report 企業紹介

周防大島特産の柑橘類等を原料と
する本物志向のジャムづくりを通じ、
地域と共存共栄する事業展開を実現

◎はじめに
瀬戸内海に浮かぶ周防大島町は、穏やかな浜

株式会社瀬戸内ジャムズガーデン

風、豊かに降り注ぐ陽光に恵まれ、
「大島みかん」
をはじめとする柑橘類の県下有数の産地となっ
ている。島で採れたそれらの四季折々の旬の素
材を、手作りでジャムに加工して販売するのが、
本稿で紹介する㈱瀬戸内ジャムズガーデンだ。
当社は単なるジャム屋ではない。農家の所得
向上を目的に、原料となる果実類の大半を島内
の契約農家から仕入れるほか、就農を志す県外
の若者を受け入れるなど、過疎・高齢化の進む
島の活性化に向けた取り組みにも積極的に関与
する。本稿では、Ｉターン起業家の松嶋社長が
語る、ジャムづくりへの熱い思いと、ジャム屋

松嶋

匡史

社長

（ まつしま・ただし ）

●会社概要

の枠を超えて地域と共存共栄するビジネスモデ
ル構築に勤しむ当社の概要を紹介する。

所 在 地：大島郡周防大島町日前 331‑ ８
設

立：2003 年 11 月

資 本 金：５百万円
従 業 員：23 名（2013 年４月末現在）
事業内容：ジャム製造・販売

◎ジャム屋開業のきっかけはパリへの新婚旅行
ジャム屋を志すきっかけとなったのは、2001年
に新婚旅行で訪れたパリでの体験だった。偶然立

カフェ・ギャラリー、観光農園

ち寄ったコンフィチュール
（フランス語でジャム）

の運営

専門店の壁一面に並べられた無数の商品や、多彩

Ｕ Ｒ Ｌ：http://jams-garden.com

な食べ方で「一品料理」として扱う食文化に心を
動かされ、ジャム屋の開業を決意する。
当時、愛知県で電力会社の社員として働いてい
た松嶋社長は、社内でも特殊な新規事業関連の部
署に在籍した経験を活かし、綿密な事業計画を策

●会社沿革
2003年11月 個人事業としてジャム屋を創業
2004年 ７月 周防大島町でカフェ併設のジャム屋を
夏季限定で開業
2007年 ７月 島へ完全移住し、通年営業を開始

定。2003年、個人事業として立ち上げ、夫人が出
身地の周防大島町で作ったジャムを卸す形で、同
年秋からインターネット販売を開始した。
翌年には、同町を訪れる観光客をメインター

2008年 ２月 「焼きジャム」の販売を開始

ゲットとして、カフェ併設のジャム屋を夏季限

2011年 ６月 法人化 (株式会社化)

定で開業した。その後、事業拡大の目処が立っ

2011年10月 農林水産省「6次産業化先進事例」
に選定

た2007年、11年間勤めた電力会社を退社。同町

2013年 ２月 公益財団法人やまぎん地域企業助成基

にＩターンして、ジャム屋は通年営業へと移行

金の助成企業に選定
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した。

松嶋社長は
「何かを成し遂げようとするには、

を通常の９月から３ヶ月程度遅らせ、樹上完熟さ

その場所にとどまっていてはいけない」との信

せることで酸味をまろやかにした「完熟かぼす蜂

念を胸に、矢継ぎ早に計画を実行に移し、新天

蜜マーマレード」
。各マーマレードはいずれも契

地での起業から６年足らず、想定を上回るス

約農家からの助言によって商品化に結びつき、今

ピードで事業を軌道に乗せた。

では定番商品の１つとなっている。

◎地元農家との対話を通じて手作りされる
島ならではのジャム・マーマレード
京都府出身の松嶋社長は当初、観光客の集客を
期待できる京都の中心部で、町家を改装してジャ
ム屋を開業することも考えた。しかし、都市部で
はなく、あえて過疎・高齢化の進む周防大島町を
起業の地として選び、生産販売拠点を構えた。夫
人の故郷というアドバンテージももちろんある
が、ジャム・マーマレードの原料となる多種多様
な果実類を産直で入手可能なだけでなく、生産農
家と頻繁に顔を合わせて交流を深め、
「島の土の
味」の香る、本物のジャムづくりに徹することが
できるためだ。
ジャム・マーマレードの原料となる果実類は、
一部（りんご、もものほか、自社栽培分）を除き、
すべて島内の契約農家から仕入れる。通年営業を
開始した頃は、寺の住職である義父の知り合いの
農家に果実類の仕入れを頼るしかなく、契約農家
は10軒にも満たなかった。その後、ジャムづくり
が順調に拡大するにつれて、地元農家が松嶋社長
の熱い思いに共感し、自発的に果実類を持ち込ん
で加工を依頼するケースが増え、現在の契約農家
は52軒を数えるまでになった。
「果実類は、生で食べる時期とジャム・マーマ
レードに加工して美味しい時期とが必ずしも一致
しない」ことを契約農家との対話を通じて学んだ
松嶋社長は、新基軸の商品を次々と生み出してき
た。例えば、生食に向かない青みかんを早摘みし、
酸味と香りを適度に残した「早摘み青みかん丸か
じりマーマレード」
。反対に、かぼすの収穫時期

▲店舗外観
店舗・カフェの目の前は、瀬戸内海を一望できる絶好
のロケーション。隣接地では、ブルーベリー農園を運営。
ジャムの原料とするほか、観光農園としても開放。

やまぐち経済月報2013.5

19

report

◎厳選した四季折々の果実類本来の香りや
食感を大切にしたこだわりの製法
当社はジャム・マーマレードづくりに香料や保

◎これまでにない新しい食べ方を提案した
「焼きジャム」で全国的に知名度が上昇
こうしたこだわりの原料・製法で年間に作る

存料といった添加物を極力使用しない。また、農

ジャム・マーマレードは、120種類近くに及ぶ。

薬不使用の種子島産サトウキビから化学的漂白を

但し、大手メーカーのように、年間を通して販売

せんそうとう

せずに作られた洗双糖を使い、糖度を日本のジャ

する商品は１つもなく、同じ種類の商品でも時期

ムの最低基準である40度に抑えている。そうした

によって味は微妙に異なる。春はすだいだい、さ

無添加・低糖度の優しい味わいのジャム・マーマ

くらんぼ、夏はブルーベリー、すもも、秋はりん

レードに仕上げるには、新鮮で美味しい果実類の

ご、栗など旬の果実類等を原料とする商品が店頭

確保が必要不可欠となる。

に常時約30種類並び、
「いつ訪れても新しいジャ

4

通常ジャムの原料となるのは生食に適さない

4

4

4

4

ムに出会える」と来店客を楽しませている。

Ｂ級品だが、当社が原料として使うのは、ジャ

季節感溢れる商品群の中でも、秋から冬にか

ム加工を目的に収穫時期を調整したり無農薬も

けての看板商品が
「焼きジャム」
だ。
「焼きジャム」

しくは減農薬で育てられた高品質の国産品。ま

は、観光客の減少する冬場の閑散期における店

た、
「ジャムづくりの原点は果実づくり」との

舗販売の落ち込みを補おうと、2008年に開発さ

思いから、原料の自社栽培も行う。店舗の隣接

れた。全17種類で、島のブランドサツマイモ「東

地や裏山、借り受けた耕作放棄地など合計７ヶ

和金時」や栗、りんご、ピオーネ（黒ぶどう）

所で、ブルーベリー、あんずなど７〜８品目を

などの秋の味覚を主原料とする。普通のジャム

栽培し、今後、生産規模の拡大も予定している。

は焼いたパンに塗るが、
「焼きジャム」はパンに

これらの厳選した果実類を、収穫時期によっ

塗ってから焼くことで、ホックリした食感が生

て異なる香り、食感、酸味、水分量等の特性を

まれる。パンに塗る以外にも、ケーキ・パイな

把握したうえで、丁寧な手作業でジャム・マー

どのお菓子づくりの材料となる。また、温めた牛

マレードに加工する。目指すのは、工業製品の

乳に入れてかき混ぜると「ラテ」
、アイスクリー

ような「均一な味」ではなく、素材一つ一つの

ムにかければ「アフォガード」など幅広い用途を

個性・季節感を存分に活かした商品づくりだ。

もち、デザート感覚で食べることができる点も魅

製法の土台となっているのは、サラリーマン時

力となっている。これまでにない食べ方を提案し

代の週末に訪れた長野県などのジャム工房での体

た「焼きジャム」は、販売開始直後にライフスタ

験や関連書籍等から独学で得た知識。加えて、数

イル情報誌のお取り寄せ特集に掲載された効果も

限りない試作を重ね、果実類の種類や収穫時期で

あって、全国各地から注文が押し寄せた。

異なる煮込みの際の火加減やかきまぜ加減、下処

この「焼きジャム」に代表されるように、当

理の仕方を試行錯誤の末に確立してきた。なお、

社は四季折々の旬の原料に徹底してこだわり、

煮込みに使うのは、女性でも抱えるのが容易な小

その原料の加工を通じて得られる「食の豊かさ」
、

さな鍋。大きな鍋だと効率的だが、煮込み時間が

「高度な食の楽しみ方」を提案することによって、

長くなり、香りや風味が失われて色もくすんでし

顧客の潜在的なニーズを掘り起こし、事業を順

まう。家庭さながらに少量で煮込み、果実類の本

調に拡大してきた。年間に生産するジャム・マー

来の香りと食感を残している。

マレードの本数は右肩上がりで推移し、2012年
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度実績で約９万５千本に達する（１日平均では
鍋８〜 10杯分・瓶換算で約500本）
。

着手しようとしている。
こうした島内の農家に対する支援に加え、松嶋

当社のジャム・マーマレードは１本600〜700

社長は就農を志す島外からの若者も受け入れ、現

円台と高めの価格設定にもかかわらず、前述の

在、関東出身の20 〜 30歳代の就農希望者３名を

通り、原料・製法にこだわった本物志向の美味

雇用している。ぶどう等の果実類の栽培は利益を

しさが口コミで広がり、ファンを増やしてきた。
広島市を中心とする県外から、ジャム購入を目
的にわざわざ周防大島を訪れ、数十本まとめ買
いするリピーターも少なくない。店頭販売以外
では、広島・福岡県の百貨店や東京にある山口
県のアンテナショップ等の店外販売、インター
ネット販売がそれぞれ全体の売上の約３割を占
め、県外在住者には年４回宅配便で商品の届く
「季節便」
（お勧めジャム６本セット＋島で採れ
た果実類）の人気が高い。

◎地元農家の育成、新規就農者の受入れ等を
通じ、地域を元気づける取り組みにも関与
当社のジャムづくりの命となるのが島で採れる
柑橘類等だが、高齢化に伴う後継者不足等から、
離農を余儀なくされる生産農家が相次いでいる。
島での起業後、その現状を目の当たりにした松嶋
社長は、
「農家を見捨てるわけにはいかない」と
の一心で、契約農家が生産した果実を、１㎏当た
り100円以上（通常は10円以下）で仕入れること
を決意した。市場価格を大きく上回る高値での買
い取りは当社の収益を圧迫するが、１軒でも多く
の生産農家が「農業で生計を立てる」状況を作り
出すとともに、農家のやる気を高め、農作物の付
加価値を高める好循環を働かせ、雇用や産業の創
出につなげる狙いがある。また、新たな試みとし
て、維持管理の難しくなった果実類の樹木を借り
受ける「雇われ農家制度」を手がけている。農家
の助言によって農作業を代行し、対価としてジャ
ム加工用の果実類を譲ってもらう仕組みで、この
ほど同制度の第１号としていちじく農家の支援に

▲店内の様子
店舗内には常時約30種類のジャム・マーマレードが陳
列され、すべての商品が試食可能。カフェも併設され、
ジャム・マーマレードを使ったスイーツ等を提供。
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出すのに５〜６年かかるため、彼らが無収入とな

目下、松嶋社長が構想を練っているのが、ジャ

る就農直後の数年間、農業以外の加工・販売の現

ムづくり工房の見学、ジャムづくり体験、農産物

場を経験させることで、６次産業化を担う人材と

の直売までを網羅した農園型テーマパーク「ジャ

して島内への定住を促す考えだ。

ム屋の里」
。地域住民や観光客に一層開かれた存

なお、松嶋社長は昨年４月、島への定住（ＵＩ

在として、地域に活力を与えるビジネスモデルの

ターン）を民間主導で応援する組織「島くらす」

更なる拡充を図り、新たなステージへの飛躍を思

を立ち上げた。町の支援部署とも連携しながら、

い描いている。

希薄となりがちな新規就農者と地元農家との横の
つながりを深める場の提供に努めている。また、

◎おわりに

2010年度から町の観光協会の理事に就任するな

「地域に埋もれた価値に気付き、その地域に根

ど、
「ジャム屋の成長を後押ししてくれた島民へ

ざした活動の展開」を実践してきた松嶋社長は、

の恩返し」の意味も込めて、本業以外での地域貢

夫人との二人三脚で始めたジャム屋を「人のつな

献にも積極的に関与している。

がりを作る場」に発展させ、今年11月に創業10年

当社はジャム加工及び店舗内外での販売を軸

の節目を迎える。今後も、各種取り組みを通じ

に、自社農園での果実類の栽培にも進出し、川上

た雇用と産業の創出に期待のかかる当社だが、

（第１次産業）から川下（第３次産業）までを一

松嶋社長の抱く夢は、「島に第２、第３のジャ

貫経営する強みをもつ。一方、生産農家の支援・

ムズガーデンのような企業が出てきて、島全体

育成、新規就農の促進などにより、利益を自社に

を巻き込んだ６次産業化が進む」こと。数年後、

とどめることなく、地域に還元して共存共栄を図

数十年後、地域に撒いたいくつかの人材の種が

り、疲弊する島の農業を元気づけている。2011年

花開き、当社のように地域と共存共栄を図る事

10月、農林水産省の「６次産業化先進事例」に選

業展開が定着すれば、島の活性化に向けた起爆

定され、今年２月には農林水産大臣の視察も受け

剤となるに違いない。

るなど、山口県を代表する６次産業化の成功事例

（安岡 和政）

として高い評価を得ている。

はっさくショコラ
マーマレード
（1月）

きよみアールグレイ
マーマレード
（２月）

完熟すだいだい
マーマレード
（３月）

さくらんぼ
ジャム
（４月）

太陽のしずく
マーマレード
（５月）

完熟南高梅
ジャム
（６月）

すももとブルー
ベリーのジャム
（７月）

白桃レモン
マーマレード
（８月）

いちじくシナモン
ジャム
（９月）

栗ラム
ジャム
（10月）

りんごのキャラ
メリーゼジャム
（11月）

東和金時と
フジりんごのジャム
（12月）
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