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やる気と感動の２日間！
や
記
記念すべき「第２０回大会」開催！
「What is NEXT ！」
「
グレードアップしたセミナーとは？
グ

セミナー徹底レポート

第16回

We Study
The Excellent Super-Market
in USA

気づきと驚きの
アメリカ視察セミナー
最先端のアメリカ SM 特別レポート
ṺṳṭṵṿṺ

●「惣菜の差別化＆効率化セミナー」東京・大阪・福岡にて大好評開催中！
●「第 13 回売場大賞 〜 GW・母の日・子供の日 2016 〜」
「第 14 回売場大賞 〜父の日 2016 〜」
「第 15 回売場大賞 〜土用丑の日 2016 〜」
「第 16 回売場大賞 〜お盆商戦 2016 〜」 結果発表！

やる気と感動溢れる２日間を徹底レポート

記念すべき２０回大会！

第２０回やる気と感動の祭典
２０１６年１０月２５・２６日に開催されたスーパーマーケットの成功
事例共有セミナー「やる気と感動の祭典」。今回は記念すべき第２０回
ということもあり、セミナーのグレードアップはもちろんのこと、記念
グッズの販売を行うなど大いに盛り上がった。
参加者は２１１社・９４１名。特別発表を行った「キョーエイ」様のお
取り組み企業様を中心とした「物産展」も大好評！業界最大規模のセミ
ナー「やる気と感動の祭典」はまだまだこれからも進化していきます！

一番札ゲット！？

▲今回のポスターは今までの全発表者の名前入り

発表者リハーサル

第１日目のセミナー開始前には
会場内で発表者の「リハーサル」
が行われました。
発表者は、ただ演台で「発表」
をするだけではありません。
参加者の皆様の「やる気」に火
を付けなければならないのです。
まずは、主催者・水元仁志より「発
表者の証」でもある「胸章」の
授与式が行われました。
やる気と感動の祭典は「個人」
の発表ではなく「企業（自社）」
の発表。胸章を付けることの
重みを再認識する場でもありま
した。
約１時間のリハーサルの後、セ
ミナー会場がオープンとなりま
す。

「やる気と感動の祭典」の名物となっている「入場
整理券」。若い番号を取得できれば、より前の席で
セミナー受講できるため、毎回、早くから並ばれ
る企業様がいます。
今回の一番札は「ヤオマサ」様でした。おめでと
うございます！
なんと朝４時（受付は９時スタート）から並ばれ
ていたのだとか…。

徳島物産展＆企業ブース
セミナー会場の外では、特別発
表を行った「キョーエイ」様の
お取り組み企業様を中心に行っ
た徳島物産展。そして、各参加
企業様のお取り組み企業中心と
した「企業ブース」を開催。
過去最大規模となる３２の企業
様が出展。
独自化・差別化商品ばかりなの
で、“お取り組み” するにはピッ
タリの企画となりました。
今回は鹿児島から四国・徳島、
三陸など日本全国から出展して
いただきました。
ありがとうございます。

基調講演

今回は第２０回記念大会という
こともあり、基調講演の講師は
アメリカからお呼びすることに
なりました。
アメリカ・オレゴン州ポートラ
ンドにお住まいの…
そうです！！
「稔子・T・ウィルソン」先生に
お願いしました。
経営者の方々から、「What is
Next! がわかりやすかった」「す
ごくまとまっていてよかった！」
などの声が多数あり、大好評の
講演となりました。

「第２０回」記念品

▲ステッカーシール

▲クリアファイル

◀エコバッグ

「第２０回開催」を記念して、今回は記念品
を３種類販売いたしました。
中でもエコバッグはセミナーレジュメなどが
ちょうど入る大きさで大好評。
見ているだけで「やる気が出る」というイン
パクト大のクリアファイルもセミナー会場の
至る所で持ち歩いている方が多く目立ちまし
た。
セミナー終了後の SNS 等で「やる感」シー
ルを自分の PC に貼った写真がアップされる
など、大反響の記念品となりました。

売場大賞表彰式

今年からシステムが変わった売場大賞は、今回なんと４回分の授
賞式が懇親会の最中に行われました。
商人伝道師・水元仁志より、受賞者に直接賞状が手渡されました。
日頃の努力が評価されたということもあり、受賞企業は大いに盛
り上がっていました。おめでとうございます！

大懇親会

「やる気と感動の祭典」といえば「大懇親会」！
今回も、わずかな時間の中で様々な「出会い」や「サプ
ライズ」、「感動」がありました。
最後は「地域一番店」を目指して大合唱！
写真は今までで一番盛り上がった瞬間です。

女子力甲子園
まずはヤオマサ様。上の写真だけ見
ると、“ハロウィン” みたいな感じ
ですよね…。でも、内容は素晴らし
かった。
「おもてなしを数値化する
…。おもてなしをカタチにする…」
を発表してくれました。
そしてニシザワ様。
「時給 1000 円」
時代を迎えようとしています。
そんな中、
「女性に職位と！権限と！
責任を！」与えても大丈夫という発
表でした。
“戦力化とはこんなことですよ…！”
を参加者に気づかさせてくれた発表
でした。

▲女子力甲子園発表
ヤオマサ様
「チームひまわり」

▲女子力甲子園発表
ニシザワ様
「Team Woman Inﬁnity」

特別部門
第 20 回記念大会の特別枠として設
けられた「特別部門」
。
「東の東武、西のキョーエイ」と言
われるほど、キョーエイ様は「イノ
ベーション」を起こし続けている。
そこで今回、これから起こそうとし
ている「イノベーション」の数々と
今後取り組もうとされている「イノ
ベーション」を発表していただいた。
「株式会社とくし丸」の住友達也社
長の発表から始まり、
「オイシック
ス」の高島宏平社長の話に。急成長
の一端を垣間見ることができた。
さらに、キョーエイの小久見正人さ
んの話。
「これからは返済である」
、「これか
らは共栄である」
、「これからは恩返
しである」
。「三方よし」とはこうい
うことだということを発表していた
だきました。

朝礼
「やる気と感動の祭典」第 2 日目の
セミナー開始前には恒例となった
「朝礼」があります。
これは参加者のレジチェッカー担当
者だけで結成された「即席のレジ
チェッカーチーム」です。
約 1000 名の声で声出しを行うので、
会場内はその声だけで揺れます。
数ある企業の中から、今回はヤマダ
ストアーの中川さんが “リーダー”
を努めました。
セミナーを受講する前に声を出し、
身体を動かす。
他のセミナー
では絶対にあり
えないことです
が…、頭を動か
すには、まず体
から、というこ
とで毎回行って
います。

第20回やる気と感動の祭典
発表者のご紹介

グロッサリー
グロッサリー
リー＆＆お取組み企業
お取組み企業
企業部門
部門

グロッサリー
グロッサリー
リー＆＆異常値販売
異常値販売
売部門
部門

国分フードクリエイト株式会社

株式会社しまむら

デリカ・寿司・ベーカリー部門
デリカ・寿司・ベーカリー部門
株式会社ユアーズ・バリュー
株式会社いちやまマート

鮮魚部門
鮮魚部門
株式会社いちい

精肉部門
精肉部門

青果部門
青果部門

店長部門
店長部門

株式会社いちやまマート

株式会社文化堂

山成商事株式会社

やる気と感動の裏舞台

ボランティア・チーム水元ブラザーズ奮闘記！！

第２０回記念大会となる今回の「やる気と感動の祭典」を陰から支えて下さったボランティアの皆様…
チーム水元ブラザーズの活動の様子をほんの一部ですがご紹介します！

特徴１：少数精鋭チーム
特徴１：少数精鋭

特徴２：準備期間がタイト
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リーダー
ボランティア新聞
ホワイトボード

物販・販促 POP
お弁当配布
ホワイトボード

過去にボランティア経験のある 2 名
ボランティア初参加の 4 名
レジェンド Y さんの全 7 名
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リフレッシュ体操
ラジオ体操
世界に一つだけの花

リハーサルや
オペレーションの確認

このままで
本番は大丈夫…??

ႆᘙᎍಮồỉນѕἳἕἍὊἊ
ᵐᵑ ӸЎửᾂଐỂ˺ὲ
きちんと修正して本番では
非常にスムーズに進行

やる感前日に初めて
メンバーが対面

特徴３：本番にも強し
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自主性
自主性

積極性
積極性

助け合いの精神
助け合いの精神

全体を見る余裕
全体を見る余裕
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2016 年 9 月 21 〜 9 月 28 日
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今回の
アメリカセミナーでは
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都市横断！！

Seattle

Chicago Washington D.C.
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Washington D.C. コロンビア特別区
１日目

FOOD LION /GIANT FOODS /WEGMANS /
BALUDICCIS FOOD LOVER /HARRIS TEETER
WEGMANS

今回の新店の「冷凍食品」の広いこと。
「生鮮」以上に「冷凍食品」の強化が進んでいる .
そして、「ウェグマンズ」の新展開。それが、「PUB」の導入。
本格的な「フルメニュー」のレストランのことです。
店内で買ったデリカはここでは食べられません。
なぜ、スタートしたのか…。
それは、ウェグマンズの “強みの最大化” にある。
ウェグマンズには、奨学生をもらい、
料理の専門学校に行っている若者がいっぱいいます。
卒業してからの教育システムも確立されている。

もう一つ、「ウェグマンズ」ですごく感じたこと…それは、「ロス対策」の徹底。
「環境問題や資源問題からロスの最小化につとめている」どんどんウェグマンズでは野菜のインストアー加工の「カッ
ト野菜」「カットフルーツ」が増えてきている。ミートにいたっては、「ガスパック」どころか「真空パック」の商品ば
かり。すごい力入れよう。でも、逆に考えると…「粗利益が上がる」「オペレーションコストの削減で生産性アップに
繋がる」ことが十分に予想される。

2 日目

WHOLE FOODS MARKET /SAFEWAY /
TRADER JOES /WEGMANS
TRADER
TRADERJOES
JOES

各店舗に「デザイナーが」２〜３名います。
美術大学などを卒業した人たちです。
だから、「イーターテイメント化」できるのか
もしれないと…
アメリカは日本と違って、
「手作り」でイーター
テイメント化しようとする。
ですから、あまりコストがかかっていない。
そして、
「POP」や「デザイン」に統一感がある。
そういうことを目のあたりにすると「デザイ
ナー採用」ってすごく大事なんだな〜と思う。

Chicago イリノイ州
3 日目

ANGELO CAPUTO'S FRESH MARKET /JEWEL OSCO
WHOLE FOODS MARKET /MARIANOS FRESH MARKET
「ローカルスーパーマーケット」ですが、
Angelo
AngeloCaputo's
Caputo's Fresh
FreshMarkets
Markets
etss とにかく “ユニーク”
et

青果売場は、
無い野菜はないのではないかというくらいに多い。
ケーキもベーカリーも本格的なスクラッチ。「専門店以上の
こだわり」これには “感動” さえ覚えました。
また、レイアウトが「円型」なんです。

4 日目

PLUM MARKET OLDTOWN /
FRESH THYME FARMAERS MARKET /MARIANO'S /EATALY
Plum
PlumMarket
MarketOld
OldTown
Town

Seattle
5 日目

「アーバン立地」の SM なので「デリカ」は徹底的に強化する。「イ
ンストアー加工で、シェフが作る “おいしい” デリカ」もちろん、
デリカ強化すれば、デザートも…
また、“アッパー” なお客様が多いので…「グルテンフリー」にはも
のすごく関心が高い。しかし、ものすごく売れるものではない。そ
こで、「冷凍販売」。
そして「自然に優しい」・「人に優しい」日用品の品揃えを強化して
」の
いる。「アーバン立地」の勉強になった。

ワシントン州

MAIN&VINE /PCC /WHOLE FOODS MARKET

MAIN&VINE
MAIN&VINE

「全米№1 の「クローガー」が “マリアーノス”
などの、傘下の企業を参考にしてつくった “トラ
イアル店舗”
まずは「惣菜」の強化。「売上構成比が２０％を
超える日もあるという」そして、「鮮魚や精肉」
売場がどんどん縮小されている。
それよりも「冷凍食品」や「プリベイドフード」
の強化をしてきている。日本とは全く逆の方向性。

日本同様「クッキングサポート」の強化が進む。「コミュニケーション」が今のアメリカの “高質化” のキーワードだと
感じた。最後に「インストアー・ダイニング化」です。
「イートインからインストアー・ダイニングでシフト」「グロッサラント」

6 日目

365 BY WHOLE FOODS MARKET /WALMART
NEIGHBORHOOD MARKET /METROPOLITAN MARKET
FRED MEYER /WALMART SUPERCENTER
365
365BY
BY WHOLE
WHOLEFOODS
FOODSMARKET
MARKET
ET

「ホールフーズマーケットの底力を見せつけられました」
全く装飾などない。「ノーフリル店舗」。「POP」はなんと、
全て「デジタル POP」。青果部門はこちらは「定額売り」
が中心。精肉と鮮魚は全て「真空パック」販売。デリカは、
なんと「定額販売」・「詰め放題」。日配品は、「リーチイン」
展開。平ケース全て「蓋つき」ケース。冷凍食品を大々的
に売場拡大し展開。
「未来の“夢”のような展開」をしている。すごい！！の一言。
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子どもの日に子どもの写真のを多用し、「店中に子ども

಄Ҝቲݸᢂ

がたくさん」そんなイメージを押し出した売場展開。
ＰＯＰも統一し一目でコーナーがわかる仕組み。

ṬẏẝẞΏṫạẋẜẎ

また、限定のかわいい商品化も思わず手がでてしまいま
す。来店したお客様も楽しめる売場になっていました。

Ҝቲᢂ

ఇࡸ˟ᅈỸἉỼ

この企業は各部門で横ぐしが刺さっていた唯
一の企業。各部門が考えて、一丸となって取
り組んでおりました。

ఇࡸ˟ᅈἰἽἺἉἍὅἑὊ

FACEBOOK で情報の共有化をして売場作りを
展開。かわいい手作りの売場作りは次回の参
考になると思います！
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こちらの企業では、イベントごとに、売場
のコンクールを開催しているそうです。毎
回、競い合うからこそ、大胆な、サプライ

ṬẏẝẞΏṫạẋẜẎ

ズのある売場になるのではないでしょう

か。サクランボの売場や商品化はとても参
考になると思います。ぜひ、番組をご覧く
ださい。

Ҝቲᢂ

ఇࡸ˟ᅈẟẼẟ
父の日の新たな取り組みが見られた売場。
特に驚いたのがジャンボギョーザのグラ
ム売り！！このボリュームサプライズ展
開は見ものです。また、枝豆のグラム売
りもなかなかスーパーマーケットでは見
ない展開ですよね。
商品化も工夫されていました！
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今回のエントリーでダントツで 1 番

だった企業。こちらこういう取り組み

಄Ҝቲݸᢂ

をしたら他社は追いついてこれない。
まさにブルーオーシャン的取り組みが

ṬẏẝẞΏṫạẋẜẎ

盛り沢山です。新たな取り組みにも、
積極的に取り組んでいるこちらの企業
のノウハウをぜひご覧ください。

ఇࡸ˟ᅈἸỴὊἌ Ὁ ἢἼἷὊ

Ҝቲᢂ

土用丑の日のコトなどの「情報発信」や「切り口」が
他の企業にとっても参考になるような売場展開でした。
鮮魚と惣菜・日配でのエントリーでしたが、特にキラ
リと光ったのが、値ごろ感のあるバイキング販売。
ウナギを買うということを考慮した売価設定や量目や
アイテムがとても評価できるます。その他にも見どこ
ろが沢山あります！
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今回の売場大賞お盆商戦では残念ながら最優秀大賞に選ばれた企業が
ありませんでした。

ఇࡸ˟ᅈẲộớỤ

こちらの企業では、
「ローカル」をにフォーカスして、
「I♡湘南」という切り口で「美味しい商品」を売場
で展開していました。横串しもしっかりささってお
り、各部門で展開されています。

ίᾌ ṺṹṺ ኗދՠʙఇࡸ˟ᅈ
ݸᢂ

コト POP の考え方が浸透してきて、みなさんのレ
ベルが上がってきています。その中でも、サービ
スカウンターでの、ひと手間加えた夏の演出が演
とても評価されました。
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エントリー企業様全員に 応募された全ての写真が収録された

 「売場写真大全集 DVD」をプレゼント！！
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コト POP 大賞・優秀賞・最優秀大賞に選ばれ方には…

やる気と感動の祭典無料参加チケット
などの商品をプレゼント
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ԌːƓ8

ಆ 10 

ዶ 2 3ݸܣݢۂᢂ
ዶ2
3 ݸ ܣ ݢ ۂᢂ ɻ
ɻʐᆤٝૃɼ
ʐ ᆤ ٝ ૃɼ
಄Ҝቲݸᢂɰ1 ቅɰҜቲᢂɰ2 ቅɰ˰̅ POP ݸᢂ 1 ɰ
էᬹᏵˇԌːƓ9

ಆ 10 
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ຘ݆સ෨ϔϩʖΨʖεϡϱકྲྀΝబఊմઈʄ

ঐജൡލת

3492pt

2Ғ

ܨӨंͳ͢ͱߡ͓๏ɼݳଲԢྙɼୌմ݀ྙɼخຌఫָΝָ

226pt

4Ғ

ࣰભഁαϱγϩνϱφࠦ౽ঋਕ͗ɼ͍͵ͪঐജͳਕؔ؏Νร͓Ζʄʄ
ڌοΥʖϱͶΓΖՊుક૬Ͳ༙໌͵ತͲɼऀҽκϫɼՊۂΩϟϧవΝͪͮͪҲେͲ18వะοΥʖϱͶΉͲͪ͢͝ɼళܨӨ
ंʀࠦ౽ঋਕɽસࠅ13͖ॶͲ࠷͠ΗΖࠦ౽ঋਕճҽιϝψʖʰঋਕग़ʱ͖Δɼࠦ౽ࢱஏݫʰತճʱໝ༹Νຘ݆फ͕͢͜ɽ
ͨΗͩΗܨӨंೲΊΝซ͘ɼͨͲࠦ౽ࢱ͗մ݀͢ͱ͏͚ɽ
ܨӨકྲྀخຌʀஏҮકྲྀʀଇʀ߁ࠄʀ෨Ծࢨʀࣆܩۂট͵ʹɼܨӨͤ΄ͱೲΊΝմ݀ͤΖɽ

ਭݫਖࢦ͗ജΝέϨωρέʄജͰ͚ΕϛϱφΝࣰࡏవะΝخͶմઈ

ਭݫਖࢦʰജέϨωρέʱ

સࠅηʖϏʖ఼ͶમͻΗΖജͺʄʃ

ജৈ

11յɼ2015೧Xmasʛ೧೧࢟ঐક͖Δ͚͢ਫ਼ΉΗรΚͮͪʰജৈʱɽ
ΦϱφϨʖͺ؈ୱɼϗϱφखΕૌΊ༹ࢢࣺਇΝૻΖͫ͜ɽΦϱφϨʖۂةͶͺɼસۂةखΕૌΊࣺਇDVDΝϕϪκϱφɽๅΝ
৶ͤΖं͗ๅΝͤʄ
Ήͪɼࣆݡ༑ऴʀ࠹༑ऴৈͶમͻΗ༹ͪۂةͶͺɼৈͳ͢ͱΏΖ״ͳـಊࡉఱໃྋডଶʄ
ͧͽΦϱφϨʖΝ͕͢͏بΉͤʄ

୴ंਕؔྙΝָηʖϏʖϜʖίρφ൝ʰ೦ʱʄ

οϡϪϱζϡʖ ͍͚͵͘ேકंͪͬ

͍͵͕ͪవͲηήࣰભͲ͘ΖʄҡϗϱφόΤύΤΝబఊదͶմઈʄ

ޮʄۅڂϗϱφཬୈ

ۛྣͶघ͗ۂةڟड़వ͢ͱ͘ͱലద͵ജʤҡʥΝୡ͘ड़ͤൡవ͍͗Ζɽ
ͨඁືͺɼѻౙద͵ॄٮʀജʀཤΝड़ͤʰҡϗϱφʱɽͨϗϱφೖʀജΗͱ͏ΖݳͶΩϟϧ͗ઞʄ
ΗΏঐԿɼೖΨϘϪʖεϥϱɼνϞιʖϩֽ͜๏͵ʹ͵ʹɼవะࢻࡱͫ͜ͲͺΚ͖Δ͵͏ϗϱφୈཬΝ͖ΕΏ͚ͤ
մઈ͢Ήͤɽ
͠ΔͶݳΝ୴ͤΖώϢʖʀ୴ंɼ͠ΔͶͺܨӨंͶΉͲϱνϑϣʖʄࣙऀͲͤ͛ͶࣰભͲ͘Ζ͕ͱͮ͵ͳࡒگΕΉͤɽ

136pt

7Ғ

ࠕୌΠτϞ়͟ղ͖Δঐ؇ཀྵ͕ೲΊ૮ΉͲ͖ΕΏ͚ͤմઈʄ

੪ՎφϪϱχ

݆קʰঐۂֆʱ࿊ಊɼࢃໞਫ਼͗खࡒͪ͢સࠅαφPOPΝմઈʄ

ಊժͲָʄࠕ݆ऴҵαφPOP

127pt

9Ғ
124pt

10Ғ
64pt

ຘ݆5ೖߍ

२ͶΚͦͪՎʀࡌΝͨΗͩΗຘ݆2ʛ3झ়͟ղɽͨͲɼࠕɼভඇंͶΤί͗ྒྷ͏φϪϱχΠτϞͺͬΘΞɼΉͫ͞Η͖Δ
ࢤͶड़յΖझΉͲɼӫͲ͖ΕΏָ͚ͤ͞ͳ͗Ͳ͘Ήͤɽ
Ήͪɼຘ݆੪Վ୴ं͖Δ͕ೲΊΝմ݀ͤΖʰՎQ&AʱʰࡌQ&Aʱɽঐ͗উཀྵ༟Ώన͵؇ཀྵ๏๑Ν়͟ղ͢ͱ͏Ήͤɽ
੪ՎώϢʖɼ୴ंΉͲଠࠫͳۂةΝͯ͜ΖͶͺ࠹న͵಼༲Ͳͤɽ

129pt

8Ғ

࠹յʰಝพฦ ࣞהճऀ͏ͬ͏ʱ9/8ޮ࢟

ܻԿͤΖՃ֪ڟ૬ͲηʖϏʖϜʖίρφۂֆ͗ࠖͤڃΖɼસࠅηʖϏʖϜʖίρφͶͺɼʰജΗͱ͏Ζݳʱ͍͗Ζɽ
ຘ೧2ίνΠρϕௗΝକ͜ͱ͏ΖవะΏɼࡤ೧ଲർ150%Ν͓ͪജɼജߑർ20%ҐΝͶΫʖϕͤΖജɼͺͪΉͪϗϱφ࣎
Ͷ͕͏ͱࡤ೧ଲർ250%݃ՎΝୡͫͤ͘ജ͵ʹɼ͚͵͘ேકՎͱͶޯΝ͕͠ΌΖंͪͬ͗͏Ζɽ
ேકंnοϡϪϱζϡʖ|ḹΕ͏ͪঋཤιΨϨʖΝబఊմͤΖηʖϏʖϜʖίρφۂֆ൝ʰ೦ʱͳ͢ͱ໌;ݼ߶͏जۆχ
ΫϣϟϱνϨʖεϨʖθɽ
ʰޯͪ͢୴ंߡ͓๏Ώ݀இʀߨಊΝͱݡஎΕɼਕؔྙΝָʱɽऀҽگүͶͺ࣍ͮͱ͞͏ࡒگɽ

153pt
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ຘ݆25ೖߍ

ਭݫਖࢦࣰ͗ࡏవะജΝͱݡյΕɼྒྷ͏఼ɼѳ͏఼Ν۫ରదͶࢨఢ͢ͱ͏͘Ήͤɽ
ʰލתʱͲҌ͠Η਼ͪʓखΕૌΊʀકྲྀΝࣰࡏͶߨͮͱ͏Ζ༹ۂةࣰྭΝݡΖ͞ͳͲɼജͶൕӫͦ͠Ζࡏϛϱφʀқ఼Ν
͖ΕΏ͚ͤཀྵմͤΖ͞ͳ͗Ͳ͘Ήͤɽਫ਼ജͶ͕इຒ͢ͱࡳӪ͢ͱ͏ΖͪΌɼͨΉΉϠυϨϱή͢ɼͤ͛Ͷ݃ՎΝร͓Ζ͞ͳ͗ՆͲ
ͤʄ

212pt

5Ғ

ຘ݆15ೖߍ

ತʰঋਕग़ʱ

307pt

3Ғ

ຘ݆20ೖߍ

ϔϩʖΨʖεϡϱકྲྀͲ਼ʓ৾వะΝ્Δͦͱࣰͪ͘ભഁαϱγϩνϱφʀਭݫਖࢦકྲྀΝຘָ݆͞ͳ͗Ͳ͘Ζ༏Ҳࡒگʰঐജൡ
ލתʱͺຘ݆20ೖͶഓ৶͢ͱ͕ΕΉͤɽ
ʰՎฦʱʰࡌฦʱʰળڗฦʱʰฦʱʰυϨΩฦʱʰϓϫΠʖฦʤήϫργϨʖʀೖഓʥʱ6෨ɽ֦෨༁30ɼߪࢥͲ͍Ζਭݫ
ਖࢦ͗࠹કྲྀΝ͖ΕΏ͚ͤմઈ͢Ήͤɽ
൬ૌͲͺຘ݆ɼસࠅ͖ΔͦرΔΗͪޯࣆྭജʀPOPʀঐԿࣺਇΝਭݫਖࢦմઈ͘Ͳ়͟ղ͢ͱ͕ΕΉͤɽ
Ήͪɼ൬ૌͲ࢘༽͢ͱ͏ΖસͱࣁྋʀࣺਇυʖνͺξΤϱϫʖχՆͲͤͲऀ಼Ͳ༙ڠ؈ୱͶߨ͑͞ͳ͗Ͳ͘Ήͤɽ

ຘ݆1ೖߍ ࢻໃྋʄ

և༹͟གྷ͖Δࣰͪ͢ݳଶʰαφPOPʱ൬ૌ͗͞ॡΓΕηνʖφ͏ͪ͢Ήͪ͢ɽ݆קʰঐۂֆʱͲ࿊ࡎʰࠕ݆ऴҵαφ
POPʱΝɼಊժͲ͠ΔͶ͚۹ΕԾ͝ͱ়͟ղ͢Ήͤɽ
͏ΉΏ߁͏ۂझͲ͠༽Ηͱ͏ΖαφPOP͖Δɼऴҵ͵αφPOPࡠʀྭࣆ༽Ν়͟ղ͢Ήͤɽ

ஏҮືοϧεકྲྀʀકढ़Νࠦ౽ঋਕ͗մઈʄ

ജΗΖοϧεࡠΕۅқ

ຘ݆10ೖߍ

ೖຌҲοϧεϕϫυϣʖγʖͳͻݼΗΖࠦ౽ঋਕ͗ຘ݆ɼસࠅ͖ΔૻΔΗͱ͚ΖοϧεΝੵ͢ɼద֮͵કढ़Ν۫ରదͶઈ͢ͱ͏͘Ήͤɽ
ࠦ౽ࢱࣙਐ͗ܨӨͤΖγφʖΩϟϧɼͪͮͪ1 ທοϧεͲܨӨΝཱིͱͪ͢ͳ͏͑ΆʹɼοϧεͶ௪͢ͱ͏Ζࠦ౽ࢱ͖ͫΔͨ͞Ͳ͘Ζ
಼༲ͳ͵ͮͱ͕ΕΉͤɽ
ѽ͑οϧεͺकͶηʖϏʖϜʖίρφۂֆοϧεɼͨΗଇͶ͕ۜΝ͖͜ΔΗΖघͲۂةͺ͵͚ɼ࣎ؔ༩ࢋ͵͚ͱࠖͮͱ͏Ζঘ
ۂة͗ΆͳΞʹͲͤɽ
ࠦ౽ঋਕ͵ΔͲͺΠχώηΏϐϱφ͗ॶͶͬΕͻΌΔΗ͕ͪͱͮ͵ͳࡒگΕΉͤɽ

२ͳφϪϱχͶΚͦͪυϨΩঐԿΝࣰԍʄ

ీࡌಕ

ʰڟవͳࠫพԿͶͺ͞Ξ͵ঐͲͺ͵͏͖ʞʞʱʰঙࢢ߶ྺԿ࣎େͶ͕͏ͱɼ͞Ξ͵ΕͲঐԿͤΗͻജΗΖͲͺ͵͏͖ʞʞʱ
ʰ͞ΩτβϨʖΝکԿͤΗͻͮͳജΗΖͲͺ͵͏͖ʞʞʱͳ͏ͮͪߡ͓ͳɼജΗͮࢢࡌαϱγϩνϱφɼీࡌॶڂݜీ
ชਫ਼͗ɼജΗΖཀྵ۸ΝͳͶঐԿҌͤΖͳ͏಼͑༲Ͷ͵ͮͱ͕ΕΉͤɽ
൬ૌͲͺɼࣰԍ͢ͱ͏Ζঐ༹ॽξΤϱϫʖχͲ͘ΖΓ͑Ͷ͵ͮͱ͕Εɼࡌ୴ंචݡ಼༲ͳ͵ͮͱ͕ΕΉͤɽ

New arrival & Comimg soon ࡠˏۛೖޮಊժ
21ܗنജਇਹͳͺʄʃ

ࣞהճऀ౨ ʖηφϠʖϩಝॄ

11/30ޮ

౨ښʀॕͶ͍Ζεϥρϒϱήιϱνʖ؛ਜ਼૱ຌవɽતͲ500mړͶφʖϦʖΩಌ࠹వะ͗ड़వɽΉͳͶΏΗͻ70%ୈΉͲཚͬࠒͳ
༩͠Ηͱ͏ͪɼ֘Ν͜ͱΊΗͻӪڻΝΆ·ण͜ͱ͏͵͏ͳ͏͑݃ՎͶʄஏҮືϫʖΩϩηʖϏʖϜʖίρφ͗͏͖Ͷ͢ͱʰՃ֪ʱͲڟ૬
ͤΖ͞ͳ͵͚ଲ߇͢ͱ͏͚͖ʃͨ100ೖؔ௧͏ࠒΊໝ༹Ν়͟ղͤΖχΫϣϟϱφ൬ૌ͗ɼࠕ೧3݆ɼͯ͏Ͷ݃͢ɼͨસ༲͖͗͠ΗΉ
ͪ͢ɽ
ڟଲࡨΝָ;ɼࣰભͤΖ࠹నͤͲࡒگɽ

ϏʖφνϜʖऀҽ͚͗ͪ͠ΞnԢู|͢ͱ͘ͱnఈ|ͤΖ๏๑ͳͺ

ϏʖφΠϩώφްིదูॄ๏๑ˏ৮ིրવ

12݆ޮ࢟ ຘ݆3ೖ સ8յ

ηʖϏʖϜʖίρφͶͳͮͱɼࠕ࠹ࠃ͵ୌͳ͵ͮͱ͏Ζʰਕघଏʱɽ
ͨ͞ͲࠕյɼʲʰਕघଏʱմভϕϫϓΥρεϥψϩʳবཻඔࢢਫ਼͗8݆Ͷ࠷͢ɼΝദͪ͢ιϝψʖΝ൬ૌԿʄસ8յͶΚͪΕ͕ૻΕ
͏ͪ͢Ήͤɽ
ʲʹΞʹΞԢู͢ͱ͚Ζnدูॄ๏๑|ʳʲʰଊࣛΌࢯʱˏʰఈིUPʱͲ͘Ζ۫ରద๏๑ʳʲʰ͓گΖഒकϏʖφνϜʖʱگү๏๑
ΏʰऀҽʱΝݳͶഓͤΖࡏघॳʀ๏๑ʳͶͯ͏ͱɼև༹ٛΝմ݀͏ͪ͢Ήͤɽ
ܨӨंɼਕࣆ෨๏ɼݳگү୴ं๏ͺචͤͲݡʄ

వ͖Δ600໌͗ดࢤϗϱφॄٮघ๑ͳͺʃ

ࣞהճऀชԿಌ

ߨͲ͘Ζࢤ

12݆ޮ༩ఈ

ࠕͺʰ̪̥̪ʱ࣎େɽʰਕ͗ด͛Δ͏ةժʱΝΏΔ͵͏ͳɼnୌ|Ͷ͵Δ͵͏ɽ
ୌͶ͵Δ͵͜ΗͻɼnॄΉΖ|ଇ͵ʹͲ͘͵͏ɽͨ͞ͲɼnߨͲ͘Ζࢤ|Νखࡒ͢Ήͪ͢ɽ
खࡒͺɼ͵ΞͳవͶ600ਕਕ͗ดͳ͏͑ʰࣞהճऀชԿಌʱ༹ɽ
͵ͧɼ͞Ξ͵Ͷด͖ʃͨඁືΝືखࡒ͢ͱɼմઈ͏ͪ͢Ήͤɽ
n൚ةժ|ʀn൚ϗϱφ|Ͱ͚Ε͕ༀཱིͬ൬ૌͲͤɽ

11Ғ

50pt

؛ਜ਼૱ຌవ ڟవड़వΉͲ100ೖؔಈ͏ʄ

21Ғ

18pt

ϧϓʀΤΥδʖMD

12Ғ

40pt

ID-POS ؈ୱ༽ढ़

22Ғ

17pt

εύϧϓʖχ

13Ғ

36pt

SM͜ୱ؇ཀྵ༽

23Ғ

14pt

ϑζϣΠϩϜʖοϡϱξζϱήߪ࠴

14Ғ

32pt

״ޔϜʖοϡϱξζϱή VMDߪ࠴

24Ғ

12pt

εϨʖθࡂࣆ

15Ғ

29pt

ࢃໞജΗΖPOP๑ଉ

25Ғ

11pt

άϋηఈʄʄѻౙద௸ްིΝގΖStew Leonard's

16Ғ

28pt

ୱ؇ཀྵ ୯ͲͲ͘Ζ࠹کঘജηΫϩ

26Ғ

10pt

છٝদജBIBLE

17Ғ

25pt

ৱͺ㕔͖ชԿ͖ʀঐஎࣟరਕ

27Ғ

10pt

ԥࢃ͗Ζʄ

18Ғ

25pt

δʀൡవ ϢϜξηφΠʖ

28Ғ

9pt

వಆജ࢞ߪ࠴

19Ғ

23pt

ળྙڗ

29Ғ

9pt

ৼંٮ

20Ғ

23pt

ωοΦʖ ࢺۛړક͏ʄ

30Ғ

8pt

੪Վঌ

ঐਕͮͳճҽ༹͕எΔͦ
ঐਕͮͳಊժϕϪʖϢʖ͚͗͢͵ΕΉͤɽ
༹͕ٮଈͲࡠۂͺචགྷ͍ΕΉͦΞɽݳয়ΉΉ͟ལ͏ͪͫ͜Ήͤɽ
Ҳ෨ɼ͏ݻOSͲௗ͚ΠρϕυʖφΝߨͮͱ͏͵͏๏ɼ
ʤWindows XP, VistaͲௗ͚Windows UpdateΝߨͮͱ͏͵͏ʥ
ಊժ͗͟ལ͏ͪͫ͜͵͚͵Ζ͗͟͡͏Ήͤɽ
֚ͤΖ๏ͺɼঐਕͮͳφρϕϘʖζ͖Δ
ಊժϕϪʖϢʖτηφϘʖζͲಊժ࠸ਫ਼Ν͚֮ͫ͟͠͏ɽ
ร͕घ਼Ν͕͖͜͏ͪ͢Ήͤ͗ɼ͵ͶͳͩΓΘ͚͕ͪ͢͢͏͏بΉͤɽ

๑ਕճҽʀݺਕճҽูॄ
๑
ʰೋ͢͏ʱΝʰΚ͖ΕΏ͚ͤʱɼ͏ͯͲʹ͞Ͳָ;๎ୌ

αηφ͖Δ౦ࣁɼऀҽگүΝబఊγϛʖφ

֦వะ͟ͳͶׄΕ৾ΔΗΖIDͳϏηϭʖχΝʰঐਕͮͳʱͶྙ͢ͱ͏ͪͫ͜ΗͻɼϏλαϱΏηϜϙɼν
ϔϪρφͲʰ͏ͯͲʀʹ͞ͲʀͫΗͲʱγφͶΠέιη͢ͱʰָʱ͞ͳ͗Ͳ͘Ήͤɽ
ʰঐਕͮͳʱͺɼఁαηφͲگүͲ͘ΖϱνʖϋρφگүΝ௪ͣͱɼϏʖφʀΠϩώφ͖ΔܨӨंΉͲɼ
ླྀ௪ۂͶؖΚΖસͱਕʓگүΝγϛʖφ͢ͱ͏͘Ήͤɽ

Νӿ͓ΖώϨΦʖεϥϱ͖͵ϧϱψρϕ
ӫ͖ͫΔָ;Ώͤ͏ʄ

ঐஎࣟΏηΫϩΠρϕٗढ़ͺͬΘΞɼͨ࣎غͶΚͦͪ࠹ક
ྲྀΉͲɼঐਕͮͳگүαϱτϱςͺ࣎800Ґ͍Εɼ࠹αϱ
τϱςຘ݆10ຌҐഓ৶ɽ௧Յྋۜ͵͢Ͳαϱτϱς͗ຘु࣏ʓ
ͳ௧Յ͠Ηͱ͏͘Ήͤɽ
ηϜϙΏνϔϪρφͲࢻͲ͘ΖͲݳΏݜर࣪Ͳͪ͢༽Εɼۯ
࣎ؔ͘ͲࢻΝͦ͠ͱָΞͫ͞ͳΝϪϛʖφड़ͤΖ͞ͳΝٝແ͜Η
ͻɼࡀ༽ޛOJT࣎ؔक़͗ՆͲͤɽ

ఁαηφͲ͢Ώͤ͏ఈֻ
ݸΔΗͪگү༩ࢋΝΓΕްՎదͶ༽

ঐਕͮͳ๑ਕճҽͺɼ1͖݆͍ͪΕ5,400ԃ/వะఈֻ͵ͲɼસͱవะͲʹ͵ͪͲఁαηφͲ
ָ͞ͳ͗Ͳ͘ΉͤɽݜरΏιϝψʖ͵ʹͶർ΄ͱɼྃඇΏި௪ඇɼճඇɼߪࢥഁݥඇͳ͏ͮͪαηφ
͗ਫ਼͢͵͏ͪΌɼऀҽگүඇ༽Νॊཔͳർ΄ͱͶࡡͤݰΖ͞ͳ͗Ͳ͘Ήͤɽ
ଡਕ਼ݜर͵ʹͶ͕͏ͱɼͨՃ֪ϟϨρφͺྼષͲͤɽ

͚͢ͺͬ͞Δ

⏬࣭ไస㸸ၟேࡡࡗᰴᘧ♫
ࠛ
ᮾி㒔୰ኸ༊⠏ᆅ 
7(/㸸)$;㸸

᩼٥Լ
㻯㼛㼜㼥㼞㼕㼓㼔㼠㻔㻯㻕㻌㻞㻜㻝㻢㻌ၟே䛽䛳䛸ᰴᘧ♫

