report 企業紹介

「天ぷら一筋」半世紀、あつあつの
天ぷらをとおして地域に貢献する

◎はじめに
西海食品株式会社は、山陽小野田市に本社工

せい かい

西海食品株式会社

場を置き、天ぷらの製造、販売を営む企業であ
る。現社長の藤田悟氏は、創業者である父安次
郎氏（故人）の三男で、平成 10 年、本社工場
の新築移転とともに４代目の社長に就任した。
本稿では、山口県の地場産業の一つである水
産ねり製品業界のなかで、
「天ぷら」に特化し、
その本当の美味しさを追求する藤田社長の事業
経営について紹介する。
藤

田

（ふじた

悟

社長

さとる）

◎あつあつの天ぷらを広めたい
藤田社長の経営には「あつあつの天ぷらを一
人でも多くの人にタイムリーに提供したい」と

●会社概要
所 在 地：山陽小野田市津布田 2634 − 1
年

商：758 百万円（平成 17 年 6 月期）

設

立：昭和 36 年 10 月

ねり製品メーカーの多くが、一つのすり身から
かまぼこ、ちくわ、天ぷら、つみれなど、複数
の商品を製造しているのに対し、当社は天ぷら

資 本 金：1,000 万円
従業員数：約 50 名
事業内容：水産練り製品

いう熱い思いが貫かれている。このため、水産

製造販売

直 販 店：「浜のてんぷら屋」（本社敷地内）
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.tenpura.jp/

一筋に半世紀、石臼と杵ですり身を丹念に練り
上げる「石臼仕込み」という昔ながらの製法を
頑なに守り続け、今日へと至っている。
「石臼仕込み」へこだわり続けるのは、出来
上がった天ぷらの腰が強く、噛むほどに味が出
て、素材が持つ微妙な食感を味わうことができ、

●会社沿革
昭和 28 年 下関市にて、藤田安次郎個人創業
昭和 36 年 西海食品株式会社に改組し、山陽
小野田市（旧山陽町）埴生に本社
工場移転
藤田安次郎

代表取締役就任

昭和 50 年 本社工場新築
藤田幸子

代表取締役就任

昭和 58 年 藤田勝己

代表取締役就任

平成 10 年 藤田悟

代表取締役就任

現在地に、本社工場新築移転
平成15年 「浜のてんぷら屋」開業
「本社外観」
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すり身を丹念に練り上げているので、いったん

の開発を進めていた矢先、創業者の初代社長が

冷めても、火であぶれば、できたてのぷりぷり

他界した。それは、今の一つ前の工場の新築完

感が見事によみがえるからである。

成（昭和 50 年）と重なった。創業者がいなく

西海食品の天ぷらは「少し硬い」というお客

なり、社内体制を再構築する必要があったこと

様の声もあるが、藤田社長は「これが石臼仕込

から、当時大阪にいた三男の悟氏が急遽帰郷し、

みで作った天ぷらの特徴である」と、製法への

経営に加わった。
「他社がやらない隙間を狙っ

こだわりは人一倍のものがある。なお、原料の

た」商品開発に特に注力するようになったのは、

すり身については、北海道近海で水揚げされる

この時期からである。

スケソウダラを主体としている。

◎消費者のニーズを把み、ヒット商品が
誕生
＜夏場に売れる商品の開発＞
最初に手掛けたのが、夏場のビールにぴった
り合うファーストフード感覚の天ぷらで、昭和
50 年代前半、
「ビール党専用つきだし」という
ユニークなネーミングで発売した。スモーク風
味とピリ辛感を出すために、作業工程は通常の
商品よりも随分と手間がかかるが、その分美味
しく仕上げることができた。また、発売当時は
珍しかった一口サイズにカットしたことも消費
者に支持され、業界で一目置かれるヒット商品
となった。
「石臼仕込み」

＜「セットもの」という販売アイデア＞
次いで、昭和 60 年代前半、当時増え始めて

◎創業者・父親の死が商品開発に注力する

いた主婦のパートタイマーの買物時間を少しで

転機に

も短くするため、おでんのパッケージを工夫す

当社も昭和 40 年代までは、スーパーマーケ

ることに着目した。当時のスーパーマーケット

ットなどの量販店に、丸天、角天、ごぼう天な

では、おでんの具が単品で並べられていること

どのねり製品の揚げ物を専門に納める、ごく普

が多く、３個 100 円といったバイキング方式が

通のメーカーであった。業界には、従来から季

流行っていたが、買い揃えるのに結構手間がか

節間による繁閑という課題があり、当社も例外

かった。そこで、必要人数に応じた分量を最初

ではなかった。それは、冬場はおでんの具とな

からパッケージした「セットもの」のおでんを

る天ぷらの注文が急増し、繁忙な日が続くが、

販売したところ、多忙な主婦層を中心に大変喜

夏場は天ぷらの需要が減り、昼過ぎには一日の

ばれたそうだ。

仕事がほぼ終わることが多いというものである。

＜季節の旬の食材を利用＞

この課題を解決するため、夏場に売れる商品
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次いで、季節の旬の素材を天ぷらの具材に取

り込む
「季節の野菜天」
を売り出した。今でこそ、

のものであり、流通コストや小売マージンを削

どこのメーカーでもやっていることだが、天ぷ

減し、収益向上にも寄与している。

らの中身が１年を通して同じだった当時、
「季
節の野菜天」は大きな反響を呼んだ。

また、近隣にある介護施設の入居者や本社近
くの割烹旅館へ宿泊されたお客様などが、マイ
クロバスで立ち寄られるなど、予想以上の好評

◎大手コンビニとの取引に成功
＜主要取引先の情報がきっかけ＞

を博している。
現在、
「浜のてんぷら屋」に続く２店目の直

当社の主要取引先の一つに、
ヤマエ久野㈱
（福

販店開設に向けた準備が進められている。開設

岡市：卸売業）がある。ヤマエ久野㈱との取引

地は本社工場からすり身を搬送する関係もあっ

は随分長く、天ぷらの原料に使うでん粉の購入

て、下関市から宇部市のエリア内での開設を予

や商品配送等の物流業務等を委託していた。そ

定している。

うした関係から、約 20 年前、コンビニエンス・

なお、今後開設する直販店は、立地条件に応

ストア（以下、コンビニ）への事業参入の商談

じた品揃えをする方針で、繁華街の店舗はファ

を持ちかけられた。

ーストフード感覚を重視した商品、ロードサイ

当時は、全国的にコンビニの出店ラッシュ、

ドの店舗は手土産風の商品、商店街の中の店舗

品揃えの充実が進められていた背景もあって、

は惣菜タイプの商品をそれぞれ主体に品揃えす

大手コンビニへの納入話はトントン拍子に成立

る意向である。

し、主要販売先として現在に至っている。

＜シルバー層へのサービスを展開＞
当社はシルバー層向けのサービスには様々な

◎業界を巡る環境変化へ対応
＜地元密着型の直販店の開設＞

工夫をこらしている。
また、天ぷらに限らないが、小細工をせずに

スケソウダラの漁獲量が減少するなか、原料

昔どおりのやり方で作られる食品を作り続けた

価格は高騰している。また、食生活の多様化、

いという考えから、昔ながらのできたての天ぷ

人口減少等から、ねり製品の市場は縮小を余儀
なくされている。こうした環境変化に対応し、
当社では大手メーカーが取り組まないような隙
間を狙った新たな需要の開拓に注力している。
その一つが地元密着型の直販店の開設である。
平成 15 年 12 月、本社工場敷地内に直販店の第
１号店「浜のてんぷら屋」をオープンしたが、
これは地域の高齢化が進むなか、かつての天ぷ
らの味に慣れ親しんだシルバー層の需要掘り起
こしにも一役買っている。直販店は、藤田社長
の事業コンセプトである「あつあつの天ぷらを
味わって頂く」ことができるように、来店され
たお客様の様子を見ながら揚げていく厨房付き

「浜のてんぷら屋」外観
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ゴールドカード会員は、シルバーサービスデ
ーに限らず、いつ来店しても全商品を１割引で
購入できるサービスが受けられる。現在、「ゴ
ールドカード」を保有する会員数も多数にのぼ
る。

◎地域貢献と今後の方針
＜地産地消の一層の促進＞
当社は地産地消の促進にも積極的に取り組ん
でいる。その一つとして、数年前より、山口県
産のオリジナル野菜、はなっこりーを用いた天
ぷらの消費拡大に取り組んでいる。藤田社長は、
「はなっこりーは魚肉との相性がよく、風味や
「浜のてんぷら屋」店内

食感も天ぷらの食材として最適」と、はなっこ
りーを高く評価している。

らの美味しさを良く知る高齢者を大切にしたい
という思いも非常に強い。

はなっこりーは、スーパーマーケット等で買
えば１束 300 円前後する高級野菜であり、その

そこで、当社は毎月１のつく日をシルバー

天ぷらの美味しさを多くの人に味わって頂くに

サービスデーとして、当日、
「浜のてんぷら屋」

は、仕入れコストの削減が課題となっていた。

に来店された 65 歳以上のお客様には全商品を

そこで、藤田社長は、全農（ＪＡ）から直接購

１割引で販売している。また、
「チャレンジカ

入する交渉を行った。また、山口県などの行政

ード」という特典付きのスタンプカードも作っ

機関に対して、
「はなっこりー天ぷら」を新た

ており、スタンプが３個たまると、
「ゴールド

な加工食品として学校給食に使うなどの提案も

カード」会員証を発行する。

行い、地産地消の促進にも熱心である。

「チャレンジカード」

「ゴールドカード」
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「はなっこりー」

＜「長州ブランド」の浸透へ向けて＞

なお、
「長州揚」のネーミングで販売する同

ねり製品の揚げ物で、全国ブランドの商品と

業者は防府市や萩市などにもあり、西海食品の

いえば、
「さつま揚げ」の名前が一番に上がる。

独自ブランドではないが、むしろ、県内業者が

特に、関東地方では日常の食生活に浸透してお

一体となって、｢ 長州揚 ｣ のネーミングでブラ

り、藤田社長が関東地方で自社商品の紹介をし

ンド化を推進する必要があると考えている。

ても、
「西海食品さんは「さつま揚げ」を作る
メーカーですね」とよく言われるとのことであ
る。

◎おわりに
「特に他社と変わったことをやっているつも

「さつま揚げ」は、長年の経営努力の末に生

りはない」が藤田社長の口ぐせである。また、

まれた、柔らかさ、甘さ、鹿児島の地酒の風味

大阪在住の経験がある藤田社長は大の漫才ファ

などを兼ね備えた最高のブランド商品で、原材

ンでもあり、心和ませるユーモアを大事にする

料の高騰に対しても確固たる経営を続けるメー

精神がユニークな商品のネーミングや販売アイ

カーが少なくない。

デアを考案する源泉となっているようである。

そこで、
「さつま揚げ」へ対抗できる山口県

「天ぷらをとおしたさらなる地域貢献」に加

のブランド商品を何とか育てたいという事業目

え、｢ 長州揚 ｣ ブランド化という大きな事業目

標を藤田社長は掲げている。そのブランド名が

標の実現に向けた藤田社長の今後の活躍に期待

｢ 長州揚 ｣ であり、
「地元の野菜や食材を盛り

したい。

込んで、石臼で丹念にひき、しっかりとした食

（中村

滋）

感のある惣菜に近い天ぷら」をブランドのイメ
ージとして考えている。

「長州揚」（当社パンフレットより）
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