
日本チェーンストア協会は、日常の大切さや消費財流通の重要性などを自覚し、普段のお買い物にまつわる

川柳の創作を通じて、「お買い物の楽しさや便利さを再発見していただき、皆さまの暮らしに笑顔と元気をお届

けしたい」との思いから、２０１２年度より一般公募による川柳コンテストを開催。回を重ねるごとに、幅広い世代

の皆さまに親しんでいただける川柳コンテストとしてご支持をいただき、全国からたくさんの作品のご応募をいた

だいてまいりました。

８回目となる今回のコンテストは、さらに「より多くのご家庭や未来を担う子どもたちに“笑顔”と“元気”をお届

けし、たくさんのご応募をいただけますように！」と念願し、昨年１１月２１日（木）から１２月２５日（水）にかけて、

「うれしい！たのしい！お買い物！ 第８回 チェーンストアお買い物川柳 大募集！！」

をテーマに開催いたしました。

お陰さまで、延べ１０,７００名のお客さまから、４万句を超える優れた作品のご応募をいただくことができました。

ご応募いただいた作品は、お買い物での家族の楽しいエピソードや思い出などを詠んだもの、最近のトピック

スを織り込んだもの、お店へのご期待や励ましなど、いずれも幅広い感性にあふれた力作ばかりでした。

力作揃いの中、最終選考会を３月６日（金）に東京都港区の日本チェーンストア協会本部において開催し、

厳正に選考を行った結果、

【一般の部】 金賞１０名、 銀賞３０名、 銅賞６０名

【小学生の部】 優秀賞５０名

の入賞を決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、最終選考会の最後に、入賞者を除くすべての応募者の皆さまから「ご愛顧ありがとうプレゼント」および

「わくわく抽選プレゼント」の抽選を行い、「ご愛顧ありがとうプレゼント」５５０名、「わくわく抽選プレゼント」１,０００

名が当選いたしました。

このあと、【一般の部】入賞の皆さまには賞金を、【小学生の部】入賞の皆さまには図書カードをお贈りさせてい

ただきます。また、 「ご愛顧ありがとうプレゼント」「わくわく抽選プレゼント」の当選者の皆さまには賞品の発送を

もって発表とさせていただきますので、ご了承のほどお願いいたします。
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◆日本チェーンストア協会

小濵 裕正 ／ 会長

藤波 教信 ／ 総務委員長 尾﨑 英雄 ／ 広報委員長・四国支部長

出戸 信成 ／ 北海道支部長 大髙 善興 ／ 東北支部長

岡田 元也 ／ 関東支部長 夏原 平和 ／ 関西支部長

山西 泰明 ／ 中国支部長 佐藤 秀晴 ／ 九州支部長

チェーンストアでのお買い物でうれしかったことや楽しかったこと、お店での

わくわく体験や思い出、自分ならではの気づき、わが家のお買い物自慢な

ど、お買い物にまつわる楽しいエピソードを“川柳”にして応募。

テーマ

〈開催概要について〉

開催趣旨

応募総数

４１,７４３作品／延べ１０,７００名

【一般の部】 ４０,４２４作品 延べ１０,２３２名

（ＷＥＢからの応募…３２,２８６作品、はがきでの応募…８,１３８作品）

【小学生の部】 １,３１９作品 延べ４６８名

（ＷＥＢからの応募…９６９作品、はがきでの応募…３５０作品）

・2019年10月の消費増税や軽減税率制度導入等による店頭の環境変化を避け、応募期間を若干ずらしたことが影響し、例年の応募総数の

水準には至りませんでしたが、他の人気コンテストに並ぶ応募があり、改めて暮らしの中での“お買い物“の身近さや大切さを感じました。

・応募者のボリューム層は、これまでと同様に30歳から40歳代、男女比もほぼ半々でしたが、今回は3歳から98歳までの幅広い世代から応募

があり、川柳が老若男女で広く親しまれていることがわかりました。

・消費増税についての句も多く寄せられ、日頃のお買い物において値ごろ感や消費税が強く意識されているのではとの印象を受けました。

・【小学生の部】では、数年前から「セルフレジ」を取り上げた句が多くなってきていましたが、今回は「キャシュレス」という言葉を取り上げた句

が多く、すでに小学生にもなじんでことが伺えました。

・応募期間直前にラグビーワールドカップが開催され盛り上がりを見せるとともに、新語・流行語大賞に「ONE TEAM」が選ばれたこともあり、

「ONE TEAM」を詠んだ句も多くありました。

２０１９年１１月２１日（木）
▼

２０１９年１２月２５日（水）

募集期間

毎日のお買い物にまつわる川柳の創作を通じて、日常の大切さや消費財流通の重要性、お買い物の楽しさを再

発見していただくとともに、毎日の暮らしにさらに笑顔と元気を届けるため、第８回川柳コンテストを開催。

仲畑 貴志
（コピーライター）

数々の広告キャンペーンを

手掛け、カンヌ国際広告

映画祭金賞・TCC賞、ADC
賞、他多数受賞。

やすみ りえ
（川柳作家）

文化庁文化審議会委員も

務める。

恋愛をテーマとした川柳作品を

多数発表。幅広い世代に

川柳の魅力を発信中。

上大岡 トメ
（イラストレーター・
エッセイスト ）

東京理科大学で建築を学び、

一級建築士の資格を持つ。

100万部を超えるベストセラーと

なった『キッパリ！たった5分間

で自分を変える方法』

（幻冬舎文庫）、他『のうだま２

年齢とともに記憶力が衰えるの

はウソ！」（池谷裕二氏と共著

幻冬舎）がある。

選考委員会委員 （順不同・敬称略）

《参考》 応募・作品の傾向

協 力 （一社） 全日本川柳協会



〈賞について〉

入 賞

※日頃のご愛顧や励ましなどへの感謝、暮らし応援の気持ちを込めて、応募者全員（入賞者を除く）の中から抽選で、

５５０名に通常会員５５社の商品券またはおすすめ商品をプレゼント

※特別賛助会員２０社が選んだおすすめの商品を「特別パッケージ」に詰め合わせた

プレゼント商品を、応募者全員（入賞者を除く）の中から抽選で１０００名に贈呈

… 通常会員５５社の商品券またはおすすめ商品を抽選でプレゼント

㈱アブアブ赤札堂 アルビス㈱ イオン㈱

㈱イズミ イズミヤ㈱ ㈱イトーヨーカ堂

㈱いなげや ㈱エコス ㈱オークワ

小田急商事㈱ ㈱カスミ ㈱キャンドゥ

㈱近商ストア ㈱銀ビルストアー ㈱ケーヨー

㈱京王ストア ㈱京急ストア ㈱京成ストア

㈱京阪ザ・ストア 生活協同組合コープみらい サミット㈱

㈱サンリブ ㈱スーパーヤマザキ ゼビオホールディングス㈱

㈱ゼンショーホールディングス 相鉄ローゼン㈱ ㈱ダイエー

㈱大創産業 ㈱天満屋ストア ＤＣＭホーマック㈱

㈱東急ストア ㈱東京さえき ㈱東武ストア

㈱とりせん ㈱ニトリホールディングス ㈱阪急オアシス

㈱バロー ㈱福田屋百貨店 ㈱フジ

㈱平和堂 ㈱ベイシア ㈱ベルク

マックスバリュ東海㈱ マックスバリュ西日本㈱ マックスバリュ北海道㈱（現イオン北海道㈱）

㈱丸井グループ ㈱マルエツ ㈱丸久

㈱丸合 ㈱マルミヤストア ㈱マルヤ

㈱ヤオコー ㈱ヨークベニマル ㈱義津屋

㈱ライフコーポレーション



〈賞について〉

【日本チェーンストア協会特別賛助会員】 （50音順）

アサヒグループホールディングス㈱、 味の素㈱、 伊藤忠商事㈱、 花王㈱、 キユーピー㈱、 キッコーマン㈱、

キリンホールディングス㈱、 国分グループ本社㈱、 サントリー酒類㈱、 日清オイリオグループ㈱、

日清食品ホールディングス㈱、 日本ハム㈱、 ハウス食品㈱、 ㈱Ｍｉｚｋａｎ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ、 三菱商事㈱、 三菱食品㈱、

㈱明治、 森永乳業㈱、 ㈱ヤクルト本社、 ユニ・チャーム㈱

【特別パッケージ・プレゼント商品の内容】

アサヒグループホールディングス㈱ おどろき野菜ちゃんぽん １個

味の素㈱ 味の素バラエティオイルギフトより １本

伊藤忠商事㈱ ロータス ビスコフ オリジナルカラメルビスケット １個

花王㈱ クイックル 布・カーペット ウェットぶきシート４枚 １個

キユーピー㈱ キユーピーレモンドレッシング180ml １本

キッコーマン㈱ 粗おろし生姜たっぷり 生姜焼のたれ210g １本

キリンホールディングス㈱ キリン一番搾り350ml缶 １本

※当選者が未成年者の場合、キリン生茶ペットボトル525mlに変更してお届けします。

国分グループ本社㈱ Ｋ＆Ｋ日本のだし煮 さばだし煮ＥＯ缶100g １個

サントリー酒類㈱ ザ・プレミアムモルツ350ml缶 １本

※当選者が未成年者の場合、伊右衛門ペットボトル525mlに変更してお届けします。

日清オイリオグループ㈱ 日清ヘルシーごま香油130g １本

日清食品ホールディングス㈱ お椀で食べるカップヌードル味噌３食パック １個

日本ハム㈱ 国産鶏がらスープ １個

ハウス食品㈱ マグカップで北海道シチュークリーム １個

㈱Ｍｉｚｋａｎ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ ミツカン味ぽん150ml １本

三菱商事㈱ ヨード卵光「たまごスープ」（ふわふわたまごスープ・こくこくふかひれスープ） １個

三菱食品㈱ ハリボーゴールドベア １個

㈱明治 フランオリジナルショコラ １個

森永乳業㈱ クリープ・スティック15本入 １個

㈱ヤクルト本社 ヤクルト タフマンＶ110ml １本

ユニ・チャーム㈱ シルコットピュアウォーターウエットティッシュ本体 １個

… 特別賛助会員20社が選んだおすすめ商品を特別に詰めあわせて、抽選でプレゼント



※【一般の部】金賞作品には、上大岡トメさんが句の情景をイラストに描いていただいたものを協会ホームページ

において公表する予定です（４月中旬以降）。
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