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令和３年度 鶴岡ＴＭＯ 
中心市街地商店街 ディスプレイコンテスト審査結果 

 

令和 3 年 12 月 6 日(月）・7 日(火）の両日、市民モニター5 名の審査員により、標記ディスプレイ

コンテスト審査をおこないました。 

審査対象範囲は、鶴岡市中心市街地活性化基本計画の範囲にある商店街及び商店会連合会に所属

する商店街の目抜き通りに面した個店のショーウィンドー又はファサード（店頭）とし、審査日時

点でディスプレイがされていると判断されたお店 40店舗を審査対象といたしました。 

審査方法は、審査基準となる 5 つの採点評価項目毎に 10 点の持ち点を有し、１つの項目に対し 5

人分の評価点数を出し平均点としたものを最終評価点としました。 

 この結果、総合評価として以下の通り、各項目の評価として別紙のとおりとなりましたのでご報

告いたします。 

 

※中心市街地活性化基本計画に位置づけられている商店街と商店会連合会に属する商店街は次の通り 

・鶴岡駅前商店街振興組合  ・鶴岡日吉町商店街振興組合   ・鶴岡山王商店街振興組合 

・鶴岡銀座商店街振興組合  ・鶴岡みゆき通り商店街振興組合 ・鶴岡南銀座商店街振興組合 

・昭和通振興会       ・川端商店会          ・十日町商店会 

・一日市商興会       ・七日町商店会         ・上肴町商店会 

・西商店会 

◆総合評価 (※50 点満点)                                              

最優秀賞  ㈱エルム（44.00／50） 

第 ２ 位  ㈱ファンシーフラワー（42.00／50） 

第 ２ 位  ㈱エムロード（42.00／50） 

第 ４ 位  ㈱長南牛肉店（41.00／50） 

第 ５ 位  千一珈琲（40.60／50） 

第 ５ 位  キレイ叶う Luminous.My 夢 ツルオカ薬局（40.60／50） 

◆部門別評価 (※10 点満点)                                              

【インパクト部門】最優秀賞  ㈱エルム（9.00／10） 

【季  節  感  部門】最優秀賞     ㈱エルム（9.40／10） 

【楽  し  さ部門】最優秀賞  千一珈琲（8.60／10） 

【商 品 訴 求部門】最優秀賞  ㈱トキワ屋（9.00／10） 

【ストーリー部門】最優秀賞  ㈱エルム、千一珈琲（8.60／10） 
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入選店舗と消費者審査員評価・コメント 

㈱エルム  

【住所】〒997-0034  鶴岡市本町一丁目 2-8 

【ＴＥＬ】 0235-22-1027 

◆総 合 評 価 ≪第 1位≫ 

◇インパクト部門 ≪第 1位≫ 

◇季節感部門 ≪第 1位≫ 

◇ストーリー部門 ≪第 1位≫ 

 

 
 

 
 

 

❤ 温かい印象で、わかりやすくとても良い 

  と思いました。 

  正面から店の奥まで見渡すことが出来、 

店内に引き込まれます。 

 

❤   赤いセーターを囲む白い木立が夢を誘う 

  よう。車からの見方に配慮されていると 

  感じました。そのまま歩いて正面でまた 

  新しい物語が中へ中へと誘ってきます。 

  お手本のような飾りつけです。 

 

❤  お店の外側と店内の飾りつけがまとまっ 

ていてインパクトがあり、クリスマスの 

ワクワク感が強く感じられます。駐車場か 

らのディスプレイで足を止め、店頭、店内 

へと導かれるディスプレイ。 

 

❤ 店内、外観、ウインドー、どこも完璧な 

  ディスプレイ。 

  冬の季節と商品の飾りつけがとても自然 

  に融合していて、好感が持てます。 

   

❤ 雪の結晶が店頭の全面に施され、季節感 

のほかにも上品で繊細な感じが表現されて 

いて、とても良いと思います。 

   奥行きのある店内に足を運びたくなるよ 

うな工夫を感じます。 
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㈱ファンシーフラワー  

【住所】〒997-0029  鶴岡市日吉町 2-23 

【ＴＥＬ】 0235-24-1412 

◆総 合 評 価 ≪第 2 位≫ 
 

 

 
 

 
 

 

❤ 第一印象が「かわいい！」 
  屋外の看板に大胆にお花をつるし、車道 

からも目を引きます。お花とウインドー 
のディスプレイと合わせているところが 
さすがと感じました。 

   

❤   看板下の花たちがお花屋であることがわか 
り、遠くからでも目を引きます。店に迎え 
入れるサンタさん。窓の飾りの季節感がと 

  ても良い。 
  ウインドーの結露がなければ満点。ちょっ 

と残念な感じもありました。 

 

❤ 看板下のお花の飾りが大胆で目を引き、 
看板を使って工夫が感じられるディスプ 

レイです。クリスマスの雰囲気がウイン 
ドウの全面から伝わってきて季節感があ 
ります。 
 

❤ 店舗内外のディスプレイが人目を引き 
ます。ウインドー全面の飾りが華やかで 
強く印象付けられます。さらに横のウイ 
ンドウと細部まで飾りつけがしてあり 
店内に入ってみたいと思います。 

店横にある、かめにも目が行くのでこの 
場所にも飾りつけがあればと思いました。 
 

❤ とてもまとまっていると感じます。さす 
  がお花の取り入れ方が◎。押しつけがま 

しくない自然な感じに好感が持てます。 
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㈱エムロード  

【住所】〒997-0028  鶴岡市山王町 8-13 

【ＴＥＬ】 0235-23-3153 

 

◆総 合 評 価 ≪第 2 位≫ 
 

 

 
 

 
 

 

❤ 赤と緑のクリスマスカラーの商品を取り 
  入れながら上手にディスプレイしていま

す。 

 
  

❤   クリスマスならではの配色の商品を囲む 

  クリスマスデコ。クリスマス柄のパジャマ 

  が欲しくなりました。 

 

❤  お店の商品をクリスマスディスプレイ 

  と一緒に飾ってあり、商品の魅力を感じさ

せるディスプレイ。 

 

❤ 商品の選び方、飾り方がクリスマスカラ 
  ーを意識していて、遠くからも目立ち 

ます。ウインドーのディスプレイで 
「もうすぐクリスマス」を強く感じます。 
 

❤   商品の取り入れ方がとても良いと感じ 
ます。 

  グリーンと赤が目を引き、ゴールドと 
  シルバーがアクセントになり、とても 
  良いと思います。他にどんな商品があ 

  るのか店に入ってみたくなります。 
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㈱長南牛肉店  

【住所】〒997-0029  鶴岡市日吉町 9-27 

【ＴＥＬ】 0235-22-0143 

 

◆総 合 評 価 ≪第 4 位≫ 
 

 

 
 

 
 

 
 

❤ 豚サンタがかわいい。牛に負けないくら 
  い目を引き、存在感があります。牛肉店 
  ならではのオブジェを使ったディスプレ 

イがわかりやすくとても良いと思います。 
 

❤   今年も金丑がいました。また会えて楽しい 

  です。店先いっぱいのサンタのディスプレ

イ。ホームパーティーを誘ってきます。 

  車からもこれは目立ちます。 

❤ 個性のある飾りつけで目を引きます。 

来年の干支の寅年の看板もあり、年の瀬を 

感じます。商品の訴求につながる飾りつけ 

だと思います。 

❤ 飾りつけがとにかく大きくインパクトが 

   大きいです。店舗全面に置かれているの 

  で遠くからでも良く見えてＧｏｏｄ。 

  おいしいお肉・お惣菜を食べるパーティ 

  ーシーンが想像され、ワクワクします。 

❤ 毎年、市民が楽しみにしている愛されデ 
ィスプレイ。店頭中央にドーンと飾られ 
た金丑がお客様をお迎えしています。 
年末の慌ただしい時期でも足を止めて注 

目される存在です。 
お歳暮などの贈答品の種類も多く、選ぶ 
のが楽しくなります。 
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千一珈琲  

【住所】〒997-0028 鶴岡市山王町 10-37 

【ＴＥＬ】 050-7112-4687 

 

◆総 合 評 価 ≪第 5 位≫ 

◇楽 し さ 部 門≪第 1位≫ 

◇ストーリー部門≪第 1位≫ 

 

 

 
 

 
 

 
 

❤  ドアのイラストが工夫されていてかわい 
いです。アイディアがおもしろいです。 

  夕方の照明では、どんな見え方になるの 
  か興味がわきました。 
   

❤   引き戸に描かれたサンタさん。引き戸を 

  開け閉めすると注射するアイディアがな 

んとも楽しい。店内の飾りつけもセンス 

があります。 

   

   

❤  コロナ禍ならではの感覚のメッセージ。 

  引き戸に描かれたイラストが印象に残り 

  ます。引き戸の開け閉めで見え方が変わ 

  るアイディアが他のディスプレイと違っ 

  て面白いと思います。 

    

   

❤ 入口のガラスに描かれた絵が面白い。 

   ドアの飾り方もさりげなく好感が持てま 

す。サンタと注射で関係がなさそうなデ 

ザインでもお客様が戸を開け閉めするこ 

とでディスプレイを変えられる、お客様 

参加型が楽しいと思います。 

 

❤ サンタさんの注射！！ナイスアイディア 
面白い。サンタさんもワクチンを打って 
皆のお家にプレゼントを持ってまわって 
くるのでしょうか。 
ぜひ、来店し見てほしいです。 
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キレイ叶う Luminous.My 夢 ツルオカ薬局  

【住所】〒997-0034 鶴岡市本町一丁目 3-39 

【ＴＥＬ】 0235-22-0182 

 

◆総 合 評 価 ≪第 5 位≫ 
 

 

 
 

 
 

 
 

❤ ボリューム感があってとても良いと思いま 
  す。ショーウインドーが広いので店内が明 

るく、輝いている感じがします。 

  女性目線を意識した店舗作りをされている 
と感じました。 

     
 
 

❤ 昼も素敵ですが、夜になるとまわりが暗い

分、浮かび上がるようにきれいだと思いま

す。ウインドーの飾りつけが華やかで「デ 

  ィスプレイはこうあるべき」のお手本のよ 

うに感じます。 

  

❤  ショーウインドーを上手に使い、統一感が 

  あるシックで素敵な飾りつけです。店の前 

の電飾ツリーも目立ちます。 

 

 

❤ 店内全体にクリスマス感があり、明るく楽 

しい印象でお店に入ってみたくなります。 

他の季節のディスプレイも見たいと思いま 

す。 

❤  店外、店内にクリスマスツリーがあり贅沢！ 
  プレゼントのあしらい方が Good！商品が 
  引き立つディスプレイです。 
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㈱トキワ屋  

【住所】〒997-0034 鶴岡市本町一丁目 7-48 

【ＴＥＬ】 0235-22-0432 

 

◇商品訴求部門 ≪第 1位≫ 

 

 

 
 

 
 

 

❤ 上手に和の素材を取り入れながらディスプ 
レイされていると思います。呉服・洋服だ  
けでなく小物類も充実した品揃えをしてい 

ることがわかります。お店に入りやすいで 
すね。 
 

❤   ちりめんや和柄の下げ物が和のクリスマス 

  を演出しています。 

  サイドのショールームも素敵です。 

   

 

❤  和の小物を使って飾りつけしてあり、呉服 

  店ならではの落ち着いた雰囲気と高級感が 

  あります。 

❤ ツリーの飾りやプレゼントを風呂敷で包む 

  等、お店の雰囲気に合ったディスプレイに 

  してあり、アイディアが良いと思います。 

  全体にまとまりのあるディスプレイである 

ことと店の奥まで見通すことができること 

も好印象です。 

❤  スカーフや手拭い、風呂敷、全て商品だと 

  思いますが、上手にディスプレイに取り入 
  れていて商品訴求力を強く感じます。 
  落ち着いた色味の洋服がこのお店らしい上 

品なディスプレイです。 
  サイドのウインドーにも呉服だけではなく 
  手拭いの小物も飾られていて、お店に入っ 
  てみたくなります。 
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◆総合評価 10 位までの得点結果 （各項目は 10 点満点） 

店舗名 
インパ

クト 
季節感 楽しさ 

商品 

訴求 

ストー

リー 
合計点数 

総合 
順位 

㈱エルム ※銀座 9.00 9.40 8.20 8.80 8.60 44.00 1 

㈱ファンシーフラワー ※駅前 8.80 8.40 8.40 8.40 8.00 42.00 2 

㈱エムロード ※山王 8.40 8.40 8.00 8.80 8.40 42.00 2 

㈱長南牛肉店 ※日吉町 8.60 8.40 8.40 8.00 7.60 41.00 4 

千一珈琲 ※山王 7.80 8.00 8.60 7.60 8.60 40.60 5 

キレイ叶う Luminous.My 夢 

ツルオカ薬局 ※銀座 
8.40 8.40 7.80 8.00 8.00 40.60 5 

㈱トキワ屋 ※銀座 8.00 8.00 7.60 9.00 7.80 40.40 7 

㈲やなぎ美容室本店 ※駅前 8.40 8.40 8.00 7.80 7.80 40.40 7 

花のｱﾄﾘｴﾁｮｺﾚｰﾄｺｽﾓｽ ※山王 8.20 7.80 7.60 8.60 7.80 40.00 9 

スモークツリー ※銀座 7.20 8.00 7.60 7.60 7.80 38.20 10 

全店舗(40 店舗)平均点 6.12 6.29 6.17 6.19 6.00 30.77  

インパクト・季節感・楽しさ・商品訴求・ストーリーの各項目は審査員 5 人の平均点(10 点満点)表記です。 

合計点数は、各項目を加算した点数(50 点満点)です。 
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令和３年度鶴岡 TMO ディスプレイコンテスト表彰式 令和 3 年 12 月 15 日 於：鶴岡商工会議所 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

総合評価  最優秀賞 ㈱エルム様         総合評価  第２位 ㈱ファンシーフラワー様 

 部門別評価 インパクト部門、季節感部門、            

       ストーリー部門 最優秀賞                

 

                          

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

総合評価  第５位 千一珈琲様          総合評価  第５位 キレイ叶う Luminous.My 夢 

 部門別評価 楽しさ部門、ストーリー部門 最優秀賞              ツルオカ薬局様 

                           

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

部門別評価 商品訴求部門 最優秀賞             受賞者挨拶 代表して㈱エルム様 

            ㈱トキワ屋様 

                        

       

                        

 

                        総合評価  第２位 ㈱エムロード様 

 

                        総合評価  第４位 ㈱長南牛肉店様 

                         

                              

 

 

 

      

受賞事業所の皆様 


