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過去の反省から新しい道を切り拓く

日本セルフ・サービス協会の協会誌「セルフサービ
ス」の2001年1月号で、当時、協会の副会長を務めてい
た横山清・現会長はスーパーマーケット業界と協会に
対し、「新たな時代に飛び込む前に、過去を反省する
必要があるように思う」と警鐘を鳴らしている。

横山会長は、景気の落ち込みが続く中でこそ、お
客の望む価格で商品が販売できる店を「いいスーパー
マーケット」と表現。そのためには日々ローコストオ
ペレーションを回し、「多少売上高が落ちても利益が
確保できる、安く売るための仕組みの確立への努力を
絶え間なく続けていく必要がある」という信念を持っ
ている。そうでなければこの先、スーパーマーケット
が生き残っていくのは難しいとの強い危機感がすでに
あったことは想像に難くない。

確かに2000年前後のわずか数年の間に、日本の流通
業界は激変の時代を迎えたと言っていいだろう。99年
に日本の流通業界の繁栄をけん引してきたダイエー
中内㓛社長が退任。2000年には百貨店の大量出店で急
成長を遂げたそごうが民事再生法を申請し、長崎屋は
会社更生法の適用を申請。その翌年には寿屋が民事再
生法を申請し、マイカルは会社更生法の適用を申請。
2002年には西友が米国のウォルマートと資本提携、
2008年には同社の完全子会社となる。

GMS各社が相次ぎ破綻した理由は、衣料品や住居
用品が専門チェーンに侵食され、その上景気悪化から
価格競争を繰り返し、負の連鎖に陥ったためだ。「何
でもあって何もない」と揶揄されるGMS各社は食品強
化に舵を切り、さらにフランスからはカルフールが、
アメリカからはアマゾンが進出し、流通業界の競争の
ハードルは一気に上がった。横山会長の前述のメッ
セージには、スーパーマーケット業界もただ手を拱い
ていては駄目だという強い思いが透けて見える。

ゆえに、その業界を守り立てる役目を担う協会に対
しても「反省すべし」と指摘したのだろう。協会誌で
はそれに続けて「歴史と伝統に甘んじていてはならな
い。積極的に会員であるスーパーマーケットの悩み、
声なき声を丹念に聞き出し、賛助会員や行政など、外
部の協力を得ながら解決に導くことが求められるので
はないだろうか」として、トレードショーを成功さ
せ、協会が存在意義をアピールすることが、「会員・
賛助会員の21世紀へ向けての突破口になる」と新たな
指針を示している。

正会員、賛助会員、事務局の歯車が噛み合う

1990年代に来場者数、出展者数共にダウントレン
ドにあったトレードショーだが、2000年以降、再び勢
いを取り戻していく。トレードショーの企画推進部会
長に就任した横山会長らを始めとする協会の正会員企
業、それを支える賛助会員企業と、体制を新たにした
協会事務局の三者の歯車ががっちりと噛み合ったか
らだ。

トレードショーの内容も、毎年異なる課題解決のた
めの提案が随所に盛り込まれていった。1999年の第33
回では、完全施行目前となっていた容器包装リサイク
ル法への対応として、クリンリネスや省エネ対応機材
などに注力。トレードショーで初となる環境関連ブー
スを設けた。

翌年も新たな商品価値を相次ぎ提案。第34回では、
引き続き省エネや環境対応を充実させつつ、新たな重
点カテゴリーとして酒の提案を強化。2003年の酒販免
許自由化を受け、スーパーマーケットの売り場を強化
するべく、酒類販売促進ゾーンを設置。主婦をター
ゲットにしたコンパクトで値頃感のある10坪売り場
と、首都圏の一般的な商圏を想定し、POSデータを基
礎にした欠落のない品揃えを心掛けた15坪の売り場の2
パターンを提示した。

加えてスーパーマーケットの社員、パートを対象に
したプレゼンテーションステージにおいて、日本酒、
焼酎、ビール、ワインなどの商品知識をメーカー担当
者が講演。来場したスーパーマーケットの首脳からは
「自社の課題解決のヒントが得られた」、「世界のい
ろんな酒を試飲でき品揃えの手がかりを得られた」な
ど好評を博した。

さらなる進化のきっかけとなった2000年

2000年はトレードショーがさらなる進化を遂げる
きっかけとなった年でもある。一つが五味商店の「こ
だわり商品」コーナーの初出展だ。NBとは違った独自
の価値を持った中小メーカーの商品が揃い、数多く見
られるとあって多くのバイヤーの支持を獲得。今やト
レードショーに欠かすことのできない名物コーナーの
一つとなった。

もう一つは生産者がトレードショーに出展する流れ
ができたことだ。この年、銚子の下利根漁業協同組合
が「しじみ本来の味を知ってもらいたい」と初出展。
以降、生産者が直接小売りとコミュニケーションでき

再出発で高めた存在感
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る場としての価値が年々高まっており、それが現在の
「地方・地域産品ゾーン」へとつながっている。

2001年以降も、トレードショーは新たな価値を発
信し続けた。「前回のトレードショーの後、すぐに準
備を始め、大幅に改善を図った」（横山会長）という
2001年の第35回は、サブテーマに「ミールデザイン」
を据えた。ライフスタイルの多様化に合わせた食生活
の変化を捉え、協会コーナーでは「コンビニエンス」
「エンタテイメント」「ヘルシー」「パーソナル」の
四つの切り口で、家庭の買い物動向や食に対する考え
方などを紹介。またこの年は目玉企画として、米国の
スーパー、ウェッグマンのセミナーを開催。ダニエル
R.ウェッグマン社長による「ウェッグマンの考えるE-
ビジネス戦略」は、来場者から高い評価を得た。

東京商工会議所が初出展したのもこの年だ。現在は
「地方・地域産品ゾーン」へのブース出展のほか、中
小企業と小売りバイヤーの商談の場を設ける「ビジネ
スマッチング」を協会とともに主催している。

増井德太郎・現副会長が4代目の協会長に就任して最

初の回となる2002年の第36回は、35回のミールデザイ
ンを発展させ「ミールライフスタイル」をテーマに、
食のある楽しい暮らし方の提案に注力。食の情報提
供、食シーンの演出、食を楽しむノウハウの提供の三つ
の視点で、展示やセミナーが開催された。

中でも注目を集めたのが惣菜関連ゾーンだ。西友の
惣菜子会社だった若菜が新商品を紹介、合わせて機器
メーカーが自動煮物機やフライヤー、包装資材など
を紹介した。

2001年、02年はBSE問題に始まり、無認可香料、無
許可農薬など、食品に対する信頼が大きく揺らいだ時
期でもある。そうしたことも反映され、食品メーカー
のブースでは安全、安心、健康にこだわった打ち出し
が目立った。

「2.6倍の会場」の大目標を打ち立てた

2004年、日本セルフ・サービス協会は思い切った行
動に出る。2年後の06年に、これまで使用していた東京
ビッグサイト西館から、2.6倍の広さの東館に移ること

を決断したのだ。これには「よし、いけ」とゴーサイ
ンを出した横山会長自身、「内心ではとても冷や冷や
していた」という。

会場拡大の目標が明確になったことで、ステップ期
間の2004年、05年のトレードショーでも新しいコンテ
ンツを発信し続けた。

2004年の第38回では、特に日本酒とペットフードに
注力。全国24の蔵元を紹介した「こだわりの地酒コー
ナー」、ペットフードは北辰商事の太田順康・現社長
が理想の売り場を構築、スーパーマーケット売り場の
課題である品揃えを提案した。加えてリアルの展示会
の良さを生かし、「チェッカー技能検定試験」の1級、
2級の合格者の接客を体験できるコーナーを設けた。

翌第39回では、ソリューション型の展示会を目指
し、テーマには「NEXT ONE」を掲げた。業界を取り
巻く様々な課題に対する「次の一手」を提示するとの
思いを込めており、実際、緊急課題対策情報として、
見直しが進む容器包装リサイクル法、食品表示問題、
個人情報保護法などの対策について無料セミナーを実

施。また初出展となった菓子卸の美多加堂は菓子メー
カー28社とともに「探検しよう！！お菓子アイラン
ド」と題したブースを企画。ワクワクする雰囲気作り
のお菓子売り場の具現化に挑んだ。

会場をビッグサイト東館に移した記念すべき2006
年の第40回は、スーパーマーケット・トレードショー
に加え、食品産業センターの「ふるさと食品全国フェ
ア」、メサゴ・メッセフランクフルトによる「スー
パー・ショーケース」、日本ホームセンター研究所の
「店舗開発ショウ」の四つの展示会を同時開催した。
トレードショーでは、島根、静岡、沖縄、岩手の4県が
単独でブースを出展した他、安全重視の食品を食卓に
届けることをモットーとする流通ネットワーク「食の
学校と仲間たち」などが初出展となり、いずれも会場
を賑わせた。

この第40回トレードショーでは出展者数、小間数は
もちろんのこと、来場者数をこれまでの約1.4倍と大き
く伸ばした。この回を契機として、トレードショーは
再発展期へと入っていくことになる。

1  東京ビッグサイト　 2  第33回環境関連ブース　
3  第34回酒類販売促進ゾーン　 4  第35回寺岡精工ブース
5  第37回こだわり食品コーナー
6  第35回ウェッグマンズ社ダニエル社長　
7  第34回プレゼンテーションステージ　
8  第35回協会展示　 9  第35回東京商工会議所ブース　
10  第36回プレゼンテーションコーナー　
11  第38回ふるさと食品全国フェア　
12  第36回トップマネジメントセミナー　 13  第37回会場
14  第37回オカムラブース　 15  第37回エコバッグコーナー
16  第38回チェッカー技能体験コーナー　
17  第38回こだわりの地酒コーナー　 18  第40回静岡県ブース
19  第39回受付　 20  第40回レセプションパーティー　
21  第40回食の学校と仲間たち
22  第40回スーパー・ショーケース　
23  第40回イッツショータイム
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あのころをふりかえる あのころをふりかえる

株式会社 オカムラ
代表取締役 社長執行役員 兼 COO　國分 晃 代表取締役　中村 雅行

小売流通の国際的な展示会への考えに賛同

経営トップはじめ幹部の皆様が必ず訪れるスーパーマー
ケット・トレードショーは、小売流通業界においては重要
な展示会です。当社では、エリアカンパニーごとに主催する
展示会は、商品発掘と企画提案の場としているのに対し、
スーパーマーケット・トレードショーは、国分の機能を紹介
し、まだ、お取引のない小売業の皆様に国分の考えを知っ
てもらう場と位置付けています。３日という短い開催期間に
トップの皆様に訪れていただくこの展示会では、効率的か
つ効果的に国分の考えを伝えることが出来ています。

産業界における食品流通業の地位の底上げを目的に、そ
の規模、展示内容、来場者とも、世界に通用する小売流通
の国際的な展示会にしたいという横山清会長の考えに賛
同し、共に歩んで参りました。

2006年には第8次長期経営計画「Advance300」でリー
ジョナルのスーパーマーケットとのお取り組み強化を戦略
の一つに掲げました。2005年までの出展は、K&Kブランド
やオリジナル輸入洋酒といった「メーカー国分」としての自
社ブランド商品を訴求する場でしたが、2006年にスーパー
マーケット・トレードショーが第40回記念大会を迎え、会場
も従来の2.6倍となったのを機に、当社も出展規模を大幅
に拡大しました。それに合わせて展示内容も自社ブランド
商品を訴求するだけでなく、国分の機能をはじめ、取り組
みの姿勢をプレゼンテーションする場として捉え、ブース毎

にテーマを決めて機能を紹介し、売り場のソリューションに
結びつける展示内容へと舵を切りました。

グッドデザインブースアワード大賞を2年連続で受賞

卸主催の展示会は、メーカーを取りまとめ、出展ブースを
割り振り、参加費用をみんなで負担する方法をとることが
多くありました。しかしこの方法では卸としての戦略を伝え
にくいことから、展示会の場を私たち卸のプレゼンテーショ
ンの場と捉え、国分の方針やソリューション機能、販促企画
や売り場提案を自由に訴求する場へと変えていきました。

加工食品、酒類、菓子、低温のブースでは、メーカーやカ
テゴリー括りの商品展示ではなく、明確なテーマによる棚
割提案を展開。機能紹介エリアは、マーケティングに基づ
いた販促提案や売り場企画、物流機能やリテールサポート
機能などを紹介しています。「品揃えの国分」だけでなく、
国分に相談すれば、何か答えが見つかる、国分に話を聞い
てみたい、提案を受けてみたい、そんな期待を感じてもら
える展示内容にしていきました。その甲斐あって、2012年、
2013年には、グッドデザインブースアワード大賞を2年連続
で受賞することができました。

食が絡む展示会は、その裾野が広く、ともすれば生活者
の方の来場が多くなってしまい、腰を据えて商談が出来な
くなってしまいがちです。しかしスーパーマーケット・トレー
ドショーはビジネスに特化した展示会になっている。生活
者を否定するわけではありませんが、商品軸だけでなく、
私たち卸の機能や企画提案をきちんと伝えることができ、
ビジネスに結びつく展示会は他にありません。

コロナ禍の終息にはまだ時間を要します。今回のコロナ
禍で生活者のライフスタイルは大きく変わり、それに合わせ
て小売業の形態も大きく変わっていくでしょう。「10年後の
生活者を見据えて、５年後の小売業がどう変わるのか」を、
業界みんなで考えていくことが大切です。競争する部分と
協業で効率化する部分を製配販のサプライチェーン共通の
テーマと考え、業界みんなでソリューションを提案する、
そんな展示会になれば素晴らしいと思います。

原点は世界で戦える製品開発

短期間で集客力がある展示会は営業面で重要です。
様々なお客様に同時に来ていただけて、しかも新規のお客
様とお話ができる重要なツールと位置づけています。弊社
は大きく分けて三つの事業（オフィス環境事業、物流システ
ム事業、商環境事業）がありますが、どの事業もお客様と
の接点を大切にしています。オフィス環境事業は単独の展
示会を開催し、ニューオータニに常設の展示場を持ってい
ます。商環境事業と物流システム事業は多くのお客様が来
場していただける展示会として、スーパーマーケット・トレー
ドショー、国際物流展にそれぞれ出展しています。

創業の精神の一つに「世界で戦える製品をつくれ」とい
う言葉があります。海軍の飛行機を製造していた技術者が
会社を興したルーツがあり、創業メンバーの多くは英語が
堪能でした。そうしたグローバルな視点を持ち、海外の
先端的な企業と提携し、その技術やノウハウを生かして
日本の復興に合わせて成長してきました。

特に商環境事業はスーパーマーケットや総合スーパー
（ＧＭＳ）などのチェーンストアが成長していくなかで、欧米
で使っているゴンドラや冷蔵ケースの情報はもちろん、
小売業のトレンドをメーカーの立場で紹介してきました。
現在も海外の視察ツアーを実施するなど海外トレンドの
紹介に積極的に取り組んでいます。

弊社は「デザイン・オリエンテッド」を標榜しています。
インハウスのデザイナーを抱えており、店内の什器だけでな

く、店舗設計や内装など店づくり全体をカバーできる体制
を整えています。1998年には冷凍冷蔵ショーケース界に初
めてプロダクトデザインを導入した「Fontana」を発売しま
した。ヨーロピアンテイストのスタイリッシュなフォルムは、
今日まで多くの評価を得てまいりました。後継の「Fontana-
Deux」はデザイン性を重視しつつ、さらに店舗の消費電力
削減にもつなげています。

ＤＸで小売り、買い物客の負を解消したい

目下注力しているのがデジタルトランスフォーメーション
（ＤＸ）の支援です。キャッシュレス化の進展を背景にレジ
周りは大きく変化しており、レジメーカーさんと連携し、レイ
アウトやオペレーションの改善を提案しています。

その一つがウォークスルー決済店舗。ここでは専用のア
プリやQRコードなどを使用して来店者の位置を特定し、
天井に設置した様々なセンサーで買い物客の行動を測り
ます。棚や什器に取り付けられた重量センサーなどを用い
て、どの商品をいくつ取ったのかを把握し、あらかじめ登録
した方法でキャッシュレス決済します。買い物客のレジ待
ちが解消し、利便性・快適性が向上します。店舗運営側は
来店者を特定できるため、盗難被害の減少、人件費の大幅
削減が可能となります。

トレードショーはスーパーマーケット企業のみならず、出
展者にとっても大変参考になっています。皆さんがどんな商
品を出されるのか、楽しみであり、それが刺激にもなってい
ます。今後の期待としては「トレンドを発信する場になって
ほしい」ということです。当然我々も努力しますが、協会に
も頑張っていただきたいと思います。新型コロナウイルスの
感染拡大により、社会は大きく変わりました。今までのやり
方や仕組み、制度が通用しない時代。どのように変化する
かを予測するのが難しい時代にあって、企業が存続して成
長していくためには「市場を創造する」ことが求められま
す。欲張りなことを申しますが、スーパーマーケットに関わ
る全ての業種にとって、有益な情報が発信される展示会で
あってほしいと願います。

国分グループ本社 株式会社

 卸戦略の全てをプレゼンテーション  予測が難しい時代だからこそ情報発信に期待

会社概要

創　　業：1712年
所 在 地：東京都中央区日本橋1-1-1
事業内容：酒類・食品・関連消費財にわたる卸売業及び流通加工

会社概要

創　　業：1945年
所 在 地：神奈川県横浜市西区北幸1丁目4番1号 天理ビル19階
事業内容：スチール家具、産業機械、商品陳列機器の製造・販売、事務所の環境向上と事務・

生産効率向上に関する情報の提供とこれに関連する機器の製造・販売など

出展規模を大幅に拡大した2006年の第40回 久方ぶりの出展となった2002年第36回の展示ブース
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あのころをふりかえる あのころをふりかえる

UCC上島珈琲 株式会社
代表取締役社長　朝田 文彦 代表取締役社長　前鶴 俊哉

コーヒーをより深く知っていただく場
当社はスーパーマーケット・トレードショーの中で、VIP

ラウンジを運営しています。始まりは2002年。以来ずっと
今日までやらせていただいています。トレードショーも
随分出展者も来場者も増えました。会場内は混み合い、
ゆっくり話もできません。ラウンジを使っていただくこと
で、商談もできますし、色々な企業のトップの方々がお見
えになるので、親しい関係を築くこともできます。私どもに
とってもそのメリットは大きい。待ち合わせの場にも使わ
れているんですよ。

UCCは「カップから農園まで」一貫したビジネスモデル
を展開しています。農園から原料調達、焙煎、製造、啓発
まで全ての段階にこだわって美味しいコーヒーを作って、
コーヒーの楽しみを広げています。トレードショーでもこの
「カップから農園まで」が伝わるようなブースづくり・訴求
をするよう心掛けています。

VIPラウンジでは、抽出コンテストチャンピオンの社員
が光サイフォンでパフォーマンスすることで抽出技術を体
感いただき、UCCしか提供できないコーヒー豆を使用する
ことで、コーヒーの専門性を訴求しています。またVIPラウ
ンジは会場を見渡すことができ、臨場感も味わえます。

トレードショーは当社にとって重要な位置づけにありま
す。まず具体的な提案ができ、小売業のお客様と積極的
なコミュニケーションが取れますし、コーヒーの味の良さ
もお伝えすることができます。見て、感じて、飲んでいただ

ける場。コーヒーをより知っていただくことで、お得意先に
もっと拡販していただきたいですし、結果お得意先の活
性化にもつなげていきたい。小売業のトップの方にもこの
ように現場に近いところでUCCを知っていただくことは
大変ありがたいです。

対面だからできることを大事にしたい
当社では、トレードショーの自社ブースのお得意先アテ

ンドは各部門のリーダーが対応するように指示していま
す。リーダー以外の社員はコーナーに入り、抽出や製品説
明を行います。アテンドのためだけに会場に来るという勿
体ない時間の使い方にならないようにするためです。

リーダーは一人でいくつも企業を担当しているわけです
から、むしろトレードショーの開催までに、どれだけ多く
の得意先の方 と々接点を持つことができたかが問われる
わけです。小売業のトップの方が多くお見えになるので、
緊張感を持って臨むことができます。

コロナ禍の状況下で55回の節目となるトレードショー
を開催することになりました。お客様はこれまでスーパー
マーケットの方々が中心ですが、買い場、売り場が変わろ
うとして、さらに業種業態の垣根がなくなりつつある中で
は、他業種の方々ももっと巻き込んだ方が魅力的で、集客
力も高まるのではないでしょうか。一般消費者の方にも
来ていただければ、さらなる拡大も望めます。残念ながら
今年は密を避けねばならず簡単ではありませんが、検討
していただきたいですね。

2020年は生活様式がかなり変わりました。リモートワー
クや外出自粛がその最たるものでしょう。今までは対面が
当たり前だったのでその大切さ、重要性を認識してきませ
んでした。ですから対面だからこそできることをどれだけ
濃いかたちで表現していくか、トレードショーで皆さんが
一堂に会するこういう時こそ、普段できないことをいかに
できるようにするかも大事になります。リモートを使いなが
ら、触れて、感じる場をどう演出していくか、アフターコロ
ナのテーマでもありそうです。

落合シェフの模擬レストランが好評を博す
スーパーマーケット・トレードショーは、弊社にとって貴

重な機会だと考えています。展示ブースではスーパーのバ
イヤーさんや幹部の方 と々お話をして、求められているも
のを商品開発や売り方に反映させることができる。加えて
会場全体を歩けば非常に多彩な展示がありますので、広
く世の中の動きも分かる。展示会はビジネスですが、勉強
の場でもあります。

弊社が本格的に出展した2004年の第38回の頃は、
消費者の皆さまにより近い家庭用商品にも力を入れ始
めていたところでした。トレードショーへの出展は良い機
会でした。弊社の商品を知っていただき、小売りさんとの
関係も年々深めることができました。その後第54回に至る
まで17年連続で出展しています。

3度目の出展となった2006年の第40回記念大会から
は、展示会場での会食・商談の場として、落合務シェフプ
ロデュースの模擬レストラン「ラ・ベットラ」を弊社ブースに
併設しました。この模擬レストランは弊社ブースへのお客
さま来場のきっかけとして、また協会やお得意先の皆さま
との関係強化の点で大きな役割を果たし続けています。

2016年の第50回では記念大会を盛り上げるべく、ラ・
ベットラに加えて「ピッツェリア・ダ・ガエターノ」の模擬
レストランも出店しました。当時のスタッフは例年以上に
準備と運営に奔走することになりましたが、結果、皆さま
からご好評をいただくことができました。

商品開発で健康寿命延伸に貢献

記念すべき第55回が開催される2021年は、弊社にとっ
ても大きな節目となります。1月1日より社名を「ニップン」
に変更致しました。1896年から124年にわたって製粉を
基幹事業としてきたわけですが、今後は名実ともに多角
的な総合食品企業として脱皮を図り、消費者の皆さまに
しっかり認知していただける商品を生み出していきます。

私自身、商品開発に長く携わってきました。17年に発
売したパスタの「REGALO」は、開発初期から関わった

思い入れのあるブランドの一つです。イタリアに負けない
日本発のブランドを作ろうと、北米産の高タンパクで良
質な小麦を原材料に使い、アルデンテの食感にこだわり
ました。

日本人の健康寿命を伸ばしたいということで、約20年
取り組んできたのがアマニです。健康に良いものをどう美
味しく味わってもらうか、どう加工すれば消費者が摂取し
やすくなるのか、研究に研究を重ねました。今では市場が
広がり、スーパーさんの売り場でもよく見かけるようになり
ました。第55回ではこのREGALO、アマニ、そして新工
場が稼働する冷凍食品の3本柱を打ち出していきます。

ただ、メーカーは良い商品を作るのはもちろん大事
ですが、スーパーさん、問屋さんとの連携も重要です。
トレードショーは取引先の皆さまとメーカーが考えている
ことを場合によってはぶつけ合い、その中から新しいもの
を生んでいく場でもあります。情報交換の場、課題解決
の場として、この点は今後も活性化し続けていただきたい
と思います。

今年はみんなでコロナを乗り切らなければいけませ
ん。飲食店ではテイクアウトが、スーパーさんでもお届け

サービスが広がっ
ていくでしょう。そ
んな時に「この商
品のここを改善し
てほしい」といった
ご意見を聞かせて
いただき、弊社も
皆さまのお役に立
てるような商品を
出していきたい。そ
んなやりとりがで
きる場としても、ト
レードショーの役
割は非常に大きい
と思っています。

株式会社 ニップン

 ＶＩＰラウンジの「コーヒー」で多様な出会いをサポート  製配販の意見をぶつけ合い新たな商品開発につなげる

会社概要

創　　業：1933年
所 在 地：兵庫県神戸市中央区港島中町7丁目7番7
事業内容：コーヒー、紅茶、ココアの輸入並びに加工、販売
 缶コーヒーなどの飲料の製造、販売ほか

会社概要

創　　立：1896年
所 在 地：東京都千代田区麹町四丁目8番地
事業内容：製粉事業（小麦粉など）、食品事業（プレミックス類、パスタ類など）ほか

 2006年第40回から登場した模擬レストラン
「ラ・ベットラ」とプロデュースした落合務シェフ

VIPラウンジ（2017年・第41回）
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