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ＡＪＳ創立 55 周年記念沖縄大会開催報告
〜 沖縄で約 1,000 名が集結し、創立 55 周年を祝う 〜

オール日本スーパーマーケット協会（略称ＡＪＳ）は 1962 年の創立より本年で 55 周年を迎えました。
その節目に、美しい海と空に抱かれた沖縄の地で「ＡＪＳ創立 55 周年記念 沖縄大会」を開催いたしま
した。11 月 15 日の記念パーティー当日は天候にも恵まれ、約 1,000 名のご参加者には心に残る親睦の
ひとときをお楽しみいただくとともに、互いの 絆 を深め、ＡＪＳグループの更なる発展を皆様と誓い
合う大会となりました。

１．沖縄大会 開催概要
日

程：2017 年 11 月 14 日（火）〜16 日（木）

※11／15（水）記念パーティー

ＡＪＳ Ｂコースは〜11／17（金）
、会員独自コースは期間任意。
場

所：ザ・ブセナテラス

沖縄県名護市喜瀬 1808

TEL：0980-51-1333

開催目的：ＡＪＳ創立 55 周年を記念し、ＡＪＳ関係各位が一堂に会し、互いに親睦を図り、
ＡＪＳグループの 絆 を深め、更なる発展へと向かう。
参加者：ＡＪＳ正会員・ＡＪＳ賛助会員・各社取引先（代表者、幹部、従業員、ご夫妻他）約 1,000 名
主

催：オール日本スーパーマーケット協会

協

賛：コプロ株式会社

協

力：◎総合企画運営管理

株式会社マーケティングフォースジャパン

◎記念パーティー協力

株式会社時空舎、有限会社爆団、その他

◎ツアー企画運営管理

株式会社ワールドビジネスプラン

◎その他協力

沖縄県、一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー、
一般財団法人沖縄美ら島財団、その他
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２．記念パーティー開催概要
１６：３０

受付開始、会場オープン

１７：３０

オープニング
荒井 伸也 名誉会長、田尻 一 会長、副会長 4 名、ご来賓 5 名、ミス沖縄登壇、ご紹介
＜ご来賓＞
・沖縄県副知事

富川 盛武 様

・金秀商事株式会社

代表取締役社長 中地

・株式会社サンエー

専務取締役 中西

健 様

淳 様

・株式会社リウボウストア 代表取締役社長

糸数 剛一 様

・国分グループ本社株式会社 代表取締役会長 兼 ＣＥＯ

國分 勘兵衛 様

記念撮影（ドローンによる上空からの撮影）
主催者挨拶（ＡＪＳ会長 田尻

一）

来賓代表ご挨拶（沖縄県副知事 富川 盛武 様）
乾杯（国分グループ本社株式会社 代表取締役会長 兼 ＣＥＯ
１７：５０

國分 勘兵衛 様）

歓談、会食
沖縄民謡、現代沖縄音楽演奏（よなみね 美香 様）

１９：００

スペシャルライブ（沖縄県出身バンド ＢＥＧＩＮ）

１９：５０

フィナーレ（打ち上げ花火）

２０：００

お開き

【沖縄協賛メーカーブース出展】
沖縄県の協力により、パーティー会場内で地元メーカー各社のブースにて、商品展示を行いました。
試食・試飲を通じて、沖縄らしい商品の発掘の場として活用いただきました。
１.沖縄県酒造組合
泡盛 48 酒造所の試飲
沖縄名菓（紅芋タルト等）
の提供びち
２.沖縄県もずく養殖業振興協議会

３.沖縄ハム総合食品株式会社

タコライス／コンビーフハッシュ（トルティーヤ）／
炙り軟骨ソーキの試食
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４.株式会社沖縄物産企業連合

てびち／ラフテー、シークヮーサーエード／
シークヮーサーの試食・試飲
５.株式会社サン食品
沖縄そばの試食

６.株式会社御菓子御殿

７.株式会社黒糖本舗垣乃花

沖縄名菓（紅芋タルト等）

沖縄名菓（紅芋タルト等）

の提供

の提供

３．記念パーティーの模様
記念パーティーは、ザ・ブセナテラスを全館貸切り（11 月 15 日〜16 日）
、ＡＪＳ関係者のみ約 1,000 名
で行いました。プールサイドをメイン会場とし、沖縄の美しい海に夕陽が沈んでいく光景をバックにしな
がら、民謡舞踊や沖縄の特産品を用いた料理を楽しみました。

ホテルロビーのモニュメント

主催者・ご来賓登壇＆田尻会長挨拶

ザ・ブセナホテル メインパーティー会場

ご来賓の皆様と田尻会長
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国分グループ本社㈱ 國分勘兵衛会長 乾杯ご発声

オープニング 「花わらび」による沖縄舞踊

ドローンによる上空からの全体記念撮影の様子

ドローン撮影のパーティー会場

イベントのメインは、沖縄出身のバンド「ＢＥＧＩＮ」によるスペシャルライブです。登場アーティスト
名は直前までシークレットとされていたため、ビッグアーティストの登場に参加者はひときわ喜ばれてい
ました。ライブ後半は大変な盛り上がりとなり、ほぼ全員が自然と曲に合わせて舞い踊るという、ココロ
もカラダも沖縄を満喫できる楽しい催しとなりました。

「ＢＥＧＩＮ」スペシャルライブ

スペシャルライブで盛り上がるご参加者
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パーティーのフィナーレは、ＡＪＳ創立 55 周年および会員企業 55 社にちなんだ約 550 発の大輪の花火
を打ち上げました。思いがけない盛大な花火が上がるたびに参加者からは歓声が上がり、パーティーの華
やかさが一段とアップして感動がピークに達したところでお開きとなりました。

約 550 発の打ち上げ花火

陽が暮れて光の装飾が映えるパーティー会場

この素晴らしい沖縄でのひとときを参加者全員で共有できたことにより、ＡＪＳ関係各位の互いの 絆 が
さらに深まったと確認できる大会となりました。
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【参考：協会概要】
名

称：オール日本スーパーマーケット協会（略称ＡＪＳ）

所

在：[大阪本部]
[東京ｵﾌｨｽ]

AJS はお陰様で 55 周年

大阪府大阪市淀川区西中島 5-14-10-9Ｆ
東京都千代田区平河町 1-1-8-11Ｆ

会

長：田尻

一

創

立：1962 年 7 月 15 日

総企業数：55 社（国内 54・海外 1）
総店舗数：2,239 店舗
総売上高：2 兆 1,113 億円
事業内容：
「知恵の共同仕入れ」を合言葉に、全国の会員各社が知恵を持ち寄り 本格的スーパーマーケ
ット を目指すグループ。会員企業に教育（研修会）
・商品（ＰＢくらし良好）
・情報（情報提
供）を提供するコーペラティブチェーン。
教

育：●スーパーマーケットに特化した「人づくり」
・「店づくり」の研修会（年間 50 回以上／受
講者 5,000 名以上）を実施しています。
●チエッカー（レジ係）の接客力向上を目的にチェッカーフェスティバル（全国大会）を毎
年開催しています。業界内でも有名な大会で 30 年以上続く大会です。

商

品：●AJS グループ共有のプライベートブランド「くらし良好」を開発しています。食品・菓子・
雑貨・日配・生鮮（肉・魚・野菜）
・惣菜の約 700 アイテムを展開し、全国の AJS 加盟ス
ーパーで販売頂いています。

情

報：●良いスーパーマーケット経営を目指し、経営トップ自らが互いの悩みや課題を共有し、知
恵を出し合う交流を毎月開催しています。

そ の 他：●他団体（一社日本スーパーマーケット協会、一社新日本スーパーマーケット協会）と連携
し、スーパーマーケット業界の毎月の販売状況（約 300 社の販売実績）を統計数値として
毎月全国的に公表しています。
以

上

本件に関するお問合せ先
オール日本スーパーマーケット協会 総務部

経営企画グループ

大阪府大阪市淀川区西中島 5-14-10-9Ｆ
■TEL：06-6307-2563

■FAX：06-6307-2579

■E-mail：info@ajs.gr.jp
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