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流通業界全体を巻き込み成長を遂げる

第40回記念大会を経て、スーパーマーケット・ト
レードショーは飛躍的な成長を遂げていく。来場者数
の増加もさることながら、それ以上の伸びを示したの
が出展者数、小間数だ。それと軌を一にして新規の賛
助会員の数も増え続けている。

この背景には、トレードショーが担う役割の進化が
ある。トレードショーの前身、セルフ・サービスフェ
アの目的は、スーパーマーケット自身の成長にあっ
た。いかにセルフサービスの強みを引き出すか、それ
が全ての根底にあった。

だが今日、トレードショーの果たす役割はさらに大
きなものとなっている。トレードショーという場を中
心に、横山会長の言う「産官学に金（銀行）」までを
巻き込むことで、あらゆる接点が生まれ、それが三方
良し、四方良しの好循環を生み出している。それが流
通業界全体の利益となり、最終的に消費者利益にも直
結するものとなっている。

実際、2007年以降、トレードショーは以前にも増し
て様々なコラボレーションを実施している。同年の第
41回は40回の共催パートナーであるメサゴメッセ・フ
ランクフルト、日本ホームセンター研究所、食品産業
センターと再び組み、四つの展示会を構成しつつ、新
たにキッズキッチン協会とタッグを組んで、子どもた
ちを展示会場に招き食育講座を開催。翌年の第42回は
中小企業基盤整備機構による食の商談会「地域資源セ
レクション」が同時開催。この頃から地方自治体や銀
行などが地元の生産者や中小メーカーを率いて出展す
るケースが増えていく。2009年の第43回では経済産業
省の委託事業「にっぽんe物産市」の教育研修プログラ
ムの一環として、協会が育成するコーディネーターが
各地域の食材をアピールした。

ちなみに同年8月には日本セルフ・サービス協会と全
国スーパーマーケット協会が合併。翌年、新団体名を
「新日本スーパーマーケット協会」と命名。会長には
横山清氏、副会長には増井德太郎氏が就任し、新体制
が発足した。

外部環境は2008年秋のリーマンショックの影響で景
気悪化が鮮明となり、スーパーマーケット各社も低価
格PBの強化やディスカウント業態の開発などにより、
価格競争の色合いを濃くしていた。先行きが不透明な
中、トレードショーはさらに求心力を高めていくこと
になる。

課題解決、モチベーションアップの企画が続々

トレードショーの基本的な役割であるスーパーマー
ケットの課題解決支援の面でも、主催者独自企画やセ
ミナーを通じ、年々、情報発信を強化してきた。2009
年には改正薬事法の施行に対応するべく、「医薬品売
り場提案コーナー」で実際に売り場を構築。2015年の
第49回では、機能性表示食品制度のスタートに合わせ
て健康食品などを集積させた「ケアフーズゾーン」を
新設。さらに2019年の第53回からは「スーパーマー
ケットにおける品質改善成果発表大会」を開催。人手
不足などの深刻な課題に対し、協会内で改善活動を推
進する「品質改善委員会」が発足。作業時間の短縮や
ロスの削減などに取り組んでいる。生産性の改善は各
社共通の悩みであるだけに、毎回立ち見客が出るほ
ど、来場者の関心が高いプログラムとなっている。

加えて近年はスーパーマーケットの現場のモチベー
ションアップに繋がるような企画にも挑戦している。
2009年から2018年にかけては消費者や報道関係者が推
薦するベスト店長大賞を企画。また各社の惣菜担当が
商品力を磨きあうべく2012年に始めたのが「お弁当・
お惣菜大賞」だ。弁当、丼、スイーツなど各部門で小
売り各社が自社のこれぞという商品を応募し、その中
から毎年受賞商品が選ばれるというもの。2014年の第
48回からは「デリカテッセン・トレードショー」とし
スーパーマーケット・トレードショーから独立発展さ
せ、受賞商品のパネル展示や業務用メーカーのブース
出展、受賞商品を来場者がその場で実際に購入し、食
べられるなどの取り組みも実施し、好評を得ている。

近未来を占う最新技術・サービスの特別展を開催

2010年代後半もトレードショーは留まることなく進
化を続けた。2016年の第50回記念大会では、過去最大の
展示面積となる東京ビッグサイトの東西全館を使用。
スーパーマーケット・トレードショー、デリカテッセ
ン・トレードショーにオーガニックEXPO、こだわり食
品フェア、外食FOOD TABLEの五つの展示会が集結
した、外食・中食・内食の食の垣根を越えた商談展示
会「FOOD TABLE in JAPAN（フードテーブルイン
ジャパン、以下FTJ）」を開催。期間中の来場者が過
去最多の九万人を突破するなどビッグイベントとなっ
た。

翌2017年は「新たな50年に向けて、これまでの歴
史と評価に満足することなくゼロからの出発」（横山

社会の変化適応型展示会へと進化
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灯台でもあらねばならない。いずれの役割も、今後ま
すます大きなものになるだろう。

特に新型コロナウイルス感染拡大でECの利用は急
拡大している。また感染が収束すれば、スーパーマー
ケットには再び構造的な人手不足の問題が生じる。そ
れだけに、デジタル技術の活用、融合といったテーマ
は今後避けては通れない。横山会長も「デジタルとの
融合でリアルのお店を進化させる。未来像を是非提示
できるようにしたい」と力強く語っている。

そしてもう一つ、地方の応援団としての役割も今後
ますます大きくなると予想される。理由は地方の生産
者や中小メーカーを取り巻く環境が年々厳しくなって
いるからだ。

人口減少と高齢化により、この先地方の第1次産業
や中小メーカーの担い手は嫌でも減っていく。それを
さらに加速させかねないのが、近年の自然災害の激甚
化だ。この10年だけを見ても、2011年の東日本大震災
に始まり、2016年の熊本地震、2018年には北海道胆振
東部地震が発生。その上、夏から秋にかけては台風や

集中豪雨により洪水や土砂災害が頻発化。水害による
年間被害総額は、2018年は1兆円を超えたが、2019年は
1961年の統計開始以来最大となる、2兆1500億円まで膨
れ上がった。

営業力のない地方の生産者や中小メーカーにとっ
て、トレードショーへの出展は販路開拓のチャンスで
あり、それが成長の原動力となる。被災した生産者や
中小メーカーにとっては大きな救いの手だ。

東日本大震災の翌年、2012年の第46回トレード
ショーでは、「食のREBIRTH（リバース）プロジェク
ト」と銘打った、被災事業者のための特設商談ラウン
ジが設けられた。そこで商談が成立し、復興の一助と
なった事業者は少なくなかったはずだ。

地方の生産者や中小メーカーの担い手が減れば、
スーパーマーケットの店頭からその作物、その商品が
なくなり、地域の食文化は衰退することになる。

衰退ではなく発展に向けてどんなことができるか。
スーパーマーケット・トレードショーの果たす役割は
今後一段と高まりそうだ。

会長）を掲げ、会場を東京ビッグサイトから千葉市
の幕張メッセに移動。全館を使用し、スーパーマー
ケット・トレードショー、デリカテッセン・トレード
ショー、こだわり食品フェア、外食FOOD TABLEの
四つでＦＴＪを構成。実に20年ぶりの会場変更で来場
者の戸惑いが予想されたが、ふたを開けてみれば来場
者数への影響はほぼなかった。

2018年には日本セルフ・サービス協会設立60周年を
迎え、協会名称を現在の「全国スーパーマーケット協
会」に変更。心機一転を図る中で、トレードショーを
含む協会活動の将来を見据えた、新たなプロジェクト
が動き出した。「Future Store “NOW”（フューチャー
ストアナウ） 継続的近未来スーパーマーケット研究」
だ。転換期にある小売業が今後進むべき道について継
続的に学びながら考えていこうという企画で、まず
2016年に協会内に研究会が発足。定期的に勉強会を開
き、トレードショーでの初のお披露目は2017年、研究
会をまとめるコーネル大学RMPJプログラムディレク
ターの大塚明氏が講演。翌2018年には中国の小型無人

コンビニ企業を招いての特別講演。2019年にはこれまで
の研究内容をパネルで紹介。そして2020年には幕張メッ
セのイベントホールで大規模な特別展示を行った。

特別展示では、会場をウェルネスサポート、スマー
トコミュニケーション、エンターテインメントの三つ
の切り口でゾーニングし、「半歩先を行く」（横山会
長）最新技術やサービスを展開する企業がブースを出
展。来場したスーパーマーケット幹部からは「遠い先
の未来でなく、数年先には必要とされるような技術や
サービスを学ぶことができて良かった」との声が多く
聞かれた。

　
地方の生産者、中小メーカーを支援

スーパーマーケット・トレードショーがこの先もあ
り続けるには、時代とともに求められる役割や期待に対
し、その都度どのように応えていくかが重要となる。

スーパーマーケットに対しては、課題解決の支援は
もちろんのこと、現場のモチベーションを高める応援
団としての役割、さらに時代の指針の半歩先を照らす

1  第50回FTJゲート　 2  第41回キッズキッチン　
3  第42回地域資源セレクション　
4  第43回にっぽんe物産市　 5  第43回医薬品売り場　
6  第44回ベスト店長大賞　
7  第46回食のREBIRTHプロジェクト　
8  第46回お弁当・お惣菜大賞　
9  第49回国分グループ本社ブース　
10  第50回UCC上島珈琲ブース　 11  第50回VIPラウンジ　
12  第52回地方・地域産品ゾーン　
13  第50回アマタケブース　 14  第50回ケアフーズゾーン　
15  第50回模擬レストラン「ピッツェリア・ダ・ガエターノ」　
16  第51回デリカテッセン・トレードショー会場俯瞰　
17  第51回幕張メッセ外観　 18  第53回ニップンブース　
19～ 22  第54回Future Store "NOW"（FSN）会場　
23  第54回FSNセミナー大塚明氏　
24  第54回FSN会場俯瞰
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あのころをふりかえる
した。サンソーロ氏のプレゼンの仕方、統計など、科
学的要素を盛り込んだ内容は本当に素晴らしかった。
そのスピークスは今、会長の横山さんに引き継がれて
います。

社会的な取り組み強化が求められる時代

ただ、時代の変化とともに環境は変わります。冒頭
に申し上げたように協会そのものの存続が危ぶまれた
時期もありました。

かつては米国産牛肉の輸入割当制度に基づき畜産振
興財団からの受け渡し指定団体となっていたため、
輸入牛肉を扱いたいスーパーマーケットの多くが協会
に入会していました。それが輸入自由化で協会加入の
メリットを感じなくなった企業が増え、徐々に退会。
結果として協会事務局も弱体化し、正会員や賛助会員
へのアプローチやサービスの充実がおろそかになって
しまいました。トレードショーも業者に〝丸投げ〟
で、魅力を高めていこうという気持ちが乏しかった。
惰性でやっている感じで、当時の事務局が積極的に動
くということもありませんでした。それを正していく
のが会長としての私の最初の仕事でした。

会長になる以前の第24回には実行委員長を務めま
したが、当時は京北スーパーの石戸（孝行）さんや京
成ストアの古宮（泰三）さんらが持ち回りで委員長を
やった時代で、それぞれが自社の取引先に頼んで出展
してもらっていました。特に古宮さんがいなかったら
トレードショーは終わっていたかもしれません。それ
だけ古宮さんは開催に尽力してくださいました。同時
に寺岡精工さんやイシダさん、日進工業さんなどが我
慢強く出展してくださり、トレードショーを支えて
くれました。これは本当にありがたかった。だからト
レードショーがあるたびに、私は「協会事務局はダメ
だったあの時期を忘れてはいけない。常に会員や出展
者のために何ができるか、貢献できるかをよく考えて
ください」と言い続けています。

新型コロナウイルスの感染拡大で世の中は様々な意
味で一変していくはずです。スーパーマーケット自身
も新たな業態開発に取り組まなければ取り残されてし
まいます。コロナ禍による内食シフトで売り上げは良
いですが、いずれ反動は出るだろうし、お客様はそれ
ぞれの企業を評価するはずです。食品小売業として
どうお客様の生活を支えていくのかが問われる時代
です。

そんな中で、スーパーマーケットは社会的な取り組
みを強化していくべきです。貧困や格差拡大も大きな
問題。日々の食事に困っている方にどうスーパーマー
ケットが貢献できるかを考えなければいけません。
また、高齢者の万引きも少なくないのが実情です。

ただお客様の規範に頼るだけでなく、させない売り場
や店づくり、心のこもった接客サービスで「孤独」を
感じている方がほっとして買い物して良かったなぁと
思える売り場づくり、店づくりをしていかないとい
けないのではないでしょうか。日本経済全体が大き
な転換点にいる今、みんなが変わらなければならな
いと思っています。

増井 德太郎

トレードショーの充実は小さな積み重ねの成果

私が前身の日本セルフ・サービス協会の会長に就
任した2001年当時は、協会そのものの存続が危ぶまれ
る状況でした。正直言って火中の栗を拾うというか、
相当の覚悟を持って挑みました。その後、横山さんに
スーパーマーケット・トレードショーの委員長を務め
ていただき、トレードショーが成功・拡大するにつれ
協会も活性化していきました。会員・賛助会員の増加
に伴い協会の財政基盤も安定し、全国スーパーマー
ケット協会との合併も実現できました。

トレードショーについては、昔からの会員、そし
て最近入会した会員からも貴重な意見をいただいてい
る。これを三浦（正樹）専務理事はじめ事務局がきち
んと受け止め、改善に努めています。それによって会
員の意識も変わり、結果として毎年、トレードショー
の中身が充実してきました。地道な努力と小さなソ
リューションの積み重ねの成果だと思っています。また
地方を回ってビジネスマッチングをやっており、出展
者や来場者の要望も反映させています。

日本セルフ・サービス協会は、スーパーマーケッ
トの啓発だけでなく、セルフサービスそのものを日本
の小売り風土の中に、流通近代化の方策として定着さ

せることを目的として設立されました。セルフサービ
スはお客様の選択肢を重視した販売方法です。それが
様々な分野の産業合理化、豊かな食生活の実現への貢
献につながりました。

私どもはトレードショーで出展者や来場者の皆さ
んの意見、要望を吸い上げ、ご満足をいただくよう努
力しています。これはスーパーマーケットの店舗でも
同じです。お客様の意見を吸い上げいかに変革させる
か、そのままに放置しておくかで大きな差が出てくる
と思います。トレードショーはスーパーマーケットの
質的向上や原点回帰、ミールデザインといったテーマ
を掲げてきましたが、これからも時流に合わせたテー
マで取り組んでいきたいと考えています。

これまでのトレードショーを改めて振り返ると、早
くから父、増井德男のネットワークでアメリカのＦＭ
Ｉ（現・食品産業協会）の前身、ＳＭＩのマイケル・
オコーナー専務理事をはじめ、パブリックスやペンフ
ルーツなどの有力スーパーのトップが来日し、多くを
学びました。

ＦＭＩの取り組みにならい、第36回からしばらく
の間、ＦＭＩのマイケル・サンソーロ氏に「スピー
クス」という形のプレゼンテーションをお願いしま

 会員や出展者のためになる協会であってほしい

全国スーパーマーケット協会　副会長
元 日本セルフ・サービス協会　会長（2001～2009年）
株式会社紀ノ國屋　ファウンダー

1992年の全国研究会でパネルディスカッションに参加

2003年「日本のスーパーマーケット誕生50周年記念式典」で挨拶する様子

2006年の第40回ではFMIと「協力共同宣言」に調印

2009年には日本セルフ・サービス協会と全国スーパーマーケット協会の合併を実現した

チェッカー技能検定試験1級合格者の表彰式（2004年・第38回）
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あのころをふりかえる

した。これはとても嬉しいことですね。
昔に比べてフェアの規模は大きくなりましたが、

それでもトレードショーに比べるとまだこじんまりし
ています。その分、来場者の方と濃密なコンタクトが
取れ、説明もしっかりできるのがいいという声をよく
聞きます。初めてフェアに出展される方の中には、あ
あした場に慣れないのか、呼び込みの声をなかなか出
せない人もいらっしゃいます。そうした時は、慣れて
いただくまで我々が手伝ってあげたりもしています。
また、フェアの初日に出展者同士の意見交換や情報交
換をする場を設けており、ここで他の参加者が自社商
品についての思いを熱く語る様子を見て触発され、翌
日からがぜん張り切って取り組むようになる方もいま
す。そうしたアットホームな雰囲気が我々のフェアの
特徴だと言えるでしょう。

地方食材の販路拡大で地域の産業を振興

こだわり食品フェアの目的は、地方の食材の販路
を広げていくことです。地方には、非常にいいものを
持っているけれども単独では全国展開できない、ある
いは取引先を開拓できないというところが多い。一
方、小売業のバイヤーさんも磨けば光る原石のよう
な商品を探しておられる。そうした両者をつなぐ場が
フェアなのです。当センターでは、このマッチングを
支援する取り組みとして「優良ふるさと食品中央コ
ンクール」を実施しています。新技術開発、新製品開
発、国産農林産品利用、国産畜水産品利用の各部門
で、農林水産大臣賞、食料産業局長賞、食品産業セン

ター会長賞を選ぶというもので、トレードショーやこ
だわり食品フェアの出展者からも候補者を探していま
す。審査には、全国スーパーマーケット協会の島原
（康浩）事務局長にも委員として参加していただいて
おり、以前はその受賞商品をこだわり食品フェアの会
場で展示していた時期もありました。現在は出展者数
が増え、場所が確保できなくなってきたこともあり、
展示を取り止めていますが、フェアのスペースをもう
少し拡大できれば、こうした取り組みも再開できると
思います。

スーパーマーケットさんと出展メーカーによる商
品開発など、両者のコラボを後押しする取り組みはこ
れからもっと必要とされるでしょう。地方の食品小売
業の皆さんは非常に元気がいいし、力もある。そうし
たところが商品の仕入れだけでなく、商品開発もメー
カーと一緒になって取り組んでいただければ、地域の
産業振興にもなりますし、地域の食文化の伝承にもな
ります。小売業にとっても、独自性のある商品を品揃
えできれば他店との差別化につながるはずです。酒造
メーカーをはじめ、日本の中小企業には海外からも注
目されるような貴重な技術を持ったところがたくさん
あります。ただ、そうしたところの多くは、事業の継
承が難しく廃業の危機にあります。どんなにいい原石
も磨かなければ光りません。その原石を磨く役割を元
気な小売業さんに期待したい。そのためにも、トレー
ドショーと我々のフェアがこれまで以上に連携し合
い、地域の食品メーカーと小売業をつなぐ役割を果た
していくことが重要になると思っています。

理事長　村上 秀德

出展者数は倍増、若手経営者も増えた

我々の団体は、食品業界と行政が一緒になって立ち
上げた組織で、昨年50周年を迎えました。会員は、食
品メーカーや団体など250近くになります。当団体で
も、地域の食品メーカー支援の一環で、1985年から地方
のこだわりの食品を集めたフェアを開催してきました。
そこから数えると、もう40回くらいになりますね。

スーパーマーケット・トレードショーと一緒に開
催するようになったのは、我々のフェアの運営委員会
に、当時の日本セルフ・サービス協会の荒屋（勝）専務
理事が参加されたのがきっかけです。そのご縁で、87年
からセルフ・サービスフェアと我々のフェアの同時開催
が始まりました。当初は「ふるさと食品全国フェア」
の名前でしたが、06年から「こだわり食品フェア」に
改め、次回で16回目になります。

一般に、地方の食品メーカーは規模が小さく、取
引の範囲が狭いうえ、営業できる機会がなかなかあり
ません。その点フェアに出展すれば、いろんな方と出
会えます。出展者もそれを実感しているようで、アン
ケートでは、「来場者に社名や商品名を覚えてもらえ
た」とか「地方で会えないバイヤーさんに会えた」な

ど、評価する声が多いですね。実際に売り上げにつな
がった方も多数ありますし、その場で成約にならなく
ても出展を続けることがその先につながると考え、毎
年出展される方もいらっしゃいます。そうしたことも
あって、出展者数も以前は70～80くらいでしたが、今
は200前後まで増えました。また回数を重ねるごとに出
展者も代替わりしていて、今は若い世代が多くなりま

一般財団法人 
食品産業センター

 トレードショーとの連携でこだわりの食材の販路を拡大

会社概要

創　　設：1970年
所 在 地：東京都港区赤坂1-9-13
事業内容：食品産業に関する情報収集・提供、行政施策に関する要請・提言および
 協力、品質・衛生管理に関する調査・指導、展示会の開催など

1987年（第21回）の初開催時

「ふるさと食品オーディション」は当時の目玉企画だった（2006年・第40回）  食品産業センターでは毎年「優良ふるさと食品中央コンクール」を実施している
（2006年・第40回）

現在は200前後の企業や団体が参加している（2019年）
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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 五味商店
代表取締役　寺谷 健治

「ハレの舞台がほしい」
メーカーの思いが出展の後押しに

スーパーマーケット・トレードショーに弊社が初めて出
展した2000年当時、出展者は大手企業が主体でした。協
会幹部の皆さんもこれからトレードショーをどうしていくか
を考えていた時期で、小売業のバイヤーさんからも「次の
ステップに進んでほしい」という声が出ていたようです。そ
んな中、1999年に出展のオファーをいただき、翌年、全国
の中小メーカー約60社とともに、製法や原材料にこだわっ
た商品を紹介する「こだわり商品コーナー」として出展しま
した。当時は全くの手探りでしたが、来場者からは好評を
得ることができました。その後、業界全体でも地域商品の
重要性は飛躍的に高まり、出展ブースの来場者数も年々増
え、五味商店を業界に認知していただく重要な機会となっ
ています。

地方の中小・零細メーカーは、展示会に出展したくとも
金銭的負担から難しいところが少なくありません。私どもも
手探りの出展でしたが、それを後押ししたのは「自分たち
のハレの舞台がほしい」という中小メーカー各社の熱い思
いです。協会の支援を受け、弊社としても持ち出し覚悟で、
各社がコーナーに出展する費用はできる限り抑えるように
しました。バイヤーさんから評価を得て商談が進むのを目
の当たりにし、単独では生き残りが難しい中小・零細メー
カーも集団になることで大手メーカーと共存できるし、伍す

ることもできることを実感しましたね。
嬉しかったことで強く印象に残っているのは、伊豆のスー

パー、あおきの青木巌社長（当時）がブースに来られた時、
その場で電話をして会社の担当者に見学しに来るよう指示
をされていたことです。イトーヨーカ堂の伊藤雅俊名誉会
長には、一度見終わられた後、期間中に再度ブースに足を
運んでいただき、大変感激しました。その後も毎年ご来場
いただき、様 な々ご指導をいただいています。

発酵醸造調味料の提案に注力する

当社は次世代に和食文化や手間をかけた料理を継承し
ていくため、発酵醸造調味料の提案に力を入れています。
「さしすせそ」と言われる、醤油や酢などの商品を手掛ける
中小・零細メーカーの商品は、食の専門性と地域密着を追
求するスーパーにとって重要な商材です。その価値をきち
んと伝えることが私達の責任だと感じています。

中小メーカーにとって幸いなことは、本質的な価値を求
める消費者が増え、豊かな食生活とは何かを根本的に考え
る人が増えていることです。「こだわり」という言葉は定着
しましたが、その概念や意味するところは時代とともに変わ
ります。しかし変わらないのは「おいしさ」の追求です。添
加物を使わず、素材本来のおいしさをいかに引き出すか。
安心・安全は当たり前。高度成長期は他人との比較の中で
豊かさが求められましたが、今は一人ひとりが自分のライ
フスタイルを追い求めるようになりました。食生活も同様で
す。そこに地域の食材に精通する中小メーカーの活路があ
ります。

この先スーパーにとっては、業際がなくなり、台頭する
ネットとの差別化では、店頭の魅力を発信することがより重
要になってきます。食品小売業を取り巻く環境が変わる中
でリアル店舗が果たすべき役割は何か、生活者の変化にど
のように対応していくべきか。「Future Store“NOW”」の
ような流通の未来を予測する企画の充実とともに、店頭で
見て触れて、感じたもので食生活を形成することが大切で
あり、リアル店舗の発展に期待しています。

会社概要

創　　業：1931年
所 在 地：千葉県我孫子市本町3-4-32
事業内容：農産加工品卸、小売業

初めての出展となった2000年の第34回

「おいしさ」の追求こそ中小メーカーの活路

取締役頭取　安田 光春

食産業の持続的発展に重要な商談会

スーパーマーケット・トレードショーは食関連産業の関
係者が一堂に会し情報発信や商談を行う場として、国内
食関連産業の持続的発展につながる重要な商談会と捉
えています。

特に第55回の節目を迎える今回の開催は、新型コロナ
ウイルス感染症により全国各地の食関連産業を始めとす
る様々な業種・分野に影響が及んでいることから、with
コロナ、afterコロナの各局面において重要な役割を果た
すものと考えます。

弊行の営業基盤である北海道も、コロナ禍でインバ
ウンド需要が減少し、経済活動に影響が出ています。基
幹産業・成長産業である食関連事業者が、スーパーマー
ケット・トレードショーで販路拡大や業況回復の機会を得
ることは、北海道経済全体の活性化につながります。

地方・地域産品ゾーンにおいて最大規模で展開してい
る「北海道コーナー」は、バイヤーの皆様の注目度も高く
例年5000件程度の商談が行われております。

昨年度出展いただいたお客様からは「普段は面談がで
きないような大手スーパーのバイヤーと商談ができて成約
につながった」、「新商品に対するバイヤーの生の意見
を聞くことができた」といった声を多数いただいており、
名刺交換数、成約見込み件数、交渉件数すべてにおいて
前年を上回りました。

今年度は新型コロナの影響から例年以上に商談の機
会を求める声が多いことから、更なる高い出展効果が得
られるものと確信しています。

「食の北海道ブランド」の成長発展に貢献したい

北海道の食料自給率は約200％と日本の食料基地とし
ての役割を十分に果たしているだけではなく、「食の北
海道ブランド」は国内外で高い人気と知名度を誇ってい
ます。

また、道内製造業のうち食品加工業が約38％を占めて
おり、全国平均の約12％を大きく上回っています。

一方で付加価値率は約28％と全国平均の約33％を下
回っており、豊富な食資源の付加価値向上が課題となっ
ております。加えて、コロナ禍からの経済回復だけではな
く、少子高齢化による人口減少の進展、後継者不在によ
る事業者数の減少にも直面していることから解決すべき
課題を抱えながらも、今後大きく成長・発展する可能性を
秘めていると考えます。

弊行は「お客さま本位を徹底し、多様な課題の解決に
取り組み、北海道の明日をきりひらく」という経営理念の
もと、食関連産業に携わる事業者のために、コロナ禍に
おいては、対話に基づく資金繰り支援に全行をあげて取
り組んできました。また、生産・加工・販売の各局面の課
題に対して、ファンドによる出資や、首都圏への販路開
拓・拡大のための商談会開催といったソリューションを提
供していきます。

新型コロナにより人々の生活様式、消費スタイル、価値
観など様々な社会変化が起きているなか、withコロナ、
afterコロナ時代を見据えた情報発信や商談の場として、
スーパーマーケット・トレードショーは今後ますます重要
性を増していくと思います。

国内最大規模の小売流通業界団体である全国スー
パーマーケット協会様には、これからも日本を支える食関
連産業の持続的発展に向け、お力添えいただきますよう
お願い申し上げます。

株式会社 北洋銀行

 食関連産業の振興が北海道経済全体を活性化する

会社概要

創　　業：1917年
所 在 地：北海道札幌市中央区大通西3丁目7番地
事業内容：銀行業

北海道ブース（2010年・第44回）
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