report 企業紹介

地域固有の食文化の継承を担いつつ、
新たなオンリーワン弁当の開発に
挑む老舗駅弁業者

◎はじめに
鉄道での長旅に欠かせない「駅弁」
。車窓の

小郡駅弁当株式会社

風景を眺めながら、各地の食材で彩られた駅弁
を食せば、旅の気分が盛り上がり、旅情が掻き
立てられる。
創業以来100年余りの間、その駅弁をはじめ
各種の弁当をつくり続けてきたのが、本稿で紹
介する小郡駅弁当㈱（山口市）だ。
昨年７月には、県内の同業２社と合併。今年
６月に就任したばかりの新社長・國森氏のもと、
厳しい業界内での勝ち残りをかけ、次なる一歩
を踏み出した当社の現状を追った。

國森

武德

社長

（ くにもり・たけのり ）

●会社概要
所 在 地：山口市小郡下郷 1329-17

◎駅弁の製造・販売を始めて100年超の老舗
当社は、弁当の製造販売業者として明治43年
に創業した「かしべ」を前身とする。戦時下の

年

商：4 億 58 百万円（平成 22 年 3 月期）

昭和18年には、国鉄退職者を役員に迎えて、
「小

設

立：昭和 18 年 2 月

郡駅弁当」を設立し、小郡駅（現・新山口駅）

資 本 金：15 百万円
従 業 員：72 名（平成 23 年 9 月末現在）
事業内容：駅構内販売用弁当、会席・行楽・催
事用弁当及び寿司類の製造・販売、
うどん店・軽食喫茶店の経営
工

場：弁当調製工場（山口市）

Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.ekiben.or.jp/ogouri

の北側に駅前食堂を出店した。その後、国鉄か
ら小郡駅構内における駅弁の販売を許可され、
昭和40年代にかけて、長距離旅客へのホームの
立ち売り等で事業を拡大してきた。これまでに、
合計50種類以上の多彩な駅弁の開発を手がけ、
山口県を訪れた旅行客やビジネスマンらを楽し
ませてきた。
当社は現在でも、駅弁１をはじめとする各種
弁当・寿司類の製造・販売を主力事業とする。

●会社沿革
明治43年

「かしべ」として創業

昭和18年 2 月 ｢小郡駅弁当」を設立(資本金8万円)
昭和35年 4 月 ｢かしわめし」を販売開始
平成 4 年 9 月 資本金15百万円に増資
平成12年 4 月 新社屋、新工場竣工、操業開始

駅弁の販売場所は、ＪＲ新山口駅等の駅構内の
売店・飲食店を主体とし、同
駅を始発とする観光列車ＳＬ
「やまぐち」号の運転日には

平成17年10月 全日本空輸㈱向け機内食を提供開始

発車時刻に合わせてホームで

平成22年 4 月 下関駅弁当㈱(下関市)、徳山駅弁当㈱
(周南市)を子会社化

の台売りも行う。駅構外での

平成22年 7 月 下関駅弁当㈱、徳山駅弁当㈱を吸収
合併

駅弁販売は、百貨店の催事に

平成23年 3 月 ｢長州さくら弁当」を発売開始

１
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▲駅弁マーク

社団法人日本鉄道構内営業中央会への加盟業者には、駅
弁の包み紙やパッケージ等に「駅弁マーク」の表示を許
可。交通新聞社が毎月発刊する「ＪＲ時刻表」に主要な
駅弁名が掲載。
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おける実演販売などがあるが、ごく限定的。駅

それよりもやや甘めの味付けですっきりとした

弁以外では、山口国体等のスポーツ大会や各種

後味に仕上げている。スプーンが添えられてい

イベント向けの弁当・オードブル、慶事や仏事

るため、子どもでもこぼさずに食べやすく、幅

向けの会席料理といった各種弁当も幅広く手が

広い年齢層から支持を受け、炊き込みご飯だけ

けている。

買いに来る地元の常連もいるほどだ。

また、当社は、昭和30年に小郡駅構内にうど
ん店を出店して以降、飲食店経営にも携わり、
２

県内６つの駅構内で合計12店舗 を運営する。

市場規模の縮小が続く駅弁業界において、そ
うした定番商品が当社の営業基盤を下支えして
きた。一方、その時々で話題のテーマに沿った
企画弁当を開発し、新味をもたせてきた。

◎ロングセラーの定番商品は「かしわめし」

例えば、小郡駅が新山口駅へ駅名改称された

当社の駅弁は全部で10種類（注文弁当や季節限

直後の平成15年11月には、地元テレビ局の番組

定の弁当を除く）
。いずれも作り置きは一切せず、

内で企画された「鉄道伝説」を発売した。宇部

女性を中心とする従業員が丁寧に手作りする。

全日空ホテルの総料理長がプロデュースし、周

弁当の中身で当社が特にこだわるのは、
「駅弁

東町（現岩国市）産の高森牛のローストビーフ

の味を決定づける一番の素材」とされる米だ。県

等を入れた本格派の洋風弁当だ。18年10月には、

内産の「ひのひかり」
（無洗米）を100％使用し、

映画「長州ファイブ」の公開に合わせて、「長

活性水に１時間浸した後に炊き上げ、温度管理に

州ファイブ」を発売。幕末期に英国へ留学した

注意するなどして、ご飯に輝きをもたせ、冷めて

伊藤博文ら５人の長州藩士を、ふぐ、鯨、アン

も炊きたてに負けない美味しさを保っている。

コウ、うに、明太子の海産物にみたて、容器の

各種駅弁の中で、50年以上にわたる看板メ

ヒモを引いて温める加熱タイプの弁当として販

ニューが「かしわめし」だ。かしわめしといえば、

売した。そして、目下の売れ筋駅弁が、今年３

北九州エリア（中でも折尾駅）の駅弁が有名だが、

月の九州新幹線の全線開業に合わせて開発した
「長州さくら弁当」だ。下関のふぐや鯨に加え、
薩長同盟

をキーワードに観光交流の進む鹿

児島県産の黒豚といった高級食材を贅沢に使っ
た弁当で、新たな定番弁当となることが期待さ
れている。

◎厳しい業界環境下、県内の同業2社と合併
駅弁は全国に２千種類以上あるとされ、大手
百貨店での地方の駅弁を集めた催事は、集客の
▲かしわめし
鶏がらスープで出汁をとり、ゴボウを混ぜ込んだ炊き込みご飯に、鶏肉のそぼ
ろ、錦糸卵、海苔が綺麗に３色に分かれた状態で並べられたベーシックな弁当。
２

新山口駅の５店舗は、駅構内のキヨスクやコンビニを経
営する㈱ジェイアールサービスネット広島（西日本旅客
鉄道㈱の子会社）との委任契約。その他、徳山駅３店舗、
光・新南陽・下関・新下関駅に各１店舗の合計12店舗。

目玉の一つとなっている。しかし、鉄道の高速
化に伴って車内での食事ニーズが低下したこと
に加え、航空・高速バス路線の充実等に伴う鉄
道利用者の減少、コンビニ弁当やファースト
フードとの競合等を背景に、地方の零細駅弁業
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者の多くが苦境に立たされている。そうした中
で、当社の駅弁販売もピーク時と比べると大幅
に落ち込んでいた。

争力を維持してきた。
「食材の地元調達率７割超」を目標に掲げる國
森社長の夢は、
「駅弁を通じた山口県産の食材や

そこで、当社が選択したのが、事業形態が一部

特産品の全国発信」だ。駅弁を買いにわざわざ

重複する同業者との駅弁事業の統合だ。昨年４月、

山口県を訪れる人が増えれば、これまでにない

下関駅弁当㈱（下関市）
、徳山駅弁当㈱（周南市）

人の流れが生まれ、地域活性化につながる。

の２社を子会社化し、同年７月には合併した。

幸いにも、Ｂ級グルメなど地域色豊かな食文

この合併に伴い、県下最大のターミナル駅・

化への関心が全国的に高まるという追い風が吹

ＪＲ新山口駅ほど近くに本拠を構える地理的優

いている。社長は、合併に伴う営業エリアの拡

位性から、当社に各種弁当の製造・販売を集約

大を契機に、
「美東のごぼう、阿知須のかぼちゃ

し、事業運営の効率化を図った。下関駅弁当㈱

（くりまさる）
、下関垢田のトマト、長門の長州

と徳山駅弁当㈱の弁当調製工場は老朽化が著し

どりなど、従前にも増して県内各地の特産品を

く、衛生面の管理が困難なことから廃棄し、跡

前面に押し出した駅弁の開発を進める」と攻勢

地を売却したほか、従業員の希望退職を実施す

に打って出る心積もりだ。

るなど、組織のスリム化で機動力も強めた。

◎機内食で衛生管理・製造ノウハウを向上
◎県産食材の活用を積極的に推進

当社は、平成17年から、山口宇部空港〜羽田

駅弁の歴史は約130年にも及ぶ。全盛期の昭和

空港間の全日空路線「プレミアムクラス」向け

30 〜 40年代には、全国各地の駅でその土地なら

機内食の製造（ＡＮＡグループのシェフがプロ

ではの食材をふんだんに使った駅弁が販売され、

デュース、当社が調理を担当）を手がけている。

地域の食文化の一翼を担ってきた。

県産食材を多く取り入れた弁当形式の機内食で、

当社も県産食材への強いこだわりをもち、一
部の調達困難な食材を除いて、県内の信頼のお
ける業者や農家からの仕入れを優先している。

午前８時台と午後７時台の山口宇部空港発の便
に各20食程度を提供している。
航空会社は機内食の衛生管理に厳しいルール

地産地消に対する取り組み意欲の高さは、平成

を設け、検食のチェック項目は駅弁より断然多

17年に県内の弁当業者で初めて、
「やまぐち食彩

い。リスク分散を目的に、乗務員の機内食（合

３

店」 に認定されたことからも窺える。
こうした調達方針を掲げるため、食材調達コ

計６〜８食）は全く中身の異なる２種類の納品
を要求するほどの徹底ぶりだ。

ストは高めとなりがちで、原価率は50％を超え

当社はこうした航空会社向け機内食の提供を

る。その結果、駅弁の売値は大半が800 〜 1,000

通じ、製造から配送、販売までの一連の衛生管

円前後で、コンビニやスーパー等の弁当と比べ

理のルールを従業員一人一人が遵守する体制を

て高めの価格設定となっているが、
「地産地消」

一層強化し、年々高まる顧客の安心・安全志向

をベースとする弁当の中身で差別化を図り、競

に応えてきた。また、この機内食は半月ごとに

３

県産農水産物等を食材に積極利用する飲食店、ホテル、
旅館等を対象に、
「やまぐちの農水産物需要拡大協議会」
（消費者・生産者団体、外食産業、山口県等の16団体で
構成）が認定。県内206店舗（平成23年9月末現在）。

12

メニューが改定されるため、弁当の製造技術・
ノウハウの蓄積による従業員のレベルアップに
もつながっている。
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◎商品ラインナップの充実・新規需要発掘が課題
合併前の下関駅弁当㈱及び徳山駅弁当㈱には、
それぞれ「ふく寿司」
、
「あなご飯」という名物

全・安心を売りとする当社の弁当は受け入れら
れるはず」と参入に意欲を示す。
そうした新たな需要を掴む上で鍵となるのが、

駅弁があった。その製造レシピを当社が継承し、

「包み紙を開いた瞬間のときめきや漂う香り、郷

２社の培ってきた伝統の味はしっかりと守られ、

土や過去を思い起こさせる駅弁のもつ夢」を大

新山口駅等で販売を継続している。

切にした商品の開発だ。合併後、当社は西日本

このうち、誕生して約50年の歴史をもつ「ふ

旅客鉄道㈱及び㈱ジェイアールサービスネット

く寿司」は合併に伴い、下関駅及び新下関駅で

広島の若手社員とプロジェクトチームを組み、

の販売が土日・祝日に限定されていたが、國森

駅弁の企画を温めつつある。社長は元鉄道マン

社長の就任後、配送ルートを確保し、平日の販

として、ＪＲ利用者の流れ、キヨスク等の駅弁

売を再開させた。

を販売する側のノウハウを熟知している。その

しかし、常連客の要望があるにもかかわらず、

強みを活かしつつ、
「駅弁業界の素人」ならでは

徳山駅での「あなご飯」の販売は今でも再開し

の視点を取り込むことで、ローカル色豊かなオ

ていない。社長は「近いうちに再開させる」と

ンリーワン弁当の開発につなげたい考えだ。

しているが、採算面等の問題が立ちはだかる。
今後、駅弁販売を底上げするには、効率的な製造・

◎おわりに

配送・販売体制の確立によって、名物駅弁を軸

駅弁は、当社の顔であると同時に、伝統的な

とする商品ラインナップの充実を図らなければ

食文化を継承してきた地域の顔でもある。合併

ならない。

に加え、今後、本拠とする新山口駅の再開発が

もっとも、駅構内における駅弁販売は大幅な

進むなど、事業環境が大きな転換期を迎える中、

伸びを期待できない。したがって、今後、パー

変革の必要性に迫られている当社が、昔ながら

ティー・会食や遠足、修学旅行といった駅構外

の駅弁屋として伝統を担いながらも、如何に新

での弁当需要の掘り起こしも必要となってくる。

機軸を打ち出していくのか、今後の事業展開が

そこで、社長が有望視しているのが高齢者への

注目される。

弁当宅配事業で、
「健康志向の強い高齢者に、安

▲ふく寿司

（安岡 和政）

▲本社外観

全国的に有名なふぐを全面に押し出し、甘酢で漬けられたふぐ（シロサバフグ）の切り
身３枚、ふぐの皮の刻みのほか、アルコール漬けのうに、海老等が並ぶ華やかな弁当。
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