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はじめに

戦後、小売店の対面販売からセルフ・サービス販売（以下、「セルフ販売」と略す）への

転換は、チェーンストア経営とあいまってマス・マーチャンダイジング（大量仕入・大量販

売）を行うスーパーマーケットを生み出した。

日本のスーパーについてはチェーンストア経営を中心にした研究が数多＜ある1ものの、

その前段階にあるセルフ販売の導入過程2については､今少し検討の余地かおるように思う。

囗本初のセルフサービス店は1953 年東京青山の紀ノ国屋であるが、経営者増井徳男氏が会

長となって設立された日本セルフ・サービス協会の雑誌『セルフ・サービス』には数多くの

実践記録が掲載されている3．しかし、必ずしも広く紹介されているとはいえない。

そこで、小稿では、同誌からセルフ販売の際のレジスターを操作する店員のチェッカー・

コンテストを紹介したい。黎明期のセルフ販売で重要な役割を果たしたのはレジスターや

プリ・パッケージ、陳列ケースなどであるが、その中でもレジスター、チェッカーに関して

は研究が少ないと思われるからである4．

以下、チェッカーの誕生、仕事内容、チェッカーコンテストの開催、店舗建築経費に占め

るレジスター、陳列ケースの割合についてみていきたい。

１。チェッカーの誕生

戦後、小売店のレジスターを生産し積極的に販売攻勢をかけていたのは、アメリカのナシ

ョナル金銭登録機（以下、ＮＣＲと略す）である5．同社はもともと金融機関などに会計機

を販売していたが、レジスターの製造・販売もしており、だんだんと売上高が伸び1966 年

頃には会計機とならぶ「二大柱」になっていた6．

同社で最初のチェッカー・トレーナーになった高橋京子氏は、当初手さぐりで日本のレジ

スターをどのように使いこなすか試行錯誤していた。同氏は次のように述べている7。

セルフサービス方式を採用することによって、一番変わるのは勘定場でして。当時大方の

商店では、店の一番奥まったことろ、又は陳列ケースに囲まれた真ん中、そうでなければ天

井からザルなどをぶらさげてご商売をして居られました。

匹 　

(傍 線 、 引用者)という状況であると書かれていました。このあまりの違いに驚きました。

つまり、日米で勘定場の場所が異なっていること、しかもセルフ・サービスを導入した場

合は、客が食料品の数々を山ほど買ってもカウンターで一括精算できること、その際のチェ

ッカーが美しく、正確でにこやかな態度で接してくれるというのである。

実際、｢(アメリカの)チェッカーは、皆レジスターのボタン盤を見ないで間違いなく、し
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かも迅速に登録できるようにタッチ・システムを訓練されてい」て、「年に一度は各州ごと

にチェッカーコンテストが行われていると書いて」あったそうだ8。

日本でも（後述する通り) 1960 年４月25 日に第１回チェッカー・コンテストが開催さ

れ、それはアメリカに４年ほど遅れて開催されたものだという9。

図１は同社のチェッカ・トレーニングの様子である。関西で早い時期にレジスターを導入

した大丸ピーコック経営者は、１号店（1F売場約218 坪）を開店した当時の様子を次のよう

に語っている10。

図 １ ． NCR
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出所：『別冊中央公論（経営問題）』1963 年秋季号、中央公論社、1963 年、差込写真。

タッチ・システム（Toｕch　System)は別に難しいことではありません。タッチ・システ

ムというのはキーを見ないで品物を点検しながらキーを打つわけですが、これはタイプラ

イターと一緒で誰にでもできるのです。私の方でやっていますレジスターは去年の高校卒

ばかりで、本当に素人ですが、ナショナル（NCR一引用者）の大阪営業所で２週間基礎を教

えていただいて、あと２週間ほど実地にやらせまして、都合、約１ヶ月の教育をして店を開

いたわけですが、これもさっき申したように、ちゃんとプログラムは決まってまして、その

通りやればだれでもやれるようになってます11。ナショナルさんに行けばこのプラログラム

をちゃんと教えてくれるわけです。

別に難しい問題ではなく、ただやるかやらんかという問題だけで､ 女の子の能力がどうか

こうかという問題ではありません。

ここから、約１ヶ月（チェッカー・トレーニング十実地訓練）で、キーを見ないでレジを

打つ「タッチ・システム」が習得できることがわかる。 1960年頃レジは３人１組が多かっ

たそうで図２のようであった。　レジの手前がチェッカーで、２番目が現金受け渡し係、３番

目がサッカーである。チェッカーは客の持ってきたカゴから商品を取り出し別のカゴに入
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れてゆく。サッカーがこれを引き寄せて包装する12．

チェッカーは商品と商品単価をさっと見て、レジをなるべく見ないで、空いている右手で

レジのキーを打ち込む。レジを打つ所要時間は、ナショナルでは３品目で20 秒、５品目で

25 秒が標準だという。さらにナショナ片の場合は、チェッカーが現金受け渡しも行うとい

う13．

図２．３人‐ 組のキャッシュレジスター前

出所：倉本初夫・渥美俊一『日本のスーパーマーケット』文化社、1960 年、132 頁。

ところで、チェッカーの仕事を女子店員はどのように理解していたのだろうか。やや時期

が下るが、あるスーパーマーケットの女子店員は勤続10 年ほどで食品関係のレジヤネージ

ヤーとしてパートを含めて約40 名を束ねていたのだが、インタビューに次のとおり答えて

しヽ るＨ。

スーパーマーケットの場合、セルフサービスが基本ですから、専門店と違って、お客さん

と店の人間が接触するところというのは、レジだけですよね。ですから、レジを打つ前とか、

お金を渡すときには､お客さんにキチンと正面を向くようにしているんです。どうしても流

れ作業になってしまいますからね。

打ち間違いをしないためと、そのことをお客さんに報らせる意味で読み上げをしながら

うつようになってますけど、‥。

仕事そのものは､ 流れ作業的にレジを打ち続ける毎日ですから、すごくマンネリ化します

よね。ですから、例えば、レジスターが変わるとか、システムが変わって、新しいやり方を

覚えなければならない、といった変化が刺激になるんです。いまの状態からちょっと違った

ことをやる、というと、やる気というか、面白さみたいなものがありますね。

私は出たことがないんですが、社内でチッカー・コンテストがあるんです。応対の仕方、

笑顔、スピード、正確さ、なんかを競うんですけど、そうしたことも、きっと、マンネリに

陥らないようにと、会社側が考えてのことかもしれませんね。

まあ、むしろ混んでるときの方が、のってきますから、次々にさぱいていくって感じで充

実感はありますよね。お客さんが少ないときよりも。一定の時間で何人打てた、なんて競争
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したりしましてね。

一通りレジ打ちを習得すると、流れ作業の単調さによってマンネリ化するようである。そ

の対策として、会社がチェッカー・コンテストを実施していると考えている。このようにチ

ェッカー・コンテストは従業員のやる気を高めるために開催されるほか、３社が合併して生

まれたジャスコ（現、イオン）のように、従業員同士の相互交流を目的として行われる場合

もあった15。次に節を変えて、チェッカー・コンテストを見てみよう。

２。チェッカーコンテ スト

F1本セルフ ・サービス協会の第１[司チェッカー・コンテストは次のようであった16．

第１回全国日本チェッカー・コンテストは協会主催、N. C. R (ナショナル金銭登録機一引

用者、以下同じ）の後援の下に、(1960 年）４月11 日九州支部予選より、25 日の熱海におけ

る全国大会まで、はなばなしく展開された。

わが国はじめての試みである、このコンテストは、セルフ・サービス方式の重大な要素た

るチェッカーの技術向上をはかり、ひいてはセルフ・サービス店の繁栄をもたらすことを目

的としているものであり、着実な発展を示す協会の意欲的な事業として、会員はもちろん、

内外の注目を集め、その成果が期待されていたものである。

大会目的にのっとり、次のような審査規定がなされた。

第一に正確さを伴ったスピード

第二に正しいチェック・アウト・システム

第三に明るい接客態度

を主眼点として、態度、時間の分野にわけてみる。

態度は親切、明朗、沈着、機敏、誠実の五つにわけ、それぞれ20 点満点とする。

時間はお客から10 品目の入った買物カゴを受けとった時より、おつりを渡すまで。

５度くりかえして行うが、１度でも計算に間違いがあっては失格となる。本年度の時間の

目標としては、6000 号で40 秒、21 号では38 秒ぐらいにおく17。

以上が審査規定の概略である。

ここから、審査の基準に「スピード」「動作の正確さ」「接客態度」があげられていること

がわかる。

まず、全国大会に先だって九州支部、東北支部、中国・四国支部、関東甲信越支部、近畿

支部、北海道でそれぞれ予選が行われた（合計参加人数、約97 名）。結果は次の通りである

18（受賞者名はイニシャルで表示する。以下同じ）。

【九州地区】　　 ＊10店39 名参加

１位　八幡製鉄

２位　八幡製鉄

３位　十合ストア

【東北地区】　　 ＊３店７名参加

K.A

A. M

S.M
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タイム　48 秒　態度

48 秒

56 秒

88点

86点

87点



川立　長食品マート

２位　 まるしん

３位　 鐘畸蒲鉾店

【中国・四国地区】＊９店17 名参加

１位　 三和フード・センター

２位　 高知スーパー・マーケット

３位　 中央フード・センター

【関東甲信越地区】＊23 店26 名参加

１位　 ユニオン・スーパー・マーケット

２ｲ立　伊東ショッピング・センター

３ｲ立　大野屋

３ｲ立　フジミ・ストア

【近畿地区】　　　 ＊７店10 名参加

１位　 舛田商店

２ｲ立　カドヤ本店

３ｲ立　赤のれん

【北海道地区】　　 ＊１店参加

帯広フード・センター

T. H

N. K

M. K

Ｎ

Ｔ

Ｎ

Ｔ

Ｋ

Ｓ

M. A

0.M

0.H

A. Y

u. s

M. Y

Y. R

タイム　40秒　態度

42 秒

50秒

タイム　45秒　態度

49 秒

53秒

タイム　47 秒　態度

56秒

57. 5秒

57秒

タイム　51秒

51 秒

55 秒

S. M　　タイ ム　無審査

90点

81点

83点

84点

83点

82点

81点

84点

80点

59点

態度84 点

81点

80点

次に、予選を勝ち抜いた者が本選に進み、結果は次の通りであった。ｲ憂勝者には大銀盃が

渡され、全員に純金製ネックレスが送られた。優勝者は、27 歳、男女２人の子をもつ母親

で、他の参加者も多くが20 代の女性であった19．

＜本選＞

優勝

準優勝

八幡製鉄

ユニオン・スーパー・マーケット

K.A　　タイム

M.A

42 秒　態度

47 秒

85点

85点

第 １回日本チェッカー・コンテ ストは全部で約100 名の参加があったが、第 ３回(1962 年

３月 ）には、九州38 名、中国・四国27 名、近畿36 名、中部・北陸23 名、関東甲信越21 名、

東北・北海道22 名の合計167 名の参加者であった20。第 ５回(1964 年 ３月）は354 名の参

加者 となった21。第10 回(1969 年 ３月）は合計3,419 名 が参加し、その数は第１［回と比べる

と約35 倍となり、第 ５回と比べても約10 倍と急速に増えている22。また、第10 回と同じ

年の ４月 に、日本チェーンストア協会（中内功会長）でも、第１回チェッカーコンクールが

開催 され22 社、6, 359 名が参加しており、参加企業は東亜、西川屋チェーン、西友ストア

ー、灘神戸生協、十和、魚力、ジャスコ、ユース、藤越、ダイエー、溯上丸栄、ニチイ、マ

イマ ート、サンコー、いづみや、ほていや、清水商事、関西スーパー、キンカ堂、ヤマナカ、

オー ケー、タイホーであった23。

日本セルフ・サービス協会の第10 回24の全国大会参加者は18 名で、北海道代表の日鋼生

協 （H.K）、札幌フード(M.  F)、東北代表の一戸ストア（U.Y）、同（H.S）、関東甲信越代表の

清水フード（F.T ）、オリンピック Ｂ・Ｃ『Ｇ』）、清水フード（N.T）、中部代表の高蔵寺農協
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(N.M) 、同(I.  s)、北陸代表の近江町センター(K. N)､近畿代表の灘神戸生協(S. M)、同(M. A)、

同(H.  T)、中国四国代表の山口中央生協(K.  M)、出雲生活センター(K.M) 、九州代表のタイ

ホー(U.  M)、太陽ストア(1.S) 、宮田センター(A.  S) であった。

さらに、連続 ５回以上出場企業24 社が次の通り紹介されている。

北海道支部＝王子サービスセンター、そとざきマート。ホリタストア、

東北支部＝一戸( いちのへ) ストア、長武田、丸昌、東京セルフコーナー、

関東甲信越＝長屋商店、オリンピックショッピングセンター、サンマート、清水フード、

鈴木屋、イトーヨーカ堂、

中部・北陸支部＝ほていや、

近畿支部＝灘神戸生協、ピーコック、武庫スーパー、ニチイ、関西スーパー

中国四国支部＝三和ストア、

九州支部＝博商、タイホー、大越、玉屋、太陽ストア

また、特別功労企業 として、八幡生協、ほていや、イトーヨーカ堂、が表彰 されている。

結局、第10 回大会では、次のとおり受賞者が決定した(得点の内訳は不明)。

優勝

準優勝

第３位

第４位

一戸（いちのへ）ストア

灘神戸生協

タイホー

札幌フード

U. Y

H.T

U.M

M.F

489 点

483. 5点

461. 5点

点不明

以上、第１［目と第10 回を中心にみてきたのだが、これをまとめると、第凵こチェッカー

コンテストでは「スピード」「動作の正確さ」「接客態度」が重視されていた气 第２に、参

加者数が第５回から第10 回にかけて約10 倍の3, 419名と急激に増えていることから参加

企業が増えたことがわかる。ただし、第10 回時には日本チェーンストア協会も同様のコン

テストを開始しており、その数は6, 359名と倍近い参加者数となっており、今日の大規模ス

ーパーが多数含まれていた。しかも、２つの協会に重複して参加している企業（タイホー、

灘神戸生協气 関西スーパーなど）も見られた。

３。スーパーマーケット建築時の初期投資にレジスター、什器が占める割合

『セルフ・サービス』（第６巻第７号、1963 年７月）には、「知っておきたい セルフサー

ビスの基礎知識」特集があり、「スーパーマーケットを建築するにはどのくらいの費用が必

要ですか」という問いに対して、「近代的スーパー・マーケットでは本来の設備の他に楽し

く買物をさせるための諸設備、バック・グランド・ミュージック、冷暖房設備、美しい床な

どが必須のもの」であると説き、「最近東京郊外で新築したスーパー・マーケットの場合の

実例」を次の通り紹介している27．

・１部２階建平屋144 坪、１部軽量鉄骨、１部重量鉄骨 に の部分64 坪)、

売場面積114 坪のスーパーマーケット

建築費概算(円)

建物関係　　　　　　　　　　　　1, 200, 000円
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電気工事，給排水　　　　　　　　2, 000, 000円

冷蔵関係　　　　　　　　　　　　2, 500, 000円

備品

レジスター（4 台コインディスペンサー付）

2, 720, 000円

ケース類（冷凍ケースを含む）　7, 000, 000円

バック・グランド・ミュージック　　140, 000円

自動車（２台）　　　　　　　　　1,000,000 円

ここから、土地代は別にして、建築費だけみると、合計1,656 万円（100%）で、うちケース

類が約42. 4% 、レジスター韵16. 5% で合わせて約６割を占めている。あとは、冷蔵関係約

15％で店舗の電気･水道､内装工事にはほとんど費用をかけていないことがわかる。つまり。

ここから（食品中心の）スーパーマーケットは、お客が店内を自由に回って自分の好きな商

品をレジカゴに入れて、レジで一括精算するセルフ販売の店舗であるため、どうしても陳列

ケースとレジスターが重要な役割を占めることになることがわかる（プリパッケージ＝事

前包装は商品陳列で重要になる）。実際、同誌の広告にはこうした業者のものが圧倒的に多

かった。

おわりに　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ’

日本初のレジ・チェッカーの仕事は当初アメリカのセルフ販売資料をもとに手さぐりで

始まったものの、ＮＣＲが約２週間指導し、実地に２週間、計約１ヶ月でキーを見ないでボ

タンが押せるタッチ・システムを身につけることができた。さらに、日本セルフ・サービス

協会(1958 年創立）のチェッカー・コンテスト全国大会もアメリカに遅れること４年で開

催にこぎつけている。コンテストは毎年行われ、第10 回(1969 年）で3,419 名の参加とな

っている。一方で、日本チェーンストア協会(1967 年創立）のチェッカー・コンクールが初

めて開催され6, 359名の参加者を集めている。

ところで、この２つの大会の両方に参加して好成績を収めた灘神戸生協は、なぜチェッカ

ーコンテストを重視したのだろうか。最後にこの点を確認しておきたい28。

まず、1961年２月、５月と相次いで開店した同生協のスーパーマーケット方式の店を、客

の、とある組合員は自動開閉扉､出口の入口の違い､陳列ヶ－スによって「つい買いすぎる」

「忘れたものを思いつく」ありがたさ、豊かな社会のよりよきシンボル、と見なした。特に

「それまでご用聞き（宅配職員一引用者）に勧められた物を買う毎日だったのに、たくさん

ある品物の名から選んで帰る喜びが大きかった」という。

おかげで「改造前のフードセンター当時の芦屋店の月間供給高は二百数十万円であった

が、スーパー方式に衣替えした後の三十六(1961) 年十二月には一千万円を超えた。そして

翌年十二月には、一千五百万円もオーバーした」。

ここから、同生協はセルフ販売をいち早く取り入れ､ 売上高もそれ以前の約４倍以上に伸

ばしたことがわかる29．そもそも、同生協がセルフ販売を導入したきっかけは、人件費の高

騰で宅配の男子職員が雇えず、一方で宅配に不向きな中高年職員のための新しい職場づく

りのためであった。
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同生協は「チェッカー（レジ係）の教育に力を入れ、1962 年から日本セルフサービス協

会主催の『全国チェッカーコンテスト』に参加し、団体、個人とも毎年のように優勝する実

力を示し、チェッカーの職業病が問題になる1972 年まで続けた。品物を見て正確に早くレ

ジが打てるだけではなく、その間の客との応対ぶりを競うもので､ 店のサービスぶりのバロ

メーターでもあった」。

灘神戸生協の場合、チェッカーに若い女性を採用し、店のサービスを向上させ、セルフ販

売による売上高の増加を促進し、宅配から店舗販売を積極的に増やしていったのである。こ

こに、チェッカーのプロモーション（販売促進）的役割が凝縮されているようにみえる。

(脚注)

ｌ さしあたり、鐘井輝「わが国におけるスーパーの誕生－セルフ・サービス方式導入の背景と

その意義一」（尾崎久仁博・神保充弘編著『マーケティングへの歴史的視角』同文舘、2000

年）、岸本徹也 冂ﾖ本におけるスーパーマーケット研究の系譜と展望」（『マーケティングジャー

ナル』第109 号、2008 年６月）が詳しい。

2セルフ販売からスーパーマーケットへの展開過程については、青木均『小売営業形態成立の理

論と歴史』（同文舘、2020 年）が詳しい。同書は商業論と商業史の融合を試みつつ、黎明期の

スーパーマーケットの動向を（社史・業界誌等の利用を通じて）丹念に掘り起こした。戦後商

業史の先駆的な研究といえる。

３通説では、日本初のセルフサービス店は紀伊国屋、スーパーマーケットは九州小倉の丸和フー

ドセンターと言われている。安土敏氏は、「内食材料提供業」としてのスーパーマーケットには、

セルフ・サービスとチェーンストアの２つの特徴かおるとい う（安土敏『日本スーパーマーケッ

ト原論』ぱるす出版、1988 年、27-33 頁）。実際、それを裏付けるように、日本セルフ・サービ

ス協会が1958 年に創立され、日本チェーンストア協会が1967 年に創立されている。

（安土敏氏が）「関係者に聞いたところ、日本セルフ・サービス協会では、後になって『セル

フサービス』とい う販売方式について協会ができている奇妙さと不便さに気がついたので､40 年

代にいくどか主管官庁に、日本スーパーマーケット協会に変 わりたい旨打合わせましたが、『セ

ルフサービスのほうがスーパーマーケットより広い業種を対象にしうるのだから、何もいまさ

ら範囲を限定せずともよい』ということで、今日に到ったのだそうです」（同書、30 頁）。

４近年のPOS レジ、セルフレジなどを含めて、レジチェッカーの実務については、浜田和江

『すぐ分かるレジチェッカーの仕事ハンドブック』（商業界、2017 年）が詳しい。 NCRを中心と

したレジスターの歴史研究については飯塚陽介氏の一連の研究がある。すなわち、同「両大戦

間期における百貨店への金銭登録機の導入一各売場別出納制の導入と女性店員の進出」『帝京経

済学研究』第51 巻第１号、2017 年12 月、同「両大戦間期日本におけるナショナル金銭登録機

（NCR）の販売活動一販売手法の導入と現地適応」『帝京経済学研究』第50 巻第１号、2016 年12

月、同「両大戦間期『地方』における機械工業の正当化一日本金銭登録機を題材として」『帝京

経済学研究』第49 号第１巻、2015 年12 月。一方、スーパーの女性パート労働については、本

田一成氏の一連の研究かおる。さしあたり、圜『主婦パート　最大の非正規雇用』（集英社新

書、2010 年）があり、近年はスーパーの労働組合まで分析対象を広げた、圜『チェーンストア

の労使関係』（中央経済社、2017 年）など多数あり。

5同社は戦前から日本に進出していた。日本の国産金銭登録機は1920 年実業家の藤山愛一郎がア

メリカで「金銭登録機が商店の近代化に特に必要な事を痛感し、国産金銭登録機の生産、販売を

目的として資本金13 万円の日本金銭登録機の設立、静岡県大仁工場で生産を開始した」時に始

まる。この時期にＮＣＲの製品は日本に輸入されっつあった。しかも、藤山の会社とＮＣＲは技

術提携を結んでおり、同社は販売も担当していた
Ｏ
戦後は藤山の会社が日本ナショナル金銭登録

機と商号変更し(1946 年７月）、実質的にＮＣＲの日本支社となっていく（日本ナショナル金銭

登録機『新株発行目論見書』1959 年９月、６頁）。

６谷内正往「日本におけるセルフ･サービスの源流一雑誌『セルフ・サービス』(1958-1964) を
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手がかニ ニ ヨ本消費経済学会全国大会報告レジュメ、オンライン報告、2020 年８月22 日、

4-5 頁。

７高橋京子 ’チェッカー・トレーナー誕生」長戸毅『流通革新一日本の源流』同友館、1991

年、240 頁ｴ

8同前、241 頁、

9 「･･35 (1960 年）４月25 日には、待望の第一回チェッカー・コンテストを開催する運びと

なりましたご･ 夢かと思っていたことでしたが、米国に遅れること４年で実現したことになりま

す。米国における第一回目の「CHECKER　OF　TER　YEAR 」は、1956 年（31 年）に始まっており

まして、その最初の優勝者は、A&P（カリフォルニア）のマリー・アカルヴァー夫人でした。こ

の時は､二週間のハワイ旅行とミンクのストール､その他豪華な商品をいただいたようです」（同、

244^245 頁）。

10　「ピーコックストア香里店」『セルフ・サービス』第５巻第４号、1962 年４月、13 頁。「大阪

地区は東京に次ぐ代表的都市であるが、公設市場の力に押されて、食料品店の力は弱く、下って

昭和36 年本格的スーパー・マーケット、ピーコックストアの出現まで、食料品業界には、セル

フ化は見るべきものがなかった。現在大阪地区に大型スーパー・マーケットが目立つゆえんであ

る」（長戸毅『スーパーマーケット』日本能率協会、1963 年、p 132)。

「セルフ・サービス発展初期は、八幡製鉄分配所の400 坪にもおよぶ大規模スーパーを含む大

転換と、久留米における十合ストアというセルフ・サービス百貨店の出現をもって終わる」（『司

前』。

11当初からチェッカー・コンテストで優秀な成績をあげていた灘神戸生協では「チェッカーが

不安になって、一度でも数字盤を見て打つと、もうタッチシステムは二度とできなくな」る。

だから担当者は「間違っても仕方ない。早く指に覚え込ませろ」と激励した（灘神戸生協協同

組合毎日新聞社神戸支局編『コープさん一灘神戸生協の60 年』毎日新聞神戸支局、1981 年、

22-23 頁）。

12倉本初夫・渥美俊一『日本のスーパーマーケット』文化社、1960 年、132 頁。

13同前、130-131 頁。

14［仕事］編集委員会編『物を売る仕事（インタビュー［仕事］の世界13 ）』日本経済評論社、

1986 年、15一17頁。

15「チェッカーにはスピードと正確さを加え、笑顔とマナーが要求された。昭和44  (1969) 年４

月８日、第１［目ジャスコチェッカーコンクール全国大会がジャスコ本部で開催された。出場した

40 名の選手は、いずれも厳しい地区予選を勝ち抜いてきた精鋭で、各地区、各社の名誉をかけ

て熱い戦いを繰り広げた。現在のようにバーコードスキャンではなく、すべて１品１品、商品コ

ードと金額をレジスターに打ち込む方式であった。会場はまるで機関銃の音が飛び交う戦場の

ような騒ぎであった。当時のレジスターは重いタッチの機種もあり、休みなく打刻を続けると腱

鞘炎を発症する恐れがあった。レジスターメーカーは少しでも軽いタッチの機種の開発に力を

注いだ。その後レジスターの機能が向上し必ずしもスピードを競う必要性がなくなったため、昭

和48 年第６回全国大会をもってチェッカーコンクールはその役目を終えることになった」（『ジ

ャスコ三十年史』ジャスコ株式会社、2000 年、126 頁）。

16　『セルフ・サービス』第３巻第３・４号、1960 年４月、31 頁。

17 6000号は「百貨店、官庁」向けで部品は米国から取り寄せ国内で生産している。 21号は

「一般小売店」向けで約6 ％の輸入部品を除きすべて国産である（前掲『新株式発行目論見

書』７頁）。

18　『セルフ・サービス』第３巻第３・４号、1960 年４月、31 頁。

19同前。

20　『セルフ・サービス』第５巻第４号、1962 年４月、19 頁。

21　『セルフ・サービス』第７巻第４号、1964 年４月、８頁。

22　『スーパーマーケット速報（以下、『速報』と略す）』第1084 号、スーパーマーケット速報

社、1969 年３月22 日、3-5 頁。

23　『速報』第1094 号、1969 年４月15 口、４頁。

24以下、第10 回については、『速報』第1084 号、3-5 頁による。

25第５回全国大会では、審査員の一人主婦連合会勝部氏は「正確さ」と「愛嬌」を重視すると
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述べた（『セルフ・サービス』第７巻第４号、1964 年４月、８頁）。

26同事業所は上位入賞の常連であった（灘神戸生活協同組合編『灘神戸生協50 年の歩み』同組

合、1971 年、146-147 頁）。

27　『セルフ・サービス』第７巻第６号、1963 年７月、48 頁。

28 以下、灘神戸生協については前掲『コープさん～灘神戸生協の60 年』18-25 頁による。

29対面販売からセルフ販売、そしてマス・カスタマイゼーションヘとつなげて顧客対応を議論

したものとして、遠藤誠二「セルフ・サービス・ソサエティ：カスタマイゼーション3.0 に向

けて」（『東海大学紀要観光学部』第６号、2015 年）がある。
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