1964 年～
1998 年

開拓、成長、転機の時代
フェア開催の狙いはセルフサービスの追求
2

「流通革命の実情について、社会的な理解を深めご

（後のイオン）、イトーヨーカ堂、西友といった大手

協力をお願いすると共に、この変化を支えている関連

チェーンだ。これに中小スーパーは共同仕入れを活発

産業の実力を内外に問いたいと考えた」

化させて対抗。知識を獲得するための場であるセル

スーパーマーケット・トレードショーの前身である
1

1971年の第5回からは、会場の規模を拡大するべく

ルフ・サービス協会初代会長・増井德男氏の挨拶文は

東京卸売センター（TOC）の大展示ホールに移動。

このように記されている。日本のスーパーマーケット

スーパーマーケットの経営課題は多岐にわたり、翌年

の元祖とされる紀ノ國屋の開業は1953年。セルフサー

の第6回ではフェアと同時開催されていた「全国研究

ビスの浸透とともに、5年後の1958年には日本セルフ・

会」において、当時の清水フードセンター中島清

サービス協会が発足、セルフ・サービスフェアはそれ

社長、いちのへストア（現在のジョイス）小苅米瑞代

から6年後の1964年10月に第1回の開催を迎えた。当時

社長、いかりスーパー行光博志専務などが人材育成に

は東京五輪開催の真っ只中にもかかわらず、会場の

ついて激論を交わす姿が見られた。

いう。
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肉屋、魚屋で相対で商品を受け取りお金を支払うの

1970年代はスーパーマーケット業界にとって最初の
転機を迎えた時代だ。その最たるものが1973年のオイ

ませる。セルフサービスは今となってはごく当たり前

ルショック。第4次中東戦争が引き金となり、一気に物

の販売方式となったが、当時は最先端の販売技術だっ

価が高騰。節約時代が到来し、これまでの高度経済成

た。フェア第1回当時のスーパーマーケットの数は全国

長から総需要抑制へ、量的成長から質的成長へと、日

で約700店。1都道府県当たり20店ない計算になる。

本経済は舵を切らざるを得なくなった。

それが爆発的に増えたのは、一つに創業者たちのチャ

加えて1974年に大規模小売店舗法が施行、79年には

レンジ精神。そして国からの要請だ。国が期待したの

改正法が施行され、店舗面積1500平方㍍以上（改正後

は物価抑制の役割。戦後の1950、60年代の世界的な好

は500平方㍍以上に範囲が拡大）の新増設には届出が必

景気による物価高を受け、小売業に、より安く販売し

要となり、新店開発にブレーキが掛かった。これによ

てもらうために効率化を求めたのだ。

り、スーパーマーケット各社は出店による成長戦略を
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再考せざるを得ない事態となった。

た。セルフサービスをどのように活用すれば能率が上

また忘れてならないのが消費者意識の高まりだ。

がるのか。この観点から、第1回はスーパーマーケット

不当表示のジュース問題、合成洗剤による水質問題な

の店内で行われる業務を機能別に分類して展示が行わ

ど、商品に関する事件が60年代後半から相次ぎ、さら

れた。

に問題となったのが環境汚染による公害だ。

会場ではまず商品が搬入されてから店に出るまでの

これを受け、日本セルフ・サービス協会では1973年

運搬、プリパッケージ、値付け作業に必要な機材が並

の第7回フェアのテーマに「新しい商業環境づくり」、

び、続いて店内のショーケースや備品、最後に商品の

翌第8回は「新しい店づくりと商品開発」を掲げた。前

販売と販売後の締め括りとして、レジスターや計算関

者は「消費者志向に基づく健全な店づくりを標榜する

係の器具が展示された。今は見ることはないが、卵の

もので、業界としての新たな決意表明」、後者は物価

パッケージング機械なども紹介された。卵を洗浄し、

高への対応だけでなく、「消費者の福祉、健康に貢献

検卵した上で、重量別に選別する仕組みだ。当時の

し、進んだ食生活レベルの向上に寄与する」ことを念

スーパーマーケットではバックヤードで卵のパッケー

頭に置いたものだ。

ジングを行っていたという。
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オイルショックで高度経済成長から転換

でなく、自分で商品を選んで手に取りレジで会計を済

セルフ・サービスフェア開催の狙いもそこにあっ

5

フ・サービスフェアへの関心も高まっていった。

セルフ・サービスフェアの第1回開催に当たり、日本セ

東京都立産業会館には3日間でのべ2万人が訪れたと

3

でに台頭していたのがダイエー、長崎屋、ジャスコ

テーマに沿う形で第8回では、「子どもにすすめたい

その後、高度経済成長の波に乗ったスーパーマー

食品コーナー」、「自然・純粋食品コーナー」、食生

ケットの店舗数の拡大と共に、セルフ・サービスフェ

活改善研究会の協力を得た「食品の一流品コーナー」

アも出展者数、来場者数を増やしていく。この時す

などが設けられた。
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第8回協会展示
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第11回パネル展示

第14回と同時開催の全国研究会
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第15回竹村健一氏講演

10

第17回パネルディスカッション
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第17回東京国際見本市会場
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第19回イシダブース
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第22回パネルディスカッション
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第26回日進工業ブース
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第30回協会セミナー
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第18回会場

第21回ふるさと食品全国フェア
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第24回開会式

第27回会場

第25回会場入り口

第32回と同時開催の全国研究会
（FMIのハモンズ、サンソーロの両氏）
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厳しい外部環境にさらされる中、スーパーマーケッ

実際回ってみるとメーカー幹部の中には協会の活動

全国研究会において、評論家の竹村健一氏による日本

すでに1992年の第26回で兆候は出ていた。当時、

トはさらなる効率化も求められた。一つがシステム化

やセルフ・サービスフェアそのものを知らない人が少

経済の講演や、専門家による女性視点のマーケティン

協会誌「セルフサービス」で商業経済新聞社の松橋寛

だ。1977年の第11回では「新時代に対応する店づくり

なくなかったが、「会場には地方スーパーの皆さんも

グ論などが紹介された。この頃盛んに叫ばれるように

主幹は、全国研究会やトレードショーのオープニング

とシステム化をめざす」をテーマに掲げ、POSシステ

集まる。接点を持つのにいい機会では」と説得。

なった「情報化社会」の中で必要とされる、戦略眼を

パーティーに出席する賛助会員の人数が急に減少した

養うためだ。

のを見て「少し異常を感じた」と指摘している。実

ムの積極導入を推進。さらに1980年の第14回では、前

そうした甲斐があり、第17回は食品・日用品メー

年の第2次オイルショックを受け、電気代が平均1.5倍に

カー、卸の出展が新たに90社追加となった。現在のト

また同年は、食品産業センターが主催する「ふるさと

際、バブル崩壊により全産業の業績が悪化。トレー

なったことを念頭に、「省エネルギー時代における高

レードショーの基本となる、商品メーカーと店舗設備

食品全国フェア」（現在の「こだわり食品フェア」）

ドショー以外の展示会の中には出展者が十分に集まら

効率店づくり」をテーマに、建築設計事務所の専門家

メーカーの出展という形がこうして出来上がった。

が初開催された年でもあった。スーパーマーケット各

ず、中止に追い込まれたケースもあった。

を招き、いかに最小限のエネルギー消費で店の運営を
していくかという視点での講演が行われた。

現在のトレードショーの基礎が出来上がる

1980年代の後半は、日本経済が大きく揺さぶられ

社が画一的ではなく、それぞれの地域の実情に合わせ

ただ、それだけが下降トレンドの理由ではなかっ

ることになる。1985年のプラザ合意で円高が急速に進

た店づくり、品揃えが求められていた時代にあって、

た。当時協会長を務めていた行光氏は「トレード

み、製造業が大きなダメージを受けたことで景気が悪

NBとは異なる地域商品が集うふるさと食品全国フェア

ショーの内容自体がお粗末だった。だがそれを良くし

化、国内はデフレが進行した。これによりスーパー

への関心は高かった。

ようとするにも、運営組織の人員が不足していた」と

スーパーマーケット・トレードショーの歴史を紐解

マーケット各社が相次ぎ売り上げ対前年を割り込むと

昭和から平成へと移り変わる1990年前後は、スー

く上で欠かせないのが、1983年の第17回だ。この年

いう、かつてない事態となる。政府は輸出主導から内

パーマーケットにとっては乱高下の時代だった。1989

松橋氏も1993年の協会誌の中で同様の見方をして

から会場を新たに晴海の東京国際見本市会場に移動。

需主導型への転換を余儀なくされ、公共投資の拡大、

年4月に導入された消費税は買い控えを起こし、その影

いる。全国研究会で協会側が選定した視察店舗につい

会場の面積が2倍になり、それまで出展が少なかった食

規制緩和などを進めた。これがバブル景気へとつな

響が一巡した1990年には消費は再び活発化した。

て、時代背景と選定理由が合っていなかったという。

品メーカーや日用品メーカーが数多く参加するように

がっていく。

なった。

当時を振り返る。

90年には会場を当時新設されたばかりの幕張メッセ

「（協会の）指導部が強調するポイントと見学者が自

この間、消費者の買い物行動は節約志向に加え、

に移し、協会長は2代目の中島清氏からいかりスーパー

分の目で確かめた事実との間に大きな開きが出てい

1970年代から、会場の狭さは指摘されていたこと

多様化も進んだ。所得水準の上昇、余暇時間の拡大、

マーケットの行光博志氏に引き継がれた。1991年の第

た」とした上で、「完全に空回りしていた」と厳しい

だった。回を追うごとに来場者数が増え続け、出展ス

単身者世帯の増加、高齢化、高学歴社会などの要因か

25回からは「セルフ・サービスフェア」を「スーパー

記述を残している。

ペースも第10回の時点でほぼ満杯となっていたことも

ら、文化・サービス面の支出が増え、その結果として

マーケット・トレードショー」に改称。この頃欧州な

1993年の冷夏による米の不作、95年の阪神淡路大震

後押しした。

食品売り上げは低調に推移していった。

ど海外からの視察が増え始めており、より内容が理解

災、96年は病原性大腸菌O-157による集団食中毒やBSE

しやすい名称にするための決断だった。

問題と、90年代は社会的にスーパーマーケットが食の

会場拡大に合わせて、フェアの実行委員会はそれま

そのため、フェアのテーマも85年の第19回は「生活

で手薄となっていた商品メーカー各社に出展を打診す

者の求める店づくり」、翌年の第20回は「流通新時代

るべく奔走。第17回の実行委員長を務めた元京成スト

の店づくりと商品づくり」。さらに第21回は「21世紀

ア社長の古宮泰三氏は、1982年に電鉄系スーパーによ

へ向けてスーパーマーケットの店づくり」と、とにか

だがトレードショーはここで最大の試練に直面す

の後任として石戸孝行・京北スーパー相談役が4代目協

る商品開発会社・八社会の設立が決まったことをきっ

く時代とともに変わる消費者のニーズに合わせた店づ

る。バブルの崩壊だ。この時を境に、トレードショー

会長に就任。行光氏の意志を継続するが、そうした努

かけに、メーカー各社の幹部と接点ができたことか

くり、商品の品揃えに重点が置かれた。

は出展者、来場者が下降トレンドに突入する厳しい時

力にもかかわらずトレードショーはかつての勢いを取

代を迎える。

り戻すには至らなかった。

ら、企画書片手にフェアの説明に回ったという。
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実際87年の第21回では、フェアと同時開催された

バブル崩壊で厳しい時代に突入

インフラとしての役割を問われる事象が相次いだ。
95年にはトレードショーの立て直しに奔走した行光氏

15

あ のころをふりかえる
産地見学にも行ったりしま
した。チーズの産地を訪問
したり、アメリカやオース

元 日本セルフ・サービス協会 会長（1990～1995年）
株式会社いかりスーパーマーケット 代表取締役会長
全国スーパーマーケット協会 顧問

トラリアに牛肉を勉強しに
行ったりもしましたね。基

行光 博志

礎を学ぶには現地に行くの
が一番早いんです。そうす
れば協会の正会員さんの知
識が付き、販売力が付いて
くる。大手のスーパーさん

中小スーパーの人づくり、企業づくりに貢献
商売に役立つことを探し回っていた

はみんな自分たちでやれる
わけですが、協会の会員さ

たんですね。ちょうどその頃に立ち上がったのが日本

スーパーマーケット・トレードショーには第1回か

セルフ・サービス協会でした。勉強しようと協会の事

らずっと参加しています。その３年前の1961年に、弊

務所を訪ねると、青山の紀ノ國屋さんを案内しても

社１号店の塚口店がオープンしているんですが、当時

らった。100坪くらいですけど、びっくりするぐらい立

私は20代。とにかく勉強しないといけないということ

派なお店で「こんな店が世の中にあったのか」と見惚

で、色んな所に行って、色んなものを吸収したかった

れてしまいました。それで協会長もされていた増井德

んです。

男さんのところに何回もお邪魔して勉強させてもらっ
たんです。ある時、「お前が来ると仕事にならんか
ら来るな」と言われたんですけど、それでもお邪魔し
て。するとある時「お前は今日は家に泊まれ」と言っ
ていただいて、たくさんのことを教えてもらった。そ
のうち増井さんを含めスーパーを経営する7人で勉強会
をすることになり、そこに入って指導もしてもらいま
した。あの頃はとにかく商売に役立つことはないかと
探し回っていましたね。
そしておいしいものだけを売りたいと思っていまし
た。よそのお店を見ていて、おいしそうなものが少な
かったんですね。なので私のお店ではそういう品揃え
の方向にしていったんです。あの頃チーズなんてどこ
にも置いていなかった。百貨店やレストランに卸す
問屋さんがあったので、訪ねて卸してもらいました。

1991年、協会長就任後初のトレードショー開会式（左から2番目が行光氏）

んは中小スーパーですから
なかなかそうはいかない。

四角く切って店に並べたら「あんな石けんみたいなも

ついでにトレードショーの中身も良くなるというわけ

の食べられるか」と言われたこともありましたけど、

で、5年間は人づくり、企業づくりの支援に当てました。

かたや芦屋から西宮までわざわざ自動車でよく買い物

今の横山（清）会長は能力のある人ですから、世

に来ていただくお客様もいらっしゃいました。うれし

の中に求められる関連事業をどんどん取り入れていま

かったですね。

す。それを見た企業さんが、あの協会に入っていれば

中小スーパーが生き残るための手助けをお願い
したい
1990年に協会の3代目会長に就任しました。初代会長

次の時代もともに成長できるのではないかと、次から
次へと入会される。事務局も有能な方がどんどん増え
ていますよね。今のように役者が揃っている時代はな
かったのではないでしょうか。

の増井さんが20年、2代目の清水商事・中島（清）さん
が12年、そして私は5年です。当時は1期3年だったので
すが、これだけスーパーを取り巻く環境変化が早い中
で、3年の任期は長いから2年にしようと提案したんで
す。ただ就任時はまだ3年の規約だったので3年やれと
言われて3年、終わって辞めようと思ったらもう1期や
れとなって計5年になりました。
90年代前半は経営に行き詰まるスーパーがだんだん
目立ってきていましてね。当時の日本のスーパーのレ
ベルは低かったと思います。一方で勉強の場であるト
レードショーの中身もお粗末で、来場者が少なくなっ
ていった。中身を良くしようとするにも、実務を担

1990年第24回のセルフ・サービスフェアとともに開催された全国研究会でパネルディ
スカッションに参加

う事務局の職員の人数が10人足らずで、難しかった
んです。

うちはもともと洋菓子の製造卸を営んでいました。

それで力を入れたのが海外視察でした。私が考えて

兄が事業を始めて、私も見習いから入ったんですが、

いたのは商品の高質化です。日本人の食生活が変化し

だんだん忙しくなったので大阪に小さな工場を作り、

1995年第29回トレードショー開会式挨拶の様子

ていく中で、当時はまだ進んでいなかった中食への対

そっちで仕事をするようになった。6年洋菓子の製造に
携わって、大阪のコンテストで優秀賞をいただいて、
やっと板に付いたかなと思っていたら、レジスターを
卸すセールスマンが「スーパーマーケットをやりません
か」とやってきたんです。当時、百貨店の中に洋菓子店
を出したことはあったのですが、立地が悪く2年半ほど
で辞めてしまいました。それでもセールスマンが一生
懸命誘ってくるので、やってみようと決断しました。
ただ私はスーパーマーケットに行ったことがなかっ

応や国際的な商品の品揃えに積極的に取り組もうと。

この先心配しているのは、正会員であるスーパー

そうして各々の店の品揃えが良くなれば、お客様に

マーケット企業が減ってしまうのではないかというこ

アピールできるし、他の店との差別化にもつながり

とです。大企業化がどんどん進んで、我々のような中

ます。

小スーパーが淘汰されてしまうようなことにならない

その頃私は毎年のようにアメリカのFMI（現・食品

よう、協会には対策をお願いしたい。トレードショー

産業協会）の展示会に出席していましたので、そこに

の中身も、時代の変化に合わせて、今以上に中小スー

みんなを連れて行ってトレードショーもFMIを目指そ

パーがためになるような、興味を持てるような内容に

うと発破をかけたり、JETROを通じて各国の見本市や

してもらいたいと思います。

1990年に3代目協会長に就任。2代目の中島清氏に盾を贈呈した
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僕らのやっていることは99％人から教わったこと。
他人の知恵です。だから人とのつながり、人脈は非常
元 日本セルフ・サービス協会 会長（1995～2001年）
株式会社京北スーパー 相談役
全国スーパーマーケット協会 顧問

に大事。やはり紀ノ國屋の増井さん、いかりスーパー
の行光（博志）さん、エコ・ピアの石原さんの 3 人は

石戸 孝行

僕の恩師。石原さんはすごく面倒見がよくって、自分
が会って良かったなと思った人は必ず紹介してくれ
る。この人たちがいなかったら今の京北スーパーは
なかった。

最悪の時期に賛助会員さんに助けられた

国内、海外と人脈が広がり経営の礎をつくれた
３人の恩師から 99％の知恵をいただいた

事実で、協会長時代に海外から講師を呼んで講演して
は、やはりもう亡くなられましたが、紀ノ國屋の増井

もらったこともあるんです。そのうちの 1 社が先ほどお

1964年は東京オリンピックの年ですが、アメリカに

德男さん。腕に大きな火傷の跡があって、一緒に旅行

話ししたドロシーレインで、講演が終わって一緒に食

行くとオリンピックよりも新幹線がすごく有名で、す

に行った時に聞いてみたんです。どうして火傷をされ

事会をしたときに名刺交換して、どんなお店か見に

ごいのが日本にあるんだなと言われたりしましたよ。

たのかって。そうしたら労働争議の折に、労働者代表

行きたいと言って、それから30年以上交流が続いて

ちょうど第1回のセルフ・サービスフェアもこの年に始

と話をすると、自分が余りにも働いている人のことを

いる。

まりました。会場は、東京大田区の都立産業会館。その

知らなかったことに気づかされた。それで家に帰っ

今もドロシーレインに行くとすごいですよ。お店

頃から足を運んでいましたね。

て、皆さんに申し訳ないと、お線香の束に火をつけて

に「日本からはるばるようこそ」と看板が出ていて、

じゅっとやったと。そのせいかそれで労働争議は終

クッキー売り場には「京北クッキー」が用意されてい

わったそうです。

る。アメリカ国内の人脈もすごく持っていて、「これ

京北スーパーの立ち上げがその1年前で、レジスター
会社から東京にセルフサービスという形態のお店があ
るから見に行かないかと誘われて、青山の紀ノ國屋さ

もう一つ増井さんは、自分が売っている商品がどこ

からこの辺りに行くんだ」と言うと、「じゃあこの店

んを見に行ったんです。その時何も買わなくとも気兼

で作られているか、どういう思いで作られているか、

を見たらいい」と助言してくれるんです。しかもそこ

ねなくお店から出られるということを見て、これは僕

現地で確かめたいという信念を持っていましたね。で

に行くと、店の人が待っていて「ようこそドロシー

の性格にぴったりだなと思ったんです。当時はお店の

すから色んな産地に出向きました。アメリカはもちろ

レインから連絡がありました」と丁寧な対応をして

中に椅子があり、畳が敷いてあって、そこに座ってお

ん、フランス、ポーランド、ノルウェー等々。それに

くれる。

茶を一杯飲む。すると何か買わないと出られない（笑

僕もいつもくっついて行ったんです。それが今も続い

でもね、1995年に4代目の協会長になったんですが、

い）。買いたくなくても買わなきゃいけない。不合理

ていて、新たに取引するときは必ずその会社に行くよ

その当時は最悪に近かった（笑い）。このままでいく

だなと思っていたんです。

うにしています。自分で食べておいしい、だからお客

と協会が債務超過になる。理事が債務を負わないとい

私が日本セルフ・サービス協会と関わったのは、

さんにも食べてください、これは基本ですからね。世

けないようになるから、早々に辞めますと抜けた人

千葉県市川市にエコ・ピアというスーパーがあり、も

の中で売れていないものでも、本当に売る価値がある

もいました。そのくらい危機的な状況だったんです。

う亡くなりましたが、そこの社長の石原（功三）さん

商品なら、京北スーパーで一生懸命売ろうという気持

そんな時になぜ引き受けたかと言えば、私の前の会長

に、紀ノ國屋さんやいかりスーパーさんをご紹介いた

ちは今でも持っています。

が行光さん。恩師だからやってくれないかと言われれ

だいたことがきっかけです。一番多く啓発を受けたの

パネルディスカッションの様子（1983年の第17回）
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協会があったから色んな人脈の輪が広がったことは

日本セルフ・サービス協会に入って一番良かった

ば、蛇に睨まれた蛙みたいなもので「はい」と言うし

ことは、世界の人たちとの出会いがあったこと。ドロ

かなかった（笑い）。今考えるとあの店舗数でよく会

シーレインというアメリカのスーパーはたった3店し

長を引き受けたなと思いますよ。

1995年の第29回ではトレードショーの実行委員長を務めた（左から2番目）。この年、
4代目の協会長に就任する

1997年の全国研究会にはドロシーレインマーケット社のカルビン・D・メイン氏が来日
した

かお店はないのですが、大手が進出してもどこも勝て

トレードショーが最悪の時でも賛助会員さんで辞

ずに撤退する。とにかくお客さんに対してきめが細か

められる方はいなかったですね。寺岡精工さんなど

い。売り上げの一部を地域に還元していて、どこに

は協会がどんどん悪くなってきても、私達はやりま

還元すべきか地域住民の意見を募って、三つ四つ選び

すと言ってくれた。賛助会員さんに励まされたこと

出しそこに還元する。キャッシャーの人気投票もあ

はたくさんありました。今でもテレビを見ていてイシ

る。これはうちでもやっていますが、今月は何番レジ

ダさんのＣＭが流れてくると、「その節はお世話にな

今トレードショーの中にＶＩＰラウンジというのを

の誰々さんがお客さんの支持を受けましたとか、日本

り、ありがとうございました」と頭を下げていますよ

設けていますが、あそこは役に立ちますね。日本にい

以上に日本的な感じがする。イトーヨーカ堂の名誉会

（笑い）。

る仲間でも普段中々会えない人にあそこで会える。言

1998年第32回開会式の様子（一番左が石戸氏）

いほどですから。隔世の感がありますよ。

長伊藤（雅俊）さんがドロシーレインの社長の自宅に

トレードショーは、事務局長に三浦（正樹）さんが

わせてもらえば伝言板みたいなものを作って、「誰々

行って一緒に撮った写真がある。帰ってくると必ず翌

来てから、がらりと変わって盛り上がるようになりま

さん、もしお見えになっていたら声をかけてくださ

日電話をくれて、「ドロシーレインであなたの話が出

したね。いまのトレードショーを見ると夢のようで

い」、「何時ならいるよ」など、そういうやり取りが

ましたよ」と。熱心だし、すごい人です。

す。私なんか期間中に全部見ようと思っても見られな

できたらいいですね。
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あ のころをふりかえる
株式会社

元 日本セルフ・サービス協会 副会長
株式会社京成ストア 元 社長

古宮 泰三

代表取締役会長

寺岡精工

寺岡 和治

会社概要

創

業：1934年

所 在 地：東京都大田区久が原5-13-12
事業内容：電子はかり、電子計量値付システム、自動計量包装値付機、POSシステムなど

スーパーマーケットは個性が大事
八社会設立を契機に出展を呼びかけて回った

コンセ方式を取り入れ評判の店をつくった

展示会の開催に合わせ新製品を発表

れました。その中で最初に使ってくれたのがダイエーの中内

京成ストアで役員を務めていた1983年に、第17回セル

振り返ると、協会活動を通じていろんな勉強をさせて

当社は第1回から出展しています。セルフ・サービスフェ

㓛さんでした。
「やらなきゃわからないから、とりあえずやっ

フ・サービスフェアの実行委員長を務めました。第17回は

いただきました。当時の協会の中核メンバーは、東が紀ノ

アが始まった頃は、町の肉屋さん、魚屋さん、八百屋さんに

てみよう」と。それで何店舗かで使ってもらったら、使い勝

開催場所をそれまでの五反田TOCビルから、晴海の東

國屋、西はいかりスーパーマーケットで、いかりの行光（博

代わり、スーパーマーケット（SM）がぽつぽつと出てきて、

手がいい。それを見て他社も使うようになり、今では世界中

京国際見本市会場に移した初めての回になります。会場

志）さんのところでは、商売の仕方や社員研修の考え方を

流通が大きく変わり始めた時期でした。我々も今後SMが

で主流になっています。

が一気に広くなり、出展者も16回までは設備系のメーカー

学ばせてもらいました。

主流になると見てセルフサービスに合わせた秤を開発して

セミセルフレジも同様でした。SMで唯一お客様と店員

さんが大半だったのですが、17回からは新たに食品や日

それと協会ではアメリカのＦＭＩ（現・食品産業協会）

いましたが、SMにアプローチする方法がなかった。ですか

が接するレジを自動化することに難色を示されたため、

用品などのメーカーさんにも多数出展いただき、数も倍近

が主催する展示会をトレードショーの参考にしていまして、

ら、日本セルフ・サービス協会が立ち上がり、フェアを始め

我々はスピードこそサービスという考え方を提案しました。

くに増えました。

私も協会メンバーとずいぶん勉強に行きました。新しい機

たのは、本当にありがたかった。当社の製品をSMの方々に

が、当初は理解してもらえず、トレードショーでも反応はい

私自身も企画書を持ってメーカーさんのところを回り

械やシステムはどれもアメリカ発でしたし、実際の店舗も

見てもらい、その評価を聞ける貴重な場ができたからです。

ま一つでした。ただ、実際に1時間に40人しか通過できな

ました。前年の1982年、電鉄 系スーパー8 社が共同企画

色々と見学して回りました。そういうヒントを日本に持ち帰

フェアでは、世界初の電子秤をはじめ、我々が開発した

かったものが80人通過できるのを見ると、理解が広がり、

商品を開発する八社会の設立が決まり、ちょうど電鉄 系

り、自分の店に生かしていったんです。

製品を紹介してきましたが、1980年頃には、我々の新製品

導入企業もぐんと伸びましたね。

スーパーに脚光 が当たったのです。それでメーカーさん

その一例が19 77年に開業した八千代台ユアエルム店

開発のサイクルや発売のタイミングをフェアに合わせるよう

の新製品発 表 会などに呼んでいただくようになり、多く

（千葉県八千代市）でした。近くに競合店があり、どう

にしました。それだけ我々のビジネスにとって重要なイベ

の接点を持つことができました。まだまだ日本セルフ・

やって勝とうかと考えていた時に、アメリカでコンセッ

ントになっていたのです。

サービス協会の知名度が低かった時代で、メーカーさん

ショナリーの存在を知ったのです。近所で繁盛していた

小売業の技術の進化とともに我々の製品開発力も向上

セルフ、お客様が自分のスマホで買い物中にスキャンする

には「そんな協会 があるのか」と言われましたが、「展

魚屋さんが中に出店させてくれないかというので、「コン

してきました。バーコードが登場した時、当時の通産省が

ショップ＆ゴーを提案しました。お客様の購入点数により

示商 談 会をやっているので 是非出てください。地方の

セ形式なら」と承諾しました。自分の店の名前は出さず、

旗振り役となって実証実験をしましたが、これが大変だっ

最適なレジも異なり、3、4品しか買わない場合はフルセル

スーパーさんも大勢見えますから」とお願いすると、「そ

京成ストアの制服は着てもらいますが、商品選びは好き

た。ソースマーキングが無い時代で、すべての商品に手作

フ、SMの平均的な購入点数の12品くらいだとセミセルフが

れは面白い」と言って快諾いただいた。さらに地方の問

にやってくださいと。精肉もコンセにして、接客は対面、会

業でバーコードを貼らなくちゃいけない。しかも、インク

一番力を発揮する。週1回のまとめ買いだと20、30品になる

屋さんやメーカーさんにも声をかけました。無添加の製

計は同じレジで他の商品と一括で処理できるようにした

式の印刷機なので印刷ムラができてバーコードを読み取

ので、その時は、買い物中に自分でスキャンできれば、レジ

品を作っているハム屋さんやこだわりの味噌屋さんも参

んです。するとスーパーマーケットが嫌いなお客様も対面

れない。この経験から我々はサーマル式のバーコードプ

での作業がなくなるわけです。トレードショーでもショップ

加してくれた。皆さんブースで試食を実施したり、来場者

の魚屋、肉屋があるといって評判を呼び、繁盛店となりま

リンターを開発、これでバーコードが実用化できたのです。

＆ゴーは好評でしたが、一気に導入というわけにはいき

に一所懸命声をかけたりして、展 示会を盛り上げてくれ

した。

新 製 品を開 発

ません。ただ、徐々に試してみることが進んでおり、三つ

ました。

第22回セルフ・サービスフェアと同時期に開催された、日本セ
ルフ・サービス協会設立30周年記念式典で壇上に立つ古宮氏
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SMの進化とともに商品開発力向上が得られた

購入点数により最適なレジの組み合わせを提案
去年の「Future Store“NOW”」では、セミセルフ、フル

引退後もトレードショーは楽しみで、毎年欠かさず会

しても、すぐに売

の方法を組み合わせる提案を取り入れてくださるお客様

協会にとって

場に足を運んでいます。時 代の変化とともに、これから

れ るわけ ではあ

も出てきました。

は 、出 展 者 が

もスーパーマーケットの新たな業態が生まれてくるでしょ

りません。1981年

今後、トレードショーの運営でもデジタル化は課題とな

増えたことで財

う。せっかく広い展示会場を使っているので、そこで新た

に計量・包装から

るでしょう。海外の展示会ではバッジに付いたバーコード

政 基 盤 の強 化

な業態のモデルを提 示してみるのは面白いのではない

ラベル 貼 付まで

で入場者やブース来訪者を把握する仕組みがあります。

につながりまし

でしょうか。またスーパーマーケットは個性が大事です。

自 動 で できる 機

ああした仕組みもあれば便利です。それと我々としては

た。その後の協

お客様の支持を得るには、徹底的に地域に根付くとか、

械を作った時は、

トレードショーへの出展が国内にとどまらず、海 外のお

会 活 動を充 実

競合 があっても自分のやり方を貫くとか、そうした個性

「これからのSM

客様にもインターネットを通じて情報提 供ができればと

さ せる た め の

が差別化に生きてくるはず。協会のアドバイザーとしての

は分 業が 主 流に

思っています。トレードショーがこれからも新しい仕組み

礎 が で きたと

役割もより強く求められるようになっていくのではないで

なるから、これは

の採用でイベントの効果を最大限に高めてくれることを

思っています。

しょうか。

使えない」と言わ

期待しています。

セルフ・サービスフェア第1回の出展ブース
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株式会社
代表取締役社長
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イシダ

株式会社

石田 隆英

代表取締役社長

会社概要

創

甘竹 秀企

会社概要

業：1893年

所 在 地：京都府京都市南区西九条東比永城町75

アマタケ

創
GRAND KYOTO3F

事業内容：計量・包装・検査・印字・表示機器ならびにシステムの製造販売

事業内容：「南部どり」の生産、生肉、加工品製造販売など

常に「もうひと手間」の商品価値を伝えていく

食のサプライチェーンへの提案を打ち出す
日本初の電子棚札をトレードショーで提案

業：1964年

所 在 地：岩手県大船渡市盛町字二本枠5番地

電子棚札は今でこそ様々な業種で引き合いが増えてい

思い込みを捨てマーケットインに舵を切る

1968年（第３回）の初出展以来、スーパーマーケット・ト

ますが、日本で初めて取り入れたのはスーパーマーケット

私どもはスーパーマーケット・トレードショーに育てて

を背景に、大きなリニューアルを行った2014年頃からお取

レードショーこそが我々の新製品のお披露目の場となって

様（以下、スーパー様）でした。我々がトレードショーで提

いただいたと思っております。他の展示会にはほとんど出

引先様からのご注文も増え、同時に多くのメディアに取り

います。この日に向けて開発スケジュールを組み、当日は全

案して、導入が決まったのです。１号店はとある関西のスー

展しておりません。コーポレートスローガン「ひと手間カン

上げていただいた事もあり、売り上げが一気に拡大しまし

国の営業が集結し総力を挙げて提案・販売をする、まさに

パー様で、私自身が導入のプロジェクトリーダーを務めまし

パニー。」を掲げておりますが、常にもうひと手間かけた商

た。リニューアルのポイントは消費者からいただいたお声で

「大商談会」の位置付けです。一方、会場には技術者も駆

た。20～30人がかりでお店に入り込み、１万点近い値札の

品の価値を伝えられる「場」として、トレードショーこそが

「皮を外した」ことでした。本当は皮もおいしいのですが、

取り付け作業を徹夜で行ったことを今でも覚えています。

ぴったりだと考えております。

それで瞬く間に売れました。この教訓は、思い込みや先入

けつける。錚々たるスーパーマーケットの社長様や、現場の
方の生の声を聞ける貴重なチャンスです。それを次世代製品

当初はコスト負担が重く、軌道に乗るまでには時間が

1987年（第21回）が初出展になります。すでに紀ノ國屋

観を捨てることにつながりました。以前は「これはいい商品

開発のアイデアに生かす、非常に良い機会となっています。

かかりましたが、ポテンシャルを信じて地道に育ててきま

さんとお取引をさせていただいており、そのご縁で当時の

だから売れる」という作る側の常識がありましたが、サラダ

スーパーマーケット業界の成長、そしてトレードショーの

した。毎年のトレードショーでも提案を続け、そのうち人手

日本セルフ・サービス協会から出展のお誘いをいただきま

チキンのヒットを経験し、マーケットインの商品づくりの大

成長とともに我々の製品も進化を遂げてきました。現在の

不足などで環境が変わってきたこともあり、近年は導入さ

した。前年に日本で初めての銘柄鶏「南部どり」を発売して

切さを気づかせていただき大きく経営の舵を切りました。

主力製品にもつながる三つのブレイクスルーがあります。一つ

れるスーパー様が急増しています。おかげさまで現在、我々

おり、その価値をお伝えできる「場」として大いに役立ちま

これからもお取引先様と一緒に消費者の声に耳を傾け、

目が1985年にトレードショーで発表した、世界初のテレビ画

の電子棚札は市場シェアの7割を占めるまでに広がりを見せ

した。新しいビジネスのタイミングにぴったりでした。

もうひと手間かけた商品づくりを進めて参ります。

面付計量器「IP2110」。当時、関東圏の鉄道の券売機にブラ

ています。

ウン管が搭載されたものを見た営業の担当者が、開発部門
の反発を受けながらも製品化に漕ぎつけたと言います。

食品製造業、配送業へ客層拡大を期待

以降、毎年出展させていただいております。目的は新し
いお客様との出会いはもちろんですが、南部どりの良さ、

地方の生産者とスーパーの懸け橋になってほしい

お取引先様目線で南部どり売り場のご提案、新商品のご

第55回のトレードショーでは、これまでの展示ブースから

提案をさせていただき、その年の営業戦略をご紹介する

がらりと変える方向で進めておりました。コロナ禍で内食需

重要な場と位置づけております。

要が増えたことで、家庭内での調理ニーズが高まって参り

二つ目が 1 9 8 8 年 に発 表した 小 型 計 量 包 装 値 付 機

2000年頃から、我々にとってトレードショーは「新製品

「Wmini-EX」。業界一の超コンパクト設計でありながら、

発表・商談会」であると同時に、
「流通小売業様向けの将

作業効率の向上と人件費の節減に大きく貢献するもので、

来ビジョンを提案、訴求する場」へと変化してきました。近

忘れられないのは2012年（第46回）のトレードショーで

ました。同時に価格に敏感な消費者が一層増えてきており

バックヤードの自動化・省力化の先駆けとなりました。

年はさらに一歩進んで、
「食の製造、配送、販売を包括した

す。前年の3月11日の東日本大震災で弊社は壊滅的な打撃

ます。こうした市場環境の大きな変化を捉え、スーパーマー

サプライチェーン全体」への提案を打ち出しています。

を受けました。8月に工場を本格稼働させましたが、風評

ケット売り場から見た女性目線で価格と価値のバランスを

そして三つ目、これは私にとっても非常に印象深いので
すが、1998年に発表した国内初の「無線式電子棚札システ

世界的にSDGsへの関心が高まる中、キーとなるテーマ

被害で在庫が膨らみ、大変厳しい経営状況でしたのでト

重視しながら、もっとお料理を楽しんでいただける伝え方

ム」です。1997年にアメリカのある州でPOS売価と棚札表

は環境です。我々の製品でも生分解性フィルムやノントレー

レードショーへの出展は全く考えていませんでした。その様

はどうすべきかを考え、準備を進めておりました。

示を一致させる法律を制定する動きがあり、電子棚札が普

包装機、台紙レスのラベラーなど、環境配慮型の提案が増

な混乱期に協会さんからの後押しをいただき、出展するこ

南部どりは今年2021年で発売から35年になります。現在

えています。

とができました。来場された方々もビックリされておりまし

多くの企業や産地が銘柄鶏に取り組んでおられますが、

こうした業界全体のミッションを推し進めていく上で、

たが、多くの経営者の方やバイヤーさんから棚（売り場）を

弊社では、親鶏の交配から、抗生物質フリー飼育実現に

トレードショーの持つ役割は非常に大きいと考えます。１

空けておくから

繋がる餌の研究、肉質の改良など、幾度となくブラッシュ

社で世の中の流れを変えるのは難しいですが、トレード

頑張れとお言葉

アップを行い、よりおいしく、健康な南部どりに進化させ

ショーで企画やテーマが立ち上がることによって、業界のト

をいただき、大

て参りました。

レンド・ブームが形成されていくはずです。引き続き中立的

変ありがたく大

スーパーマーケットは食のインフラです。そうした意味か

な旗振り役として、業界を巻き込んでいく役割を担っていた

きな励みになり

らもスーパーマーケット・トレードショーにおけるビジネス

だきたいです。併せて、
「食品サプライチェーン」の重要性

ました。

マッチングイベントは全国の地方で頑張っておられる生産

及し始めました。その動きを見てすぐに開発を始め、短期間
で製品化を実現したのです。

が高まる中、今後は小売業のお客様をメインとした展示会

その後、復活

者とスーパーマーケットの架け橋になっております。日本の

から、食品製造業、配送業のお客様にも提案が可能な場と

の原動力となっ

食文化の発展に繋がる重要なイベントとして末永く盛大に

た商品の一つが

開催され続けていただく事をご期待しております。

なることも期待しています。
1998年に国内で初めて電子棚札を紹介した（写真は1998年第32回出展ブース）
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「サラダチキン」です。発売は2001年でしたが、健康志向

東日本大震災の翌年、2012年第46回の出展ブース
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