特別
企画

本年７月、
飯能市に新たに
「発酵食品のテーマパーク」
が
オープンする予定です。そこで本号では、新規事業を手
掛ける株式会社ピックルスコーポレーションの開発責
任者と建設場所となっている能仁寺
住職に直接お会いし、事業背景や施設
受入れの経緯、今後の展開・思いなど
をお聞きしました。

御社がこの事業を行うことになった背景を
教えてください
尾中氏
当社
（株式会社ピックルスコーポレーション）
は漬物、
キムチ、
惣菜を製造する食品メーカーです。
主にスー
パーマーケットやコンビニなどへの B t o B 事業を行
なっています。
「ご飯がススムキムチ」は当社の商品
で目にされた方も多いかと思います。
しかし、
企業と
して今後も成長していくにあたって、次の柱を作る
ことが必要でした。一昨年春には２つの通販サイト
（乳酸菌事業のピーネ、日本の本格漬物の八幡屋）を
立ち上げ、お客さまへ直接販売するツールを確保し
▲能仁寺三十二世住職：萩野伸治氏

ましたが、実店舗事業による認知度向上と EC（電子
商取引）事業を上手くリンクさせる必要がありまし
た。また、対面販売により、お客様の声が直接聞ける
体制を作りたかったのです。
どこのメーカーでも、
卸
だけでなく直販に力を入れてきており、この流れは
今後もでてくると思われます。

なぜ能仁寺の敷地内に施設を造ることになっ
たのでしょうか

子氏より、
「飯能市は自然が豊かで、
能仁寺は 500 年
を超える歴史がある」
という話をうかがいました。
当
社が扱う発酵食品は日本伝統の食品であり文化でも
あります。自然、健康、文化と非常に親和性が高く最
適なところである、
と考えました。

能仁寺として受け入れるにあたり当初は
どう思われましたか

尾中氏
当社は 40 年以上漬物を扱い、
業界のリーディングカ
ンパニーとして、
「発酵食品」全体の良さを知っても

やはりお寺ですので、日本の伝統文化を意識しまし

らい、業界全体の底上げを図るという宿命を感じて

た。
正式に決まる前から、
京都の門前町とまではいか

きていました。ピックルスコーポレーショングルー

ないまでも、和の食品が入ることでお寺に合うと思

プの認知度を上げるだけでなく、その手段としても

いました。洋食のレストランではイメージが違って

「発酵」をテーマとした施設を造る、という構想があ

いましたので、
自分の思い浮かぶイメージ、
雰囲気に

りました。
その候補地を探す中、
当社の社外取締役を
務め能仁寺の前代表でご住職のお母様である萩野頼
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萩野氏

なっていくかもしれないと思いました。

具体的にはどのようなイメージを浮かべた
のですか
萩野氏
曹洞宗は福井県の永平寺と横浜・鶴見の總持寺の二
つが大本山となっています。二つのお寺は雰囲気が
違います。
私が修行に行った總持寺は、
お寺の敷地を
出るとすぐに商店と駅があるといったところです。
一方で永平寺は、
本当に山の中にあります。
お寺を出
るとそこにはお土産物屋さんや飲食店などが並ぶ門
前町となっています。京都ともなるともっと明るい
観光地となっていて街が活性化していますね。私が
子供の頃、近所のお寺などで遊んでいたような親し
み易いところになるような構想を思い描きました。

尾中氏

▲株式会社ピックルスコーポレーション：尾中真二氏
（施設運営会社：株式会社 OH 代表取締役社長）

しかし、
ピックルス社が持ってきた施設のイメージ

お寺というと格式があって、敷居が高いイメージが

図は私が想像していた以上のものでした。
施設や扱

ありますね。

う
「和」
の食材など、
女性をはじめ年齢にかかわらず

萩野氏
そうですよね。
ですから、
もっと身近になって
「和」
に
触れて参拝していただけたら良いと思っています。
總持寺がある街ではお互いに協力しあって、若い人
たちも總持寺での行事に参加し相乗効果が生まれて
いました。
そこには大勢の方が来ていました。
能仁寺ではそこまでの規模とまではいかなくても、
近づきたいと思います。飯能の街の活性化や交流人
口の増加だけでなく、市外からも気軽に足を運んで
くれるのではないかと思いました。今から一年以上
前、
初めてこの話があった時に、
ピックルス社であれ
ば自分が思い浮かぶイメージになるのではと思いま
した。

多くの人に受け入れられると思いました。
また、
「この能仁寺の檀家で良かった」
「近くに能仁
寺・天覧山が有る所に住んでいて良かった」
と思っ
て頂けるのでは、
と思いが変わりました。
そしてなにより檀家役員様や周りの方々の力強い応
援、
後押しが決断に持っていけたと思います。

尾中氏
私が社内で初めてこの話を聞いた時、正直不安もあ
りました。
漬物や惣菜を作るのではなく、
レストラン、
カフェ、
小売、
体験・ワークショップと全てが初めて
の事です。
しかし、
飯能に足繁く運び、
商工会議所や観光協会、
市
役所や街の商店の方といろいろ話をしていくうちに、
後押しをしていただけるようになっていきました。

由緒あるお寺の敷地に造ることは大きな
決断だったのでは

萩野氏
その通りです。
周りの方の熱い想いにも支えられて、

萩野氏
正直なところかなり悩みました。
この事業が素晴ら

この事業を前に進めようとの使命感が強くなってい
きました。

しいことは分かっているのですが、
リスクばかり頭

尾中氏

の中で膨らんでいきました。
お寺ですのでお檀家様・

こういった新しい施設を造るとなると、もっと反対

参拝者様の事等がまず頭に上がりました。
私一人で

されるとばかり思っていました。

はこのプロジェクトは不可能だと思いました。
新し
い施設がお寺の景観を壊してしまうのではないか、

萩野氏

お寺を守るためにやるべきなのか、
さらに駐車場は

お檀家様から反対されることばかり考えていました

どうするのか、
などいろんな不安がでてきて、
ストッ

が、むしろ逆で楽しみにしているという声が多かっ

プをかけたこともありました。

たのです。
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イメージ図

街の方からも期待しているとの声を多く
聞きます
尾中氏

具体的なコラボレーションはどのような
ものがありますか
尾中氏

この施設ができたことで、
当社だけでなく地域を盛

現在具体的な企画を構想中ではありますが、施設に

り上げていきたい、
皆さんもそこを期待しているの

来ていただいた方に、能仁寺様の坐禅体験や写経体

だと思います。
私どもの売上、
利益を得るためだけの

験などをご案内していく予定です。

施設だったら、
この事業は成功しないと思っていま
す。それぞれ思いはあるかも知れませんが、皆が
Win-Win となるように取り組んでいきたいですね。

萩野氏
お寺としても、御法要などが終わった後に施設を
使ってもらうように考えています。
また、
お寺で新人
研修や坐禅なども行なわれているので、終了後に

地元地域の活性化を主眼にしているという
事ですね
萩野氏
天覧山は幼稚園などの遠足の場所にもなっています。
遠足は連れられて来るものですが、
自ら足を向ける
きっかけとなってくれればいいですね。

尾中氏

使ってもらいたいとも思っています。

そのほか今回の事業で何か伝えたい思いは
ありますか
尾中氏
私は23年前にこの会社に入社しました。入社のきっ
かけは学生時代、アルバイトが終わると毎日のよう
にコンビニでおつまみに漬物を買っていて、その漬

飯能は良いところがいっぱいありますよね。この施
設で情報発信ができればいいなと思います。

物が当社の商品だったのです。実家では漬物を作っ
ており、いつも食卓にあるのが当たり前でしたが、
そういった食文化はどちらかというと少なくなって
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いきました。会社に入社した際に、昔からある漬物
をはじめとした発酵食品を広めたい、皆に食べてほ
しいという思いがありました。発酵食品は腸内環境
を整え、美肌効果や免疫力アップの効果もあると言
われています。この新しい施設で、発酵食品を中心
に、心も身体も健康になってもらいたい、そういっ
たライフスタイルを発信したいと思います。
先ほどご住職が話されていた、この能仁寺を中心に
門前町を造るという構想は素晴らしいと思います。

萩野氏
川越の街は盛り上がっていますよね。
お寺も多いで
すけれど、
土産物屋さんや石畳の道路等、
街に一貫性
があって観光客の数も毎年増えています。
本当に京
都みたいですね。
少しでも近づく事が出来れば良い
ですね。
私は今回の新しい施設において、
ピックルス社との
コラボレーションがなければ進まなかったと思いま
す。
企業が自社の利益だけを目的としていたならば、
ただ敷地を使うだけになってしまい、
街の活性化に
は何も繋がらないと思います。
出来上がってしばら
くは良いでしょうけど、
長続きはしないのではない
でしょうか。
少しでも多くの企業や商店などを巻き
込んでいかなければ本当の活性化にはならないので
はないでしょうか。
うちはお寺ですから、
写経や坐禅
など一般の方達がやってみたいと思っても、
敷居が
高かったり、
きっかけがなかったりなかなか踏み込
めないと思うのです。
そのためにも飯能信用金庫様
や西武鉄道様にもいっぱい宣伝してほしいです。

お客様を訪問していて期待する声を多く聞
きます
尾中氏
最近、ありがたいお話を多く耳にするようになり、
日を追ってこの事業を成功させなければと想いが強
くなってきています。

萩野氏
飯能の方で天覧山と能仁寺に来たことがない方達は
いるかもしれませんが、知らない方はおそらくいな
いかと思います。先代の住職と一緒にやっていた頃
ですが、時々映画などの撮影で境内を使っていただ
きましたが、
あまり積極的ではありませんでした。
こ
こ数年ですが、
いろんなご縁でドラマや映画、
その他
プロモーションなどの撮影の機会が増えてきていま
す。
飯能の方も気付かれているようです。
この施設が
できればさらに自慢できるようになるのではないで
しょうか。お檀家様も喜んでいるようです。最近型
破りなことがありまして、ある撮影でお寺の境内に
ク リ ス マ ス ツ リ ー を 飾 っ て い ま し た 。周 り か ら
“ ぶっ飛んでるね ”と言われましたが、苦言はあり
ませんでした。例えは違いますがそのくらい型破り
な事をやらないと活性化はできないのかもしれませ
んね。
何でも反対意見はつきものですが、
今回の事業
で反対意見の声は聞こえて来ませんでした。
先ほど
の撮影の話も然りでした。
間接的に聞いたのですが、
飯能に住んでいて良かったという声を聞きました。
飯能に住んでいる方が他の市に住んでいる人に飯能
を薦めてくれるような街にしたいですね。

プロフィール
「曹洞宗武陽山能仁寺」
飯能市飯能1329
西武池袋線飯能駅より徒歩20分
1501年の創建。現在の飯能にあたる地域を統治し
ていた豪族の中山家勝が曹洞宗の僧を招いたのが
始まりだと伝えられている。
1868年、
戊辰戦争（飯
能戦争）の舞台となり寺は焼失してしまう。
1936
年に本堂だけが再建され、戦後から徐々に復興を
果たし、山門、大書院、鐘楼などを備え現在の姿
となった。324坪の広さを誇る池泉鑑賞蓬莱庭園は、
日本の名園100選にも入っている観賞式庭園で、
庭園の一部である天覧山はハイキングに最適で、
人気の観光スポットとなっている。

「株式会社ピックルスコーポレーション」
本社：所沢市東住吉７−８
浅漬、キムチ、惣菜の製造・販売のトップメーカー。
1977年２月設立。年商4,067千万円（2019年２月・
連結）創業以来、原料となる野菜の品質と安心・安
全な商品の品質にこだわり、
ご飯がススムキムチを
始めとする漬物、惣菜、
サラダのメーカーとして「野
菜の元気」をお届けしている。今後、
「発酵食品」
や「野菜」のプロフェッショナルとして、現代の
暮らしに馴染むライフスタイルを提案・発信し、
「発酵食品」が身近にある暮らしを広めていくこと
で、食卓から人々の健康に貢献し、新しい発見と感
動、さらに日本の食文化を伝えていくことを目指し
ている。東証第一部
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