
横山 清
1935年北海道生まれ。60年、北海道大学水
産学部卒業、野原産業（株）入社。61年、ダイマ
ルスーパー（株）に移り、常務取締役、専務取締
役を歴任。85年、代表取締役社長に就任。89
年、（株）ラルズに社名変更、代表取締役社長。
02年、（株）福原と経営統合し（株）アークス設
立、代表取締役社長に就任（現職）。

たのに、売り上げは3万円でマグロは一切れも残って
いない（笑い）。市場から仕入れたものを転売して、
みんなで飲み代にしていたんですよ。私もスーパーは
全くの素人でしたが、学生時代に学費を稼ぐのに色ん
なアルバイトをしていたので、見様見真似で棚卸をや
ると言ったんです。そうしたら肉も魚も担当者が大反
対。「そんな面倒臭いことやってられるか」って。彼
らはレジでお金がすべて管理されていることは知らな
かったんですね。

スタートから波乱万丈ですね。

横山　あの頃は運転免許証を持っている人がいなく
て、青果担当が酔っ払って出てこないと言ってくれ
ば、自分が飛び起きて仕入れに出向いたりもしていま
した。こんなことじゃどうしようもないと思っていた
ら、日本セルフ・サービス協会があるよと教えてくれ
る人がいた。教えてもらってもお金はないし、人もい
ないし。出向先で1年経って、さあ戻ろうかって言っ
たら、「君がいないと困るから、もうしばらくやって
いてくれ」という話で、しょうがないから北海道大
学時代のアルバイト仲間に声をかけて、卒業して2年
経っているから、会社の営業などやっていても飽きが
来ている時期だろうと、「そんな仕事面白くないだろ
う。ちょっとこっちに来て手伝ってくれや」と誘っ
て、後で「お前には騙された」というやつが結構いる
んです（笑い）。

結局、人探しまでやる破目に。

横山　当時は大学を出てスーパーマーケットに入る人
は少なかった。私の母親は明治43年生まれ。7人兄弟
の長男だから、母親は私のことをお兄ちゃんと呼んで
いた。「お兄ちゃんはせっかく大学を出たのに何で変
なお店に行っちゃったの」というから、一度店に連れ
て行ったんですよ。そうしたら「お兄ちゃん、これで
はみんなタダでしょう」と言う。「どうして」と言っ
たら「みんな商品を持って行ってしまう。どうしたら
儲かるの」と。セルフサービスの仕組みがわからな
かったんです。当時はそういう人が結構多かったの
です。

野原産業との関係はその後どうなったんですか。

横山　そのうち北海道事業を辞めて、事務所一つ残し
ていたけど、会長をやっていた昔の同僚に「オレ出向
解かれてないんだから、退職金よこせ」と言ったら
「ふざけるな」と言ってましたけれどね（笑い）。
スーパーで良かったです。

いやでもスーパー事業に本腰を入れることに。

横山　協会に入会して最初にあったのが、ホテルで
1泊2日の店長教育。私も参加して、その時の講師の
一人が渥美（俊一）さん（ペガサスクラブ主宰、故
人）だった。渥美さんとはその前に縁があって、私が
ダイマルスーパーに出向して2年目ぐらいに、まだ
新聞記者だった渥美さんがうちに取材に来た。札幌
は61年の8月に札幌フードセンターが札幌の北の方に
オープンして、今はマックスバリュになっているけれ
ど。11月に南にダイマルスーパーと、これが札幌にお
けるセルフサービスの嚆矢なんですね。それを取材さ
れて、今でもその記事は持ってますよ。

協会入りの成果はありましたか。

横山　協会は私にとってスーパーマーケットの先行き
を照らす灯台です。直接の紹介ではないけれど、中内
（㓛）さん（ダイエー創業者、故人）にもお会いでき
た。イトーヨーカ堂名誉会長の伊藤（雅俊）さんから

始まりはグループ会社への1年間の出向

スーパーマーケット・トレードショーはこれまで流通業界でどんな役割を果たしてきたのか。
1964年の第1回から参加している横山清会長に、トレードショーのこれまでの歩みを、ご自身
の歩み（野原産業入社からアークスグループへ）とともに振り返っていただいた。

セルフサービスの「真価」を
 新サービス開拓に生かす

スーパーマーケット・トレードショー　 第55回記念インタビュー

全国スーパーマーケット協会 会長　横山 清

横山会長をはじめ、多くのスーパーマーケット経営者が協会活動を通じて経営を学んだ
（写真は第1回セルフ・サービス研究会の様子）

スーパーマーケット・トレードショーには、
いつ頃から参加されたのですか。

横山　最初からです。当時はセルフ・サービスフェア
と言っていて、1964年に始まった。最古参のメンバー
で残っている人は、数えるほどしかいないのではない
でしょうか。創業当時を思い出せばこれも古い話で、
もともと私は野原産業という商社に在籍していまし
た。そこが畜産部を作ったのですが、なかなか豚が
売れない。それで何かよい方法はないかということ
で、ダイマルスーパー（後に社名を大丸スーパーに

変更）という店を始めたんです。間口5間、奥行き15
間で売り場が75坪の小さなスーパーです。オープンに
は手伝いに行ったのですが、その後すぐ「1年間出向
でダイマルスーパーへ行ってくれ」と言われて。1961
年のことですから、私のスーパー人生も60年の還暦に
なります。

さすがに長い経験です。

横山　現場に出てみると、どう考えてもお金が合わな
いんです。おかしい。5万円の大マグロを仕入れてき
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それをメモしていました。一頃チーズなんかコンテナ
で輸入して、みんなで紀ノ國屋さんにちょっと分けて
くださいと頼んだ時代もあったんですよ。今なら考え
られないけれど、バックヤードも見せてもらって。今
でも覚えてますが、タマゴを一個一個電球にかざし
て血合いが入っているかいないか確認する作業をやっ
ていたんです。日本の最先端のスーパー、紀ノ國屋さ
んには色々教えていただきました。

スーパー人生60年と仰いましたが、この間、大丸
スーパー、ラルズ、アークスグループへと進化を遂げ
ました。これはトレードショーの成長と軌を一にして
いるようにも見えます。

横山　売り上げ100億円に行き着くのに創業から20年
かかっています。当時ラルズの若手社員が「次の1000
億円には200年かかりますね。どうやるんですか」と
聞いてきた。その時は「5年刻みでむにゃむにゃ」と
明確な答えは言えなかったんですが、同じ苦しみ、同
じ思いを持つ仲間が根っこでつながる組織を作ったら
どうかという考えはあったんです。最初は大雪山経営
と言っていました。それが2000年5月の新聞に掲載さ
れたアサヒビール元名誉会長の樋口廣太郎さんの「富
士山のような会社は顧客との距離が遠くなり、その要
求に細かく対応できない。これからは八ヶ岳連峰のよ
うに、ほぼ同じ大きさの会社が並ぶグループ経営が求
められる」という一文を見て「これだ」と触発を受け
たんです。早速樋口さんに「八ヶ岳連峰経営」の使用
許可をお願いした。あいにく病気で臥せっていた樋口
さんに代わり、奥さんが樋口さんに「これでいいです
ね」と確認して判を押してくれたんです。

そんな経緯があったんですか。

横山　「Ｍ＆Ａ」も「マインド＆アグリーメント」。
これは私の造語ですが、この精神でずっとやってきま
した。勝ち組と言われる連中でも、危機感を持つ人た
ちと手を組み、根っこの部分でしっかりつながる組織
を作って。ラルズと福原が統合してアークスを設立し
たのが2002年。それから18年トレードショーの成長と
共にやってきたのは事実ですよね。

居抜き出店でローコスト。たくさん買うほど安くなる
価格訴求。この両輪はラルズ躍進の原動力でした。

横山　そうなんですよ。エブリデーロープライスは
できても、エブリデーローコストは中々できません。
ラルズの石狩センターは25年以上使っていて見栄えは
悪い。だけど中はきれいで最新の設備も整っていま
す。「外と中は違うな」ってよく言われますよ。前身
が東急グループの東光ストアは、最初は利益が出な
かった。コストが高かったのです。今では東光ストア
もしっかり利益を出しています。ラルズは時間をかけ
て割安の自社物件を確保してきました。例えば年間40
億円以上売れる店がありますが、食品だけで同じくら
い売れる店はなかなかないでしょう。しかも自社物件
ですからね、利益が出ます。

トレードショーのほうは順調な発展を遂げたのですか。

横山　いや、トレードショーも赤字の時代があったん
です。辞めようという話も出ていたくらいで。確か
1000万円近くの赤字があって、とても会費では賄いき
れないとの意見もありました。

は2年前に「あんたがいるから来るんだよ」と。「あ
れっ」と思って聞き返したら「あんたが好きだから来
るんだよ」と。聞き違いかもしれないがすごく嬉し
かった。最も尊敬する業界の大先輩ですからね。私の
人生というのは、自分の意志や好きだからということ
でこの業界に入ったわけではないけれど、もう一回こ
の世に戻ってくることがあったら、やはりスーパーを
やってるでしょうね。

協会との関わりもどんどん密接なものになっていきま
したね。

横山　私も協会と関わりを持った当時は若造でした。
26歳で営業部長という肩書をもらって、30歳で常務取
締役。その後5年ぐらいで代表取締役専務に。それか
らずっと何にもセンムだったんですけど（笑い）、49
歳10カ月で社長になって35年。その間に協会もどんど
ん変わって、考えてみると、チェーンオペレーション
もあるけれど、セルフサービスという、お客様に便利
な販売技術が世の中を変えましたね。

1984年の第18回トレードショーからすでに推進委
員に名を連ねていました。

横山　理事になったのは割と早かったと思うんです。
当時の協会幹部は、商業界ではそこそこの人たちが
スーパーに切り替えて商売をやっていたから、僕らみ
たいなずぶの素人は頼まれれば、何でもせっせとやっ
てました。地方に協会の支部を作ろうということも
あって、札幌フードセンターが事務方をやって、北海
道スーパーマーケット協会を作って私も理事みたいな
役職で、札幌が中心ですから小間使いのような仕事を
一生懸命やりました。最盛期は30社ぐらい加盟してい
ましたが今はほとんどなくなって。そんなこんなの働
きが認められたのか、「横山さん熱心だから理事にな
れ」と。飛行機なんて乗れないから、夜8時の札幌か
らの急行で函館から青函連絡船に乗って、上野に着く
のは翌日の午後3時。

大変でしたね。

横山　東京に出たら必ず足を運んだのが紀ノ國屋のお

店と渋谷東急の地下にあった東急ストア。札幌東急ス
トアは、御縁があってアークスグループ入りして東
光ストアに名前を変えましたけれど。東京で商売し
ている人たちはアメリカに学びに出掛け、僕らはお
金がないから東京で学ぶ。アメリカに初めて行ったの
は、創業してから10年ぐらい経ってからですね。

トレードショーの最初の頃は、どんな様子だったので
しょう。

横山　商品の見本市ですよ。メーカーさんが色々な商
品を並べて、それでも我々にしてみれば扱ったことの
ない、あんな商品もある、こんな商品もあるというこ
とで随分ありがたかったです。紀ノ國屋さんに行くと
色んな輸入品があって、珍しい商品のコーナーでは

嬉しかった伊藤名誉会長の一言 スーパーの最先端は東京で学んだ

2000年の第34回には企画推進部会長を務めた

スーパーマーケット・トレードショーは時代とともに展示の中身を充実させていった
（上は1976 年の第10回、下は1986年の第 20回の様子）
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それでも2000年にトレードショーの企画推進部会長、
2003年には実行委員長に就かれています。

横山　それは単純な話で、あるものは大事に使おう
と、そういう気持ちがありました。当時は随分と営業
活動をやったんです。というのも協会は会費だけでは
絶対に持たない。トレードショーのような収入源にな
るものを持たないといけないんです。辞める辞めない
の話が出ていてもなお継続した理由は、せっかくこ
こまできたならもっといけるよねと。現場の事務局

がしっかりして、会員さんが会費を出して支えてく
れて、それがスーパーマーケット業界の大きな声に
なり、力にもなり、問題解決の場にもなり得る。問題
が解決されれば次の大きなステップアップにもなり
ます。

2009年8月、日本セルフ・サービス協会と全国スー
パーマーケット協会が合併し、協会長に就任されまし
た。協会の歴史を振り返るとエポックメーキングな出
来事です。

横山　これも元を辿れば古い話です。1980年にダイ
エーの中内さんとシジシージャパン創業者の堀内（寬
二）さんが提携したんです。低価格ＰＢを共同で作っ
たりしたんですが、82年に全国スーパーマーケット協
会を作ったんです。中内さんが表に出ないということ
で顧問に。ライフコーポレーションの清水（信次）さ
ん（現協会名誉会長）が名誉会長。初代理事長が堀内
さんで、私はこちら（日本セルフ・サービス協会）の
理事だったけれど、「あんたも入れ」と言われて全国
の方は副理事長になりました。08年に全国スーパーの
2代目理事長だった原信社長（当時）の原（信一）さ

んが急逝されて、急遽私が理事長になり、日本セル
フ・サービス協会の方は70歳で辞めると言ったんです
が名誉会長で残ることになり、合併後は協会長で今日
まで。人間生き物ですから、色んなことが次々起きる
ものです。

この間トレードショーはどのような変化を遂げたので
しょうか。

横山　商品主体の展示会から、毎回独自のテーマを設
定してセミナーを開いたり、課題解決のコーナーを
作ったり。その先駆けとなったのは、今現場の第一線
で働く事務局のメンバーたち。そしてそれを冷静に見
ている専務理事の三浦（正樹）さんの指導も立派でし
た。「会員企業を集めてくれ」とうるさい（笑い）。

でもやってみてなるほどそうかと。やっていることは
スーパーマーケットに関連したことばかり。それでな
んとか利益が出て、ここまでこれたのです。

出展者数も来場者数もここ数年はうなぎ上りです。

横山　2006年は東京ビッグサイトの会場をそれまでの
西館から東館に移したんです。2.6倍の広さですよ。
事務局が話を持ってきた時、「よし、イケー」と言っ
たんですけど、内心では正直冷や冷やで、これでつま
ずくかもしれないと思いました。負債を会社に持ち込
むわけにはいかない。万一の場合は自腹で処理する覚
悟を決めた。そうしたら、水増しではなく、ビッグサ
イトの広さにふさわしい内容のトレードショーできち
んと成果を上げることができた。土日祝日は来場者が
多く見込めますが賃料が高い。だからそこは外して平
日の3日間で勝負。それで来場者が多く来てくださる
のは、平日にお客様が来るスーパーと同じ。中身がい
いから。本当の強さを持っているんです。ありがたい
ことです。

スーパーが必要とする提案ができていると。

横山　3歩も5歩も前に行かなくていい。半歩先でい
いんです。

トレードショーは今後どのようにあるべきと考えてい
ますか。

横山　今のやり方だけに頼っていたら、3、4年でしょ
う。それを打破する試みでFuture	 Store“NOW”の
実験を始めているけれど、まだタネをまいて芽が少し
出かかったところ。これからグンと伸びることを期待
しています。コロナでネットスーパーが伸びている、
アマゾンが伸びていると言われていますが、セルフ
サービスとともに歩んだリアルの店舗がなくなること
はありません。オンラインとオフライン、その融合
でリアルのお店を進化させる。その提案を、Future	
Store“NOW”の中で、近未来像として是非提示でき
るようにしたいのです。それとどんなに時代が変わっ
ても、商売の根本は人間相手。これも絶対に忘れては
いけないことだと思っています。

八ヶ岳連峰経営の許可を樋口氏からいただいた 東京ビッグサイト東館に移る決断は正直冷や冷やだった

会場を2.6倍に拡大した2006年第40回の様子

2006年第40回の開会式（中央右）

2020年の第54回ではFuture Store“NOW”の大型展示を行った（視察の様子）
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