊富さ
58.9%

商品の質の高さ
10.4%

情報の
新鮮さ
18.9%

美容・健康への
アドバイス

3.9%

地域への貢献 1.3%
その他 2.0%

無回答 0.4%
毎日 6.6%

週に
3回以上
13.4%

週に3回未満
28.2%月に

3回以上
22.0%

月に3回未満
21.1%

2ヶ月に1回程度
4.8%

年に2～3回程度 1.9%
年に1回程度 1.6%

無回答 1.1%
500円未満

9.0%

500～
1,000円
28.2%

1,001～
2,000円
37.1%

2,001～
3,000円
15.2%

3,001～5,000円
7.3%

5,001円以上 2.1%

無回答
2.8%

変わった
61.9%

変わらない
25.6%

どちらでもない
9.7%

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・シニアケア用品

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 5 10 15 20

15.7

6.2

3.3

4.7

7.4

2.4

6.4

0.5

6.9

4.1

5.7

5.2

5.5

1.7

1.2

6.8

2.2

1.9

0.3

1.3

5.5

1.7

2.2

1.0

0.3

（複数回答）

（複数回答）

（複数回答）
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■純広告
㈱ヘルスビジネスマガジン社 月刊 H&B リテイル

国際商業出版㈱ 激流

㈱薬事日報社 薬事日報

㈱週刊粧業 週刊粧業

㈱流通ジャーナル 流通ジャーナル

㈱日刊経済通信社 酒類食品ニュース＆解説

㈱エニイクリエイティブ MIL（ミル）　74 号

㈱ダイヤモンド・リテイルメディア DIAMOND Drug Store 

㈱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

㈱リーランド tsuGi haRu 通信（メールマガジン）

Health Brain（Web マガジン）

㈱薬局新聞社 薬局新聞

ドラッグストアレポート

㈱日用品化粧品新聞社 日用品化粧品新聞

㈱日本ホームセンター研究所 月刊需要創造

㈱医薬経済社 医薬経済

㈱ドラッグマガジン ドラッグマガジン

ドラッグトピックス

UBMジャパン㈱ 健康産業新聞

㈱じほう 調剤と情報

日本商業新聞社 日本商業新聞

㈱石鹸新報社 石鹸日用品新報

H&BC マーケティングニュース

■掲載一覧
●開催告知

2017.12.18～ 登竜門（Web）

2017.12.20～ J-Net21（Web）

2017.12.22～ 健康美容EXPO（Web）

2018.1.4～ ExpoTODAY（Web）

2018.1.5 ステイショナー

日本医療衛生新聞

2018.1.10 石鹸日用品新報

2018.1.15 ラベル新聞

2018.1.16～ ラベル新聞（Web）

2018.1.22 食料新聞

2018.2月号 食品と科学

（2018.1.23）

2018.1.25 日刊食品通信

ファンシーショップ

2018.1.26 薬事ニュース

2018.1.29～ 石鹸新報 WEB-NEWS（Web）

2018.1.29 日本商業新聞

日用品化粧品新聞

2018.1.30～ 週刊粧業ONLINE（Web）

2018.1.31 石鹸日用品新報

2018.2.1～ Let's ENJOY TOKYO（Web）

2018.2.6～ onion event（Web）

2018.2.9 薬事日報

2018.2.9～ 薬事日報ウェブサイト（Web）

2018.2.10 ファンシーショップ

2018.2.12 ドラッグトピックス

週刊玩具通信

2018.2.14～ 朝日新聞DIGITAL（Web）

Travel-value（Web）

2018.2.14 石鹸日用品新報

2018.2.15～ YAHOO!JAPANロコ（Web）

BIGLOBE旅行（Web）

2018.2.15 見本市展示会通信

薬粧流通タイムズ

2018.2.19～ goo地図（Web）

コロナビ-関東版（Web）

2018.2.19 流通ジャーナル

週刊粧業

2018.2.20～ 日本旅行（Web）

おでかけ旅ガイド（Web）

流通ジャーナルon the web（Web）

2018.2.20 日本医療衛生新聞

2018.2.21～ Walker+（Web）

ZAQおでかけガイド（Web）

すぽっとサーチ（Web）

2018.3月号 ぐるっと千葉

（2018.2.21）

2018.2.22 健康産業流通新聞

2018.2.23～ 健康産業新聞（Web）

2018.2.24～ SankeiBiz（Web）

2018.2.24 フジサンケイビジネスアイ-東京

フジサンケイビジネスアイ-大阪

2018.3月号 ドラッグストアレポート

（2018.2.25）

2018.2月号 月刊文具

（2018.2.28）

2018.Spring Event Biz

（2018.2.28）

2018.3.1 千葉日報

2018.3月号 月刊ビジネスサミット

（2018.3.1）

2018.3月号 ドラッグマガジン

（2018.3.1）

2018.3.2 環境備品通信

2018.3.2～ WOMAN'S labo（Web）

excite.ニュース（Web）

2018.3上旬号 定年時代

（2018.3.5）

2018.3.5 ドラッグトピックス

2018.3.6 読売新聞-東京（夕刊）

読売新聞-高岡（夕刊）

日刊食品通信

商業施設新聞

2018.3.6～ 朝日新聞DIGITAL＆m（Web）

YOMIURI ONLINE（Web）

産経ニュース（Web）

日刊工業新聞-電子版（Web）

時事ドットコム（Web）

東洋経済ONLINE（Web）

PRESIDENT Online（Web）

iza（Web）

BIGLOBEニュース（Web）

2018.3.7 薬局新聞

薬事日報

健康産業新聞

2016.3.7～ 薬事日報（Web）

2018.3.9 朝日新聞-東京（夕刊）

長野日報

酒類・食品ニュース＆解説

2018.3.10 ファンシーショップ

2018.3.11～ YOMIURI ONLINE（Web）

2018.3.12 株式新聞

薬事日報

流通ジャーナル

日用品化粧品新聞

ドラッグトピックス

2018.3.14 日刊食品通信

石鹸日用品新報

2018.3.15 WWD JAPAN BEAUTY

東京新聞-東京

薬粧流通タイムズ

見本市展示会通信

2018.3.15～ 流通ジャーナルon the web（Web）
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■掲載一覧
●会期中および事後

2018.3.16 薬事日報
株式新聞

2018.3.16～ 美容経済新聞（Web）
文マガ（Web）
展示会とMICE Web版（Web）
ニコニコニュース（Web）

2018.3.17～ JIJI.COM（Web）
産経ニュース（Web）
iza（Web）
CLASSY.（Web）

2018.3.17 千葉日報
2018.3.19 日刊食品通信

日刊速報 冷食タイムス
日用品化粧品新聞
流通ジャーナル
日刊 醸造産業速報

2018.3.19～ オフィスマガジンonline（Web）
2018.3.20 冷食タイムス

日刊食品通信
2018.3.20～ 美容経済新聞（Web）

INTERNET TENJIKAI（Web）
EVENT MRKETING（Web）

2018.3.22 みなと新聞
2018.3.22-29日号 WWD JAPAN BEAUTY

2018.3.22 日刊速報 水産タイムス
健康産業流通新聞

2018.3.23 薬事ニュース
夕刊フジ-東京
夕刊フジ-大阪
日本食糧新聞
薬事日報
薬事ニュース

2018.3.23～ zakzak（Web）
日本食糧新聞-電子版（Web）
流通ジャーナル on the web（Web）

2018.3.24～ YAHOO!JAPANニュース（Web）
Rakuten Infoseek WOMAN（Web）
dmenuニュース（Web）

2018.3.26～ 薬事日報ウエブサイト（Web）
2018.3.26 日本商業新聞

日刊速報 冷食タイムス
菓子食品新聞
フードウィークリー
日用品化粧品新聞
食料新聞

2018.3.27～ 週刊粧業ONLINE（Web）
2018.3.27 粧業日報

冷食タイムス

2018.3.28～ 石鹸新報WEB-NEWS（Web）
2018.3.28 石鹸日用品新報

薬局新聞
2018.3.30 酒類・食品ニュース＆解説
2018.5月号 激流

（2018.3.31）
2018.4.1 酒販ニュース

ヘルスライフビジネス
2018.4月号 月刊 トイジャーナル

（2018.4.1）
2018.4月号 DRUG magazine

（2018.4.1）
2018.4.2 日本商業新聞

ドラッグトピックス
流通ジャーナル
薬事日報
日用品化粧品新聞

2018.4.3 環境備品通信
2018.4.4 石鹸日用品新報
2018.4.5 小売経済新聞
2018.4.6 日刊水産経済新聞

食品新聞

■放送一覧
●会期中および事後

放　映　日 番　組　名 局　名

2018.3.15 NEWSチバ600 千葉テレビ放送

2018.3.15 NEWSチバ930 千葉テレビ放送

2018.3.16 ニュースチェック11 NHK
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■直前ポスター

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

◀トップページ　2017年7月〜
総ページアクセス件数　2,816,351件（3月31日現在）

※海外来場者招待状（英語版、中国語版、韓国語版）

■一般招待状■プレビュー招待状・チケット

■デジタル広告・SNS告知

■業界関係者招待状 

■折り込みチラシ　　配布日 ： 3月17日（土）　配布部数 ： 300,000部

▲ Instagram▲Twitter ▲Facebook

▲スマートフォン専用サイト

・SmartNews Premium Display Ads 
・Yahoo! JAPAN
・Twitter 
・Facebook
・Instagram



　この度は、第18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19回のJAPANドラッグストアショーでは、
ドラッグストア業界がこれからも生活者のお役に立つ 
役割・機能を持ち、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30 年4 月25日
発行人／青木 桂生
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

3/16 ・17 ・18金 土 日2018

3月16日㈮・17日㈯・18日㈰（商談日）、3月17日㈯・18日㈰（一般公開日）　10：00～17：00
3月15日㈭（プレビュー開催）　13：30～18：00

人に、地域につながるドラッグストア人に、地域につながるドラッグストア
～くらしを豊かにするセルフメディケーション～～くらしを豊かにするセルフメディケーション～

報　告　書

18

2018

18

第18回

2018
第

18回 JAPANドラッグストアショ
ー

第
18回 JAPANドラッグストアショ

ー




