
日本文化や和食といった視点で、最も重要な催事であり、
和食文化の象徴と言えるのが「お正月」です。一昨年（2013
年）、ユネスコの世界無形文化遺産に和食が登録され、2020
年には東京オリンピック開催が決まるなど、日本文化や和食は
日本国内のみならず、海外からも大きく注目されています。
こうしたムーブメントを受け、「お正月ニッポンプロジェクト」

と本誌は、古来より伝わるお正月の「謂れ」を、より多くの人
に浸透させ、その理解を広げることを1つの目的に、生活者の
身近な買い場であるスーパーマーケット（ＳＭ）の売場に着目
しました。
同時に、年末はＳＭにとって重要な商戦になることから、本
企画はお正月の謂れ訴求などを通じ、購買喚起を促す売場づ
くり、売場演出の手法など、店長の目線とともに、カテゴリー
別の売場事例を紹介するものです。

　ニッポンのお正月とは、そもそも普段暮らしている家々
に、一年の実りと幸せを授けてくれる「年神様（としが
みさま）」をお迎えし、家族の無事と健康を願う行事です。
　昭和の高度成長期と比べると、このような謂れの認
知やおせちの用意率・食卓登場率は低下しており、こ
うした状況に危機感を覚えた識者が中心となり、「お正
月ニッポンプロジェクト」は2009年に発足しました。
　「お正月ニッポンプロジェクト」は、お正月の文化・
しきたり・おせち料理などを後世に継承していくことを
使命と考え、サポーターと協賛企業・事務局が活動を
展開しています。
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売場から伝える！
主婦の心に響く
「ニッポンのお正月」

可愛い年神様ですね。大人だけでなく、特にお
子さまに受け入れられそうですし、何よりも目
を引きますね。当社も「年神様」をキャラクター
化していますが、ご年配の「年神様」で、一般的
によく見かけるようなものです。なので、この
お店のようにオリジナリティがあって、お正月
の意味を含め、お子さまに興味を持ってもらえ
るような取り組みは、とても良いと思います。

ファザード

㈱いちい
蓬莱店

平子 成人 店長

マックスバリュ東海㈱
マックスバリュ函南店
中川 誠 店長

日本の四季の中で、年末のイメージをしっかり訴求できていると思
います。しかも、手づくりですし、良い意味でローカルさも出ていると
思います。テクニックの上手、下手ということではなく、お客さまに身
近で温かさを感じてもらえる演出だと思いました。こうした取り組み
は、当社ではやれていないので、今年は挑戦しようと思っています。



　青　果　

　鮮　魚　

みかんの平台に大きな鳥居、インパクト
がありますね。さり気なく鳥居の奥に七
福神が見えるなど、計算された演出が行
われていると感じました。また、手前にあ
る鈴も鳴らせそうな感じがしますし、お正
月の臨場感がしっかり出ていますね。セ
ンスの高さを感じさせる売場になってい
ると思います。

　惣　菜　

年末、関西は圧倒的にカ
ニが売れます。カニとエ
ビでは8対2といった感じ
です。この売場では、エビ
を訴求するボードが付け
られていますが、カニが陳
列されており、その点が少
し残念に思いました。

㈱いちやまマート
玉穂店

甘利 元 店長

年末はエビ、カニを中心に、私の店ではマ
グロやホタテを強化します。前半は中トロ
など、冷凍マグロを積極的に販売し、ホタ
テも早めに冷凍を仕掛け、ピーク時に生
の売り込みが加速できるようにしていま
す。また、当社では釜ゆでタラバガニをや
っており、イベント販売を行います。イベン
ト販売では8尺ケースを使い、釜を置くな
ど、演出も高めています。

　精　肉　

私の店ではタイミングを見て、
ブロックの生ハムを売り込んで
います。おせちに入れてもらえ
るものを中心に売り込みを考
えています。精肉は他の売場と
比べ、お正月らしさが出しにく
いので、テリーヌなどもコーナ
ー化しています。

魚や野菜と違い、肉は年末になると、す
き焼きなど、ごちそうの牛肉と雑煮用の
鶏肉などに絞られますし、通常商品を展
開するケースも多く、季節感を出すのが
難しいと感じています。お正月に向けて
は、ワンランク上の商品、ファミリーや多
人数を想定した量目の多い商品の展開
が中心になります。なので、この売場の
ようにポスターを使うなど、食シーンを
含め、売り込み商材を具体的に訴求す
ることは有効だと思います。

㈱関西スーパーマーケット
京阪大和田店
斉藤 貴宏 店長

このお店ではデリカコーナ
ーで煮豆を複数アイテム揃
え、集合陳列していますが、
私の店では和日配の売場
で集合させています。売場
は異なりますが、集合陳列
は効果的だと思います。ま
た、私の店では年越しそば
に対応し、エビの天ぷら、
かき揚げをメインに、縁起
を担ぐコトPOPを付けて、
売り込みを強化させていま
す。

相鉄ローゼン㈱
そうてつローゼン 山手台店

長 一孝 店長

マックスバリュ東海㈱
マックスバリュ函南店
中川 誠 店長
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㈱いちやまマート
玉穂店

甘利 元 店長
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　鏡餅　

㈱いちい
蓬莱店

平子 成人 店長

相鉄ローゼン㈱
そうてつローゼン 山手台店

長 一孝 店長

おせち

この売場のように、おせち商材を集めて展開
するのは理想ですね。おせちは平台も使いま
すが、できれば多段ケースで、しっかり商品を
並べて売った方が見栄えもすると思っています。
なので、私の店でも頑張ってチャレンジしてい
ますし、手間を掛けても、こうした売場をつくり
たいと思っています。今年もお客さまにとって
見やすく、選びやすく、買いやすいを意識し、
年末の売場をつくりたいと思っています。

『年神様をおもてなし』のボードが目立ちますし、インパクトが
ありますね。また、カテゴリーごとに商品が陳列され、売場も
コンパクトにまとめられていると思います。なので、売場全体
が見渡せ、お客さまにも非常に見やすく、買いやすい売場に
なっていると思いました。工夫された売場だと思います。

正月飾り

マックスバリュ東海㈱
マックスバリュ函南店
中川 誠 店長

マックスバリュ東海㈱
マックスバリュ函南店
中川 誠 店長

㈱いちい
蓬莱店

平子 成人 店長

この売場は良いですね。まと
まっていて綺麗ですし、陳列
も綺麗なので、お客さまもじ
っくり商品を選べると思い
ます。また、「女性におすす
め！」「ゴージャス！」など、お
客さまのニーズに対応した
提案と品揃えも、工夫されて
いて面白いと思いました。

これは当社の売場ですね。当社のほとんどの店が、入口を入っ
て、すぐの所で正月飾りを展開しています。「年神様」の訴求が
効いているのか、昨年は商品が足りないぐらいでした。今年の
お盆でも同様の傾向が見られたので、目立つ場所で、効果的
な売場がつくれていると感じています。

鏡餅は年末に１つ買ったら買わない商品なので、いかにイン
パクトのある売場がつくれるかが勝負になると思います。お
せちは年明けの1～3日でも売れたりしますが、鏡餅はゼロ
に近いので、年末を過ぎてしまうと価値がなくなってしまい
ます。なので、早く売った方が勝ち。お客さまが来店された
際、「そろそろ買わなければ」という売場づくりが大切だと思
っています。このお店のように、しっかり販促物で訴求し、集
合陳列させることがキーポイントになると思っています。

お正月の象徴的な商品ですし、残ること
が心配なので、一番の場所で展開してい
ます。早く売った者が勝ちですから。私の
店では、鏡餅を1つではなく、家の中に複
数置くことを提案しているので、小さいア
イテムが増えています。 ㈱いちい

蓬莱店
平子 成人 店長
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氏名氏名さん

ビール年越しそば

これは当社の売場です。年越しそばのSKUは増
えており、増え過ぎの感も強いので、少し精査し
ようと思っています。年越しそばは、生そば、茹で
そば、乾麺とありますが、その時々でフェーシン
グを変えています。際の31日は茹でそば。その前
日は生そば。それ以前はセット物の販売を強化
し、その後、売れたところに、そばの関連商品を
置くなど、調節しながらやっています。年越しそば
だけで、8尺2本を取っていることもあり、にしん
をはじめ、昨年は鴨の生肉を関連販売するなど、
実験的な取り組みも行っています。

㈱いちい
蓬莱店

平子 成人 店長

昨年、私の店では、お酒の売場は当然ですが、
〆飾りと鏡餅の前と、3カ所でお神酒を展開し
ました。結果として、鏡餅の前が一番売れまし
た。場所の良し悪しも多少あるかも知れません
が、レジ前、花卉などとの関連販売を含め、も
っと売り方の検討が必要だと思っています。

日本酒

㈱関西スーパーマーケット
京阪大和田店
斉藤 貴宏 店長

私の店は酒の構成比が高い
と思います。福島は日本酒も
多く、種類も豊富なので、店
舗は小さいですが、年末の酒
はかなり広く売場を取りま
す。ただ、ご高齢のお客さま
が多くなっているので、今後
は商品の容量をポイントに、
品質と価格のバランスが重
要になってくると思っています
し、品揃えの見直しも必要と
考えています。

㈱いちい
蓬莱店

平子 成人 店長

㈱いちやまマート
玉穂店

甘利 元 店長

この売場は「ヱビスビール」のタペスト
リーが目を引きますし、「ヱビスビール」
と「琥珀ヱビス」で、紅白をイメージさせ
るようなコントラストのある陳列がされ
ており、すごく良いと思います。当社も
年末や家族が集まるなど、そうした催事
に合わせて「福ヱビス」の販売を強化し
ています。

富士山をモチーフにした演出は、
工夫があって、とても良いと思い
ました。私の店も山梨県にあるの
で、ちょっと参考になりました。ビ
ールについても、単純なボリュー
ム陳列ではなく、やはり、販促ツ
ールなどで、お客さまにアピール
する大切さを感じました。

私の店では1カ所は棚１本で
集合陳列していますが、祝箸
は主と従で言えば従になる
ので、どれだけ広げるかとい
う問題があり、あとは魚、肉
の売場でカゴに盛って置く
という感じです。

日用雑貨

　祝箸　

㈱関西スーパーマーケット
京阪大和田店
斉藤 貴宏 店長

私の店でも年末の訴求はしますが、ここ
まで細かくありません。定番以外の商品
は残るのが心配なので、定番から商品を
絞り込んで、ボリューム陳列を基本にし
ています。売場としては、年末の「大掃除」
コーナーをつくり、拡販を図っています。

相鉄ローゼン㈱
そうてつローゼン 山手台店

長 一孝 店長

売場は広がっています。
年々、アイテムが増えてい
るので、広げざるを得な
いといった状況です。私
の店では、おせちの消化
状況によって売場を調節
しています。売場は限られ
ているので、おせち次第
といったところが大きく、
おせちの消化が悪いと、
ちょっと広げるくらいです
し、おせちが無くなれば、
そこに年越しそばを入れ
ていくといった具合です。
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玉穂店

甘利 元 店長
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要になってくると思っています
し、品揃えの見直しも必要と
考えています。

㈱いちい
蓬莱店

平子 成人 店長

㈱いちやまマート
玉穂店

甘利 元 店長

この売場は「ヱビスビール」のタペスト
リーが目を引きますし、「ヱビスビール」
と「琥珀ヱビス」で、紅白をイメージさせ
るようなコントラストのある陳列がされ
ており、すごく良いと思います。当社も
年末や家族が集まるなど、そうした催事
に合わせて「福ヱビス」の販売を強化し
ています。

富士山をモチーフにした演出は、
工夫があって、とても良いと思い
ました。私の店も山梨県にあるの
で、ちょっと参考になりました。ビ
ールについても、単純なボリュー
ム陳列ではなく、やはり、販促ツ
ールなどで、お客さまにアピール
する大切さを感じました。

私の店では1カ所は棚１本で
集合陳列していますが、祝箸
は主と従で言えば従になる
ので、どれだけ広げるかとい
う問題があり、あとは魚、肉
の売場でカゴに盛って置く
という感じです。

日用雑貨

　祝箸　

㈱関西スーパーマーケット
京阪大和田店
斉藤 貴宏 店長

私の店でも年末の訴求はしますが、ここ
まで細かくありません。定番以外の商品
は残るのが心配なので、定番から商品を
絞り込んで、ボリューム陳列を基本にし
ています。売場としては、年末の「大掃除」
コーナーをつくり、拡販を図っています。

相鉄ローゼン㈱
そうてつローゼン 山手台店

長 一孝 店長

売場は広がっています。
年々、アイテムが増えてい
るので、広げざるを得な
いといった状況です。私
の店では、おせちの消化
状況によって売場を調節
しています。売場は限られ
ているので、おせち次第
といったところが大きく、
おせちの消化が悪いと、
ちょっと広げるくらいです
し、おせちが無くなれば、
そこに年越しそばを入れ
ていくといった具合です。

㈱いちやまマート
玉穂店

甘利 元 店長

相鉄ローゼン㈱
そうてつローゼン 山手台店

長 一孝 店長



　座談会で紹介された売場写真の中に、心遣いを感じさせる売場があ
り、とても強く印象に残りました。しっかりカラーコントロールがされ
おり、コトＰＯＰも目線の高さで綺麗に並べられ、とても見やすい売
場でした。私の店は、コトＰＯＰをあちらこちらに付けているなど、統
一感がなかったので、この売場をモデルにさせて頂きたいと思いました。
あと、御神酒は関連で置いていませんでしたが、座談会での話を受け、
今年は関連販売にもチャレンジしたいと思っています。

　自分の店にいると、どうしても自分の考えになってしまうので、この
座談会で紹介された売場写真を通じ、今日はさまざまな視点が学べた
と思っています。食育ではないですが、おせちをはじめ、年末商材を
謂れＰＯＰなどを通じて、地域のお客さまにお伝えし、少しでも貢献
できたらと思いました。いろいろなお店の写真で見て、ヒントと言うか、
まだチャンスがあると感じました。

　さまざまな企業の売場写真を見せて頂きました。こういう機会は今
までなかったので、非常に勉強になりました。特に、紅白で区切られ
た販促物は、非常に分かりやすいという印象を受けました。おせちは
日本にとって大切な文化の1つですが、ここ10年は横バイの傾向にあ
ります。おせちのつくり手側とわれわれ売り手側の想いを売場でマッ
チングさせ、お客さまに強くお伝えできる売場をつくりたい。感動のあ
る売場をつくり、正月商戦を頑張って盛り上げていきたいという決意

を新たにしました。

　多くの売場写真を見せて頂いて、各企業とも力が入っているという
印象を持ちました。私の店では、選びやすく、取りやすく、買いやす
くを基本に、商品の陳列やＰＯＰ展開を行っています。正月商戦では、
年々、おせちのセット商品が増える傾向にありますが、単品をいかに
売っていくかが、これからの課題だと思っています。この座談会で、
謂れとか「年神様」など、こうした訴求が大事だということを改めて
認識しました。今後、お客さまに分かりやすい位置で、謂れなどを紹
介していきたいと思っています。

10年ぐらい前から「年神様」の訴求はしていますが、今までと同じで
はダメですし、新しい切り口をお店も会社も考えなければいけない時
期だと思っています。今日の座談会で出た容量の話もそうですが、お
客さまのニーズは時代と共に変化するものです。なので、お客さまの
ニーズの変化に、いかに対応できるかだと思っています。今、私の店
で取り組んでいるのは、価格志向の商品と、ちょっとおいしいなど、
ワンランク上の商品を展開する2極化の品揃えです。今年のお盆も2
極化の傾向が見られたので、年末年始も同じような動きに積極的に対
応したいと考えています。

前列／相鉄ローゼン㈱　そうてつローゼン　山手台店　長 一孝 店長（左）
　　　マックスバリュ東海㈱　マックスバリュ函南店　中川 誠 店長（中央）
　　　㈱いちやまマート　玉穂店　甘利 元 店長（右）
後列／㈱関西スーパーマーケット　京阪大和田店　斉藤 貴宏 店長（左）
　　　㈱いちい　蓬莱店　平子 成人 店長（右）

お正月ニッポンプロジェクト

座談会で見えた！店長が抱える課題

「正月商戦」に向け、活発に行われた意見交換
　座談会で店長から共通の課題として挙がったのは商品の「量目」
だった。少子高齢化、少人数世帯・単身世帯が増加する中、小
容量に対するニーズは高まっており、量目のSKU数も増えている。
限られた売場スペースの中で、どのように売場をつくり、商品展
開を含め、いかにお客に訴求していくのか。
　急速な環境の変化は、スーパーマーケットの売場にも変革を求
めていると言えそうだ。そして、この傾向は「正月商戦」におい
ても同様のことが言える。こうした中、行われた座談会は、参加
した店長にとって年末年始の売場づくり、商品訴求の方法など、
有意義な場になったものと考える。まとめとして、座談会の感想、
正月商戦の考え方、年末年始の売場展開などに関し、各店長の
コメントを紹介する（順不同）。

いちやまマート 玉穂店　甘利 元 店長

いちい 蓬莱店　平子 成人 店長

相鉄ローゼン そうてつローゼン山手台店　長 一孝 店長

マックスバリュ東海 マックスバリュ函南店　中川 誠 店長

関西スーパーマーケット 京阪大和田店　斉藤 貴宏 店長

お正月ニッポンプロジェクトのホームページにて、流通業様限
定のお正月販促ツール素材をダウンロードできるページをご用
意しております。売場づくりなどにご活用ください。

http://www.oshogatsu.jp/tl
●ID　oshogatsu  ●PASS　iware
トップページの右上のバナーをクリック、もしくは上記URLより
限定ページにアクセスできます。ID、PASSをご入力ください。




