第6回 WORD AD HIROSHIMA コンペティション

応募作品

第6回 WORD AD HIROSHIMA コンペティション 応募コピー 《順不同》
本読む？スタバ行く？家電見る？お酒買う？
全部できるよ、エディオン蔦屋家電で。
靴を磨いて、心を磨く。
本を読んで、心を洗う。
彼と行く？
親と行く？
孫と行く？
誰と行く？
ステキ、
発見、
蔦谷家電。
立ち止まってもいい。
座り込んでもいい。
思う存分、蔦谷家電。
HIROSHIMA
NEW WAVE
NEW LIFE STYLE
心の余裕は蔦谷家電から
もっと毎日が好きになる、蔦谷家電。
暮らしトキメく、蔦谷家電。
日常を楽しめるって、
自分を好きになれることと似ている。
目的なんてなかったのに
気づけばどれだけの時間、
ここに居たのだろう。
日常を楽しめる人になりたくて
また来てしまいました。
私を輝かせるヒント、蔦谷家電。
買い物、というより

探検。

もはや、ここに住みたい。
いったい、なに屋さんですか？

蔦屋です。

行くな！いらんもん買うてまう。
立ち読み禁止。席がありますから。
本、買いに来たのに

ドライヤー買った。

いったい、何を売りたいのか

わからない。

時間つぶし、というより人生つぶし。
ググらなくても、ここに答えがある。
ツーと言えば、ターやろ。
お洒スポ。
花柄のワンピースで出かけたい場所。
僕のデートコース。
ぼくのでーとこーす。
ミカのでーとこーす。
蔦屋家電のスタバ、イケテル。
おしゃれさんの定番。
おしゃれさんなら、NOW GOOD。
スタイリッシュらぶスポ。
おしゃれさん、いらっしゃい。
昨日よりも、モテる部屋に。
アソビゴコロのある生活。
シロモノ家電？そんなくくりは、ありません。
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ただの家電屋と思うなよ。
家電を買い替えるんじゃない。生活を替えるんだ。
知らないモノが、いっぱいある。
家電屋というプライドは、捨てました。
何も買わないけど、今日も行く。
さあ、行こう。T'sデンキ。
リアルAmazon。
季節の幕間に、いつもある新しいモノをその手に
数ある人生の着地点に、いつも新鮮なモノをあなたの手に
数ある人生の着地点に、欲しいモノはいつもここにある
欲しいmonoはいつもkokoにある
人生の幕間に必要なモノはいつもここにある
1度の人生に何度もおとずれる岐路に必要なモノは全てここにある
ハイスペック家電店、エディオン蔦屋家電。
エディオンの、進化系。
ファーストクラスの家電店
家電で書店で美術館。
エディオン「これが…わたし…？」
[広島 映え│?]

もしかして：エディオン蔦屋家電

ハイカラで、洒落てて、映える場所。
くつろげるタイプのエディオン。
控えめに言っても、オシャレ。
控えずに言ったら、なんかすごい。
わたし、初めてなんです…、
家電屋に住みたいと思ったの。
買わなくても、楽しい時間。
家電屋を、卒業します。
生活を変えたいから、ここに来た。
安いモノはネットで。本当に欲しいモノはここで。
あなたの知らない、が

いっぱい。

ちび〇る子ちゃんが、いないほうの家電屋。
炊飯器が欲しいんじゃない。美味しいご飯が食べたいんだ。
買い物は、冒険だ。
エツカデる。
これまでの立ち読みの罪悪感って、何だったんだろう。
あなた基準の更新日です。
ぼくが、僕を作る場所
知の宝石庫
あなたの目、鍛えます
いいとこ、あるよ
本当の夢に、さわれるところ
いけるよ？
The 都会チック
かたちづくるのは、ひとのゆめ。
貴族的ワンダーランド
好きなものを好きなだけ
レベルアップのお手伝い
家より、心地いい
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「初めて」をお売りします
今暇？蔦屋家電行かない？
大人のテーマパーク
蔦屋家電が家だったらいいのにな
ここならあるかも
決めた、ここに住む
「お母さん、蔦屋家電に行きたいわ」
エキマエ万博
ぶちセンス＜ぶりセンス＜ばりセンス
カデンをフカヨミ
ワタシ、アップデート
我が家をアップデート
家伝良販店
デジアナ活用術
ハッとしてナットク
広島で二番目にインテリジェンスなお店
集まれ！家電大好き県人
家電と本の森へ
生活にプラスな色を
自分空間がある
家電と本のお店
あ、笑った。
一緒に行くと知らない笑顔に逢える。
一歩先の自分空間を体感。
家電と本の森へようこそ。
照明に癒される。
ストーリーに癒される。
え？泊まれないの？
ホテルのような、蔦屋家電。
大人Richな広島Place。
たくらむ時間を。
ストーリーと生活がつながる?
時空を超える、蔦屋家電。
家電好き、本好きへ。
使える、読める。蔦屋家電
白から黒へ。
リッチな気分で好みを探す。
無人島に持って行きたい家電店No.1
東京ではなく、二子玉川がライバルという幸せ。
全館退屈一掃セール。
「おや？どうしてここにこの本が？」って思ったら、電器店の思うツボです。
全館素敵な暮らしのワナに満ちている。
本と家電、それぞれのパラレルワールドが交錯する時、そこに出現する豊かな暮らしの福音。そしてあなたに訪れる驚愕
のラスト。
―お買い上げありがとうございます！
「おっと、そう暮らしますか！」がある。
できれば、ここで暮らしたい。
「１分で話せ」「０秒思考」「０秒で動け」本からの電波時計コーナー。
生き方、暮らし方、モテ方の味方。
知力を充電ワンダーランド
パパはカメラでママはカフェ。妹は絵本、僕はLEGO！
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パパの趣味について行った。帰りたくなくなった。
ネットで検索していくと最後にはは本が出てくる。
料理の本を探していたら、キッチン家電にたどり着いた。
雑誌で知った名作映画、今夜わが家で上映中。
よく見るファッション雑誌には、おしゃれ家電が載っている。
トレンドは一目ぼれの集合体です。
ねぇ、ちょっとこれ見て！
取扱説明書は苦手だけど、開発ストーリーは好きだ。
モノの価値はどこにあるかで決まります。
広島駅前がアカヌケた。
なんか、東京っぽい。
なんでんかんでん蔦屋家電。
3年経ってもまだ飽きん。
「お店に行く」時間が帰ってきた。
効率ばかり求めるから、
心がカサカサするんだよ。
昨日と同じモノやコト、
売らない、やらない。
ルーブル美術館を思い出すなぁ…。
宮島帰りに蔦屋家電。
ドームついでに蔦屋家電。
本屋？
電器屋？
蔦屋！
天才の5ヶ虫
ついつい虫
たいてい虫
やらかし虫
かわった虫
でんとう虫
んとんと虫
本当の僕がいた
なんでもないが宝物
あの子のいない3年間。
待つのはやめにした
なんでも屋さん始めました。
トーマスエジソンが大発明、あれから129年後の今へ
沢山のもの ＜

大切なもの

ひらめき0円。
駐車場1円。(1時間)
申し訳ございません。
世界中のモノはございません。
迷い方改革
迷う時間が一番の贅沢。
ワンクリックでは味気ない。
あなたのことを思って迷いたい。
しっかりと、お迷いください。
今どき、
モノが多すぎることはマイナスだ。
足るを知る
エディオン蔦谷家電
本屋=未来=家電
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広島自慢
1.カープ
2.チンチン電車
3.蔦谷家電

つまらない
たいだな日々を
やる気に満ちた
かんしん力あふれ
でんこうせっかの如く
んって、ヒラメキで変える場所。

くらしの"好き"を再発見。
くらしの"好き"を再編集。

好奇心に、出会え。
好奇心を、磨き。
好奇心に、寄り添う。
暮らしに、刺激。
next phase_
生活に"!"を。
!に"ひらめき"のルビをつける。

好奇心の北極星。
固定観念を捨てよ!
日々の暮らしに宝物。
好きな言葉と、素敵な生活。
くらしに、すてき、かがやき、ひらめき。
待ち合わせにちょうどいい
いろいろあるけど、きょろきょろしんさんな
タダのお店じゃありません
思わぬ発見があるんじゃもん
手の届かないところにある本
言ってくれたら取りますよ…
暮らしうるおう

出会うアドベンチャー

じつはねらってやっています
本屋？家電量販店?
そこはあえて聞きません。
息のかかった物ばかり
次は広島～(♪)広島です(♪)
どです家電(♪)どです家電(♪)
本も家電も、
ネットで買える。
でも。ね。
一棟で、
二棟流。
本がある。
家電がある。
ほぼ家である。
きっと、企画書のときから、
人をワクワクさせた場所。
「日本に二カ所しかない」が、
「広島に一カ所ある」幸せ。
「エディオン蔦屋家電？」
の「？」が、ジマンです。
仲直りできる
くらい、
長く居られる。
一等地で、等身大のひとときを。
働きたくなる場所でもありたい。
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買う気がないのに、
行く気がおこる。
出会って、恋して、
楽しい同棲生活が始まる場所。
どのフロアをまわっても、
頭の中の「いいね！」が止まらない。
パワースポットよりも、
暮らしが向上する場所だと思う。
幸せにします。一緒に暮らしましょう。
商品一同
贅沢な暮らしはお金次第だけど、
楽しい暮らしは自分次第。
EKICITY HIROSHIMAというビルからは、
未来の暮らしが良く見える。
「人の暮らしを良くしたい」。
そう願う作り手の作品展でもある。
暮らしの広島コレクション。
未来の自分に、素敵な時間を贈ろう。
ワクワクできるお気に入りの散歩コース、見つけた！
暮らしに特別
安らぎとわくわくのある場所
日常を忘れる空間
私の至福
家電も書店も欲張りたい
非日常を生活に
お得意さんもお金を払いたくなる
よし、みんなでおとくいになろう！
恋人よりも触れる家電を
花瓶に花を、家電に彩りを
EdiOn y va!
（エディオニバ！）
商談も、冗談も
暮らしのレストラン
これがええ、がある
見たい！聞きたい！暮らしたい！
有電実購
家電と本が共存する杜へようこそ！
見たい！読みたい！寄ってみたい！エディオン蔦屋家電
ショッピングしながら、目の保養、心の保養
来るたびに、新発見。
読む、遊ぶ、食べる、買う。
暮らしのいろんなシーンが詰まってる。
暮らしのコンシェルジュ

エディオン蔦屋家電

ここなら「欲しい」が手に入る。
市内に行くんなら、寄らんにゃー。
暮らしにプラス嗜好。
暮らしをアップ、デートしよう。
ついでが長居になりました。
ブラブラ、ワクワク、ドキドキ。
ここってオアシスじゃね。
ブラブラできる、ワクワク空間。

6

第6回 WORD AD HIROSHIMA コンペティション

応募作品

二度見するお店。
暮らしは変われる。
生活と一緒に、本棚
蔦屋家電の推しになりませんか。
蔦屋家電の推し、増加中。
「初めて見た」は、わくわくする。
「当たり前」が変わる。
「これいい！」がみつかります。
あなたが知らない物、あります。
雨宿りに寄ってみませんか？
変わらない日々に刺激を。
デートの行き先、迷ってませんか？
自宅＜本屋＜蔦屋家電
アタラシイを探しに。
きっかけがここにある。
発見のきっかけ
新しいが呼んでいる。
あたらしいがあるらしい
あたらしいがあったらいいな
僕の別荘
探しものは、こちらで。
僕の自習室
映画、小説、音楽を選ぶように。
家電選びにもスタイルを。
家電選びも、あなたらく、あたらしく。
ありそうで、
なさそうで、
なさそうで、
ある。
暮らしをもっと、デザインしよう。
ロック、ジャズ、クラシック・・・
ジャンルを超えて、家電を選ぼう。
好きな音楽を選ぶように、
好きなジャンルで家電を選ぼう。
小説を選ぶように、
家電選びにもスタイルを。
音楽を選ぶように、
家電選びにもスタイルを。
映画を選ぶように、
家電選びにもスタイルを。
好きな音楽を選ぶように、
家電にも新ジャンルを。
観覧車に、乗った気分で。
もう一本、遅らせようか。
腕時計は、置いてきた。
今日、何買いにきたんだっけ。
人生に、趣味という名のスパイスを。
時間を忘れる覚悟はいいか。
電車、まだ来ないね。
引き出し増設工事はお済みですか？
人生の地図を拡げよう。
メガネ、変えたっけ？
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サイエンスが、もっとサイレンスに。
現実投資。
ときめく、ひらめく、大人時間。
つたわる家電。
心が動けば、充電になる。
今日も、ていねいに。
大人になっても、魔法を信じる。
毎日も、磨けば光る。
Listen～心の鳴る方へ～
ときめけ、大人。
新刊と新製品、きょうはどっちから？
あなたの物語の一部になりたい。
好きなものだらけって、こういうこと。
みんなの駅前リビング。
ちゃんと向き合って、選べる場所。
いっしょに暮らすものだから。
あ、こんな色なんだ。こんな感触なんだ。
目的買いだけじゃ、つまらない。
となりのものに、
ひとめぼれってあるでしょ。
いろんな「はじめて」と出合える場所。
家電があって、美味しくて、趣味を深めて、カープの待ち合わせができるとこ。
どーこだ？
人もすなる“エツカ”なるものを、
私もしてみむとてするなり。
-エディオン蔦屋家電路面電車、ときどき、エディオン蔦屋家電。
ここで始まる一日も。
ここで終わる一日も。
はやく会いたい！
待ち合わせは、エディオン蔦屋家電ね！
モテるでしょう？
エディオン蔦屋家電に行ったわね？
お客様、お気持ちはわかりますが、お布団の持込みはご遠慮願います。
日本に2店舗しかないって広島自慢に入るじゃろ。
私の生活がここにある。
本もある、店員さんも居る、カフェもある。
時間をかけて安心して選べる蔦屋家電。
デート中、彼との生活、妄想中。
蔦屋家電のおかげで、自分の生活がもっと好きになる。
ついつい寄りたくなるんよね。蔦屋家電。
ここで選んだことが自信になる。蔦屋家電。
毎日、イイモノ、イイコト。
どこで買っても同じだけど「エディオン蔦谷家電で買った」というと、ちょっとオシャレに聞こえませんか？
モノは想像と創造で生まれ変われる。
気分が上がるなら、そこはもうあなたのパワースポット。
同じモノでも、魅せどころが違う。
駅前が面白くなきゃ、街に期待してもらえないじゃないか。
あなたの価値観を変えることが、商売です。
魅せ方を変えれば、イノベーションになる。
発見って体験だと思う。
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検索で見つからないことが、ここにある。
もっと便利に。もっと心地よく。
暮らしを変えると、未来が変わる。
「あるといいな」がきっと、ある。
家族の遊び場。
ArtからWorkstileまで
あーっと驚く、わーくわくがとまらない。
エディオン蔦屋家電
エディオンおいでぇ
蔦屋家電家屋蔦
きょうも、なんにも買わなかった。
いい時間を見に行こう。
冷蔵庫の前で待ってます。
電器もあれば伝記もある。
買いに行く、じゃなくて、過ごしに行く。
デンキがあれば何でもできる。
ちょっと気分を買い換えに。
広島と文明の衝突。
本のない電器屋なんて、そばのないお好み焼のようだ。
単三電池を買いに来ただけだったのに。
おかんが言うにはな、本屋と電器屋が一緒になったような店らしいねん。
店にあった時は、あんなにオシャレだったのに。
エディヤとかツタオンにならなくて、本当によかった。
広島人は、蔦屋家電に試されている。
八丁堀さん、紙屋町さん、後は任せんさい。
二子玉川の次が広島でよかったのでしょうか。
広島では2017年生まれを、蔦屋家電世代と呼ぶ。
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