report 企業紹介

うまもん

業界初の登録商標「うまもん」の重みに思
いを致し、漬物の本物の味を追求しながら
自社商品のブランド化に情熱を注ぐ

◎ はじめに
「食の安全・安心」への信頼が大きく揺らぐ
なか、徹底的に本物にこだわり、防腐剤を使わ
ない自然発酵で漬物を作る企業が名勝錦帯橋の
近くにある。商品名を漬物業界で初めて商標登
録し、それを会社の商号とした、うまもん株式
会社だ。
本稿では「登録商標うまもん」を経営の指針

株式会社

とし、この名前に恥じない品質管理とブランド
化に情熱を注ぐ中野社長の経営を紹介する。

◎苦闘の中から生まれた「漬物のブランド化」
中野社長が経営者として醤油醸造や天ぷら油
中野

（なかの

閑 之 社長

やすゆき）

販売に苦闘するなかで辿り着いたのが、漬物の
ブランド化だ。
中野社長は10代・300年続いた家業の「千歳
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醤油」を引き継ごうとしたが、時代の流れには
抗しきれず廃業を余儀なくされた。大手醤油メ
ーカーの進出、料理の多様化、各種調味料の普
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●会社沿革

難となり、合成醤油醸造に切り替えはできるが
「良心」ができなかった。
次に、手がけたのが天ぷら油の販売だ。昭和
38年、㈱オリエンタルを設立。この事業には10

昭和38年 当社前身の㈱オリエンタル設立、天ぷら油
販売開始
昭和48年 うまもん㈱に商号変更、食品製造販売開始
昭和50年 商標登録「うまもん」取得
平成 4 年 岩国市内小学校社会科副読本に推選
平成 9 年 「うまもんツアー」開始
平成16年 商標登録「甘酢白たくあん」取得
平成10年 ｢うまもんつけもの物語り館２号館｣開設
平成12年 同館改装「うまもんレトロ館」として開設

▲当社外観
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年間携わったが、転機はこの間にやってきた。

和50年は中野社長にとって生涯忘れられない年

スーパーマーケットへ毎日出入りするうち、
「自

となった。
「うまもん」が漬物業界では初めて

社ブランドの商品を製造販売したい」という思

登録商標として市場にデビューしたからだ。

いが強まったという。かつて醤油醸造の老舗で
あったプライドもあった。

商標出願後４年の歳月を要したが、
「特許庁
から商標登録確定の通知が届いた時の感慨は忘

ブランド作りの商品を必死に模索する中で見

れられない」と当時を述懐する。弁理士に依頼

つけたのが「中野家自家製の漬物」だ。
「漬物

することが多い登録手続も中野社長自身がすべ

は家庭で作った食文化、
祖母から受け継いだ味、

て行った。このため広島市の発明協会に何度も

これなら必ずブランドになる」と確信したそう

通い、懸命に勉強したという。

だ。

「日本で独占できる商標の重みに思いを致し、
本物の漬物の味を追求し、日本の食文化に寄与

◎経営の指針

したい。決して粗悪品は作らない」と心に誓っ

＜登録商標「うまもん」＞

たという。

登録指標「うまもん」は当社経営の指針であ
り、原点でもある。

＜三点主義＞

「うまもん」というユニークな名前は、昭和

「自社製品が誰からも愛される商品名にな

46年５月誕生した。中野社長自身の発案だ。味

る」
、これを中野社長は正道の経営と呼ぶ。登

の素、ボンタン飴などのように名前を聞いただ

録商標「うまもん」には、①工場が喜んで作っ

けですぐに商品が思い浮かび、そして消費者に

てくれる製品、②営業が喜んで売ってくれる商

瞬時に覚えてもらえる商品のネーミングを考え

品、③消費者が喜んで買って下さる商品、この

抜いたという。いくつかの候補名の中から最終

三つの熱い思いが込められている。

決断の背中を押したのは、奥さんの私も「うま
もん」の一言だった。
昭和48年、
会社の商号を
「うまもん株式会社」

誰が作っても漬物、どんな作りでも漬物、そ
れでは粗悪品の価格競争に終わる、との信念か
らだ。

に変更し漬物製造をスタート。その２年後、昭

▲家業であった千歳醤油の看板
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▲「甘酢白たくあん」

◎当社の特色

原菜洗いに大量に使用される水は、広大な

中野社長の目標は、市場に出回っている漬物

敷地内の７つの井戸からわき出る豊富な地下水

とは一線を画す、本物の漬物だ。価格も安い商

だ。錦川の伏流水が地下30mあまりの岩盤層に

品が氾濫するなか、
独自の価格を堅持している。

滲み込んだ水で、消毒をせずに使えるので、乳

それを可能としているのが、次のような差別化

酸菌等の働きが弱まることがなく、衛生面でも

だ。

清潔な生産環境が保たれている。

＜手間ひまを惜しまない＞

＜原料となる野菜を厳選＞

素材を惜しみなく使い、手間ひまかけて「極

中野社長は漬物作りで最も大切なこととし

限の製品」を作る。
「白菜漬け」の場合、最終

て、
「野菜の素材をいかす」ことを挙げる。こ

段階の本漬が終わるまで最低１週間、
「高菜漬

のため原料となる野菜には厳選した地元産のも

け」では出荷まで実に１年をかけている。
「こ

のを積極的に使用しているが、ヒット商品「甘

こまでしなければ、発酵食品である漬物本来の

酢白たくあん（平成 16 年登録商標第 4841848

味が出ない」という。

号）
」のダイコンは国内優良産地で年間契約し
ている。当地特産堆肥栽培「岩国れんこん」に

＜無添加本造り 15 品種＞本社生産

限り販売にも一役買っている。

防腐剤を使用しない自然発酵による当社独自
の製造法を「無添加本造り」という。当社の自
慢は「水抜き」と「水」だ。

＜小学生へ社会教育の場を提供＞
当社は岩国市教育委員会から「食文化の里」

原菜（漬物の原料となる野菜）の「水抜き」

として市内小学校の社会科副読本に紹介されて

は、
「荒漬・中漬・本漬」と呼ぶ３段階からなる。

いる。数年前から毎年市内の児童を工場に迎え

昔ながらの重石と塩で行う。これらの漬け替え

ている。１回100名以上の児童たちは全工程を

を重ねると、
10トンの原菜が２トン程度になる。

真剣に観察し、
しっかり質問する。
「うまもん」

その後、酵母等の微生物が漬物本来の風味や歯

も試食してもらう。

ごたえを作り出すそうだ。

▲本造りの白菜漬け

学校から届く生徒の感想文には、
「お母さん

▲昔ながらの漬物石を載せた漬物樽
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の漬物とは味が違う」など、感動することも多
く、
経営の貴重なヒントにもなっているそうだ。

かな方向が見えてきた思いだった」ともいう。
平成 12 年には、本社の近くにある「うまも
ん２号館」を「うまもんレトロ館」に改装。錦

＜本社・工場は貴重な観光資源＞
本社・工場は、年間100万人以上の観光客を
集める錦帯橋から徒歩５分の好立地にある。錦
帯橋に近い豊かなわき水の出るこの場所が、醤
油醸造に向いていたようだ。

帯橋の観光コースの一つとして、直接販売のほ
か、カタログ注文の増加、口コミによるファン
の拡大など、成果は着実に上がりつつある。
「錦帯橋の観光客数からみると、さらに集客
増加が見込める」と中野社長は意欲的だ。

本社工場の建物は、
「山口すまい百選」にも
選ばれた築100数十年の内蔵のある本格的木造

◎今後の課題と方向性

住宅。旧商家の雰囲気が今も残る、文化財とし

＜追い風をブランドのステップアップに生かす＞

ても貴重な資源である。

商標登録から 30 年以上が経過し、中野社長
の創業時の志は確実に結実しつつある。取引先

◎錦帯橋を訪れる観光客を迎える
「うまもんツアー」
こうした恵まれた経営資源を生かし、10 年

は全国の生協をはじめ、有名百貨店や自然食品
店、有力スーパーなど、全国に拡がった。ギフ
トとしての販売も増加している。

前から注力しているのが、
「うまもんツアー」
（本
社工場の試食付き無料見学）だ。年間１万人程

＜販売体制の充実＞

度を集め、ブランド化最大の原動力となってい

販売面は「自然に任せている」と中野社長は

る。
「錦帯橋を訪れる観光客を出来るだけ多く

淡々と語るが、
「依頼があればどこでも飛んで

『食文化の里、うまもん』に迎え、本物の漬物

行く」とトップセールスには極めて意欲的だ。

の味と歴史を知ってもらうとともに、岩国再発

また、
「うまもんを知っている山口県民はわず

見に役立ちたい」と中野社長は語る。真剣に工

か２割」と分析している。

場を観察してくれる児童の目の輝きと、全員が

そこで検討しているのが、
「うまもん」の味

必ず書いてくれる感想文がキッカケだった。
「確

を「口コミ」で広めてくれる販売推進者の配置

▲本社工場の中庭より

▲「うまもんレトロ館」外観
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で、県内各市に１人程度を置く予定だ。
３年前に、
「口コミ」効果としか考えられな
い新規取引が、名古屋市内の回転すし屋から舞
い込んだ。そこでは「甘酢白たくあん」をスラ
イスしすしネタに使い、顧客の評判もすこぶる
良いという。
「全く想定外の使われ方だった」
と用途の拡大にも期待している。

◎おわりに
中野社長の好きな言葉は社訓に掲げる「でき

▲工場見学の生徒感想文

るかできないかではなく、やるかやらないか」
である。消費者を裏切る食品偽装事件が相次ぐ
なかで、時代環境に曲げられない食品づくりに
徹し、愚直に本物を追求する中野社長の経営姿
勢は、今後一段と輝きを増すに違いない。

▲社長夫人親戚の作家故宇野千代氏直筆の言葉
〜「漬物が旨ければ一日が幸福です」〜
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