
第135期 営業のご報告 
（平成29年4月1日～平成30年3月31日）

2018年3月期　ミニディスクロージャー

ビジネスモデルの更なる深化～本業支援「二刀流作戦」の展開～



前中期経営計画「トマトみらい創
生プラン～進化への挑戦～2018」
の成果は？

新中期経営計画「第2次 みらい創
生プラン」のポイントは？

Q

Q

前中期経営計画は、経営ビジョン（10年
後の目指す姿）として、「夢をかなえ、

地域の未来を創造する銀行」を掲げ、2015年4
月からはこの経営ビジョンの実現に向け、「お
客さまを深く理解し、徹底的に寄り添う」戦略
を具現化したビジネスモデル「本業支援」「最
適提案」活動を積極的に推進してまいりました。
「本業支援」は企業のお客さまに創業から発展・
承継までライフサイクルに応じたサポートを、
「最適提案」は個人のお客さまの一生をトータ
ルにサポートする活動です。
　また、2016年4月には「本業支援」活動をよ
り効果的に行うために「本業支援アクション先
活動」を開始いたしました。これは、お客さま
の事業を深く理解し、経営課題や経営目標を記
載した「経営レポート（事業性評価シート）」
を作成し、その達成に向け、お客さまの「稼ぐ
力」の向上をサポートする活動です。この経営
レポートを2018年3月末までに1,312先作成

A

し、お客さまの真にお役に立てるパートナーと
なるべく努力してまいりました。
　こうした取り組みの結果、前中期経営計画の3
年間で、中小企業向け貸出（市場性ローンを除
く）は14％増加、ビジネスマッチング等は
3,000件以上成約することができました。特に
事業者貸出先は4,000先以上開拓することがで
き、2018年3月末の事業者貸出先数は10,233
先と、念願の10,000先を突破いたしました。以
上のとおり、前中期経営計画の3年間で次の成長
ステージに向けた大きな礎を築くことができまし
た。

金融機関を取り巻く環境は、足元では低
金利政策の長期化による資金利益の低迷

など、引き続き厳しい環境が予想されるととも
に、中長期的には少子高齢化や人口減少、相
続・事業承継ニーズの高まりなど、社会・経済
構造の変化が見込まれます。さらには、FinTech
を中心としたICT技術の進歩は、キャッシュレス

A

取締役社長
た か 　 ぎ 　 し ょ う 　 ご

トップインタビュー Top Interview

平素より、トマト銀行をお引き立ていただきまして、誠にありがとうございます。
当社の平成29年度のミニディスクロージャー（営業のご報告）を作成いたしましたので、
ご高覧ください。
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化の進展など、金融サービスのあり方を大きく変
える可能性もあります。
　こうした環境下においても、当社が「お客さま
の真にお役に立てるライフパートナー」として、
お客さまをしっかりと応援するためには、変化に
柔軟に対応できるビジネスモデルの深化、そして
それを支える確固たる経営基盤の構築と人材育成
の強化が必要です。
　以上のような認識と前中期経営計画の成果を踏
まえ、当社は2018年度から3ヵ年を計画期間とす
る新中期経営計画「第2次 みらい創生プラン」を
策定いたしました。
　新中期経営計画では、前中期経営計画策定時に
掲げた経営ビジョン（10年後の目指す姿）「夢をか
なえ、地域の未来を創造する銀行」の実現に向け、
ビジネスモデルを更に深化させてまいります。
　具体的には、これまで「事業の本業支援」とし
て販路拡大支援（ビジネスマッチング）やコスト
削減支援、相続・事業承継支援などに全社を挙げ
て取り組んできましたが、今年度からは、このお
客さまの稼ぐ力の向上を応援する「事業の本業支援」
に加え、「財務の本業支援」を新たに開始します。「財
務の本業支援」は、事業性評価やキャッシュフロー
の把握などによりお客さまの資金繰りや財務基盤
を改善する活動です。当社は「事業の本業支援」と
「財務の本業支援」の二刀流作戦を展開することで、
お客さまをより強力にサポートしてまいります。

株主の皆さま、
お客さまへのメッセージQ
創業の原点である相互扶助の精神に立ち、お
客さまが困った時こそしっかり応援させてい

ただくことが私たちの使命であると考えます。当社
は、今後もお客さまに徹底的に寄り添うことで、お
客さま・地域・当社の持続的な成長・発展の実現を
目指してまいります。
　地域の皆さま、株主の皆さまにおかれましては、
変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

A

事業者貸出先数事業者貸出先数 貸出金残高貸出金残高

地元密着を強化しています
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ビジネスモデルの更なる深化～本業支援「二刀流作戦」の展開～

従来の「事業の本業支援」に加え、
「財務の本業支援」を新たに開始します。

お客さまの「稼ぐ力」の向上と
お客さまの財務基盤の改善

お客さまの「稼ぐ力」の向上

主な支援メニュー

創業・新事業支援 販路開拓支援

M&A支援 事業承継支援

海外進出支援 コスト削減支援

地域の皆さまのそばに、 いつもトマト銀行

本業支援　第2フェーズ
第2次 みらい創生プラン
（2018年度～2020年度）

本業支援　第1フェーズ
トマトみらい創生プラン
（2015年度～2017年度）

本業支援の更なる深化
（2021年度～）

事業性評価やキャッシュフローの把握などによ
り、お客さまの資金繰りや財務基盤の改善などを
支援する活動

本業支援 事業の本業支援

財務の本業支援

お客さまの将来ビジョンや課題などをしっかり
と理解し、その実現や課題解決に向けた最適な提
案を行うことで、事業の成長を支援する活動

新中期経営計画「第2次 みらい創生プラン」（2018年4月～2021年3月（3ヵ年））

夢をかなえ、地域の未来を創造する銀行
お客さまに徹底的に寄り添い、当社のビジネスモデルである
「本業支援」「最適提案」を更に深化することで、お客さま・
地域・当社の持続的成長・発展を実現する。

重点目標基本方針
1.ビジネスモデルの深化を通じた地域経済活性化への貢献および収益力の強化
2.持続的・安定的な成長を支える確固たる経営基盤の確立
3.全社員が活躍できる働き方改革の促進

事業の本業支援
＋

財務の本業支援

お客さ
まの夢

の実現
に向け

て

地域経
済の活

性化に
向けて

事業の
本業支援

二刀流作戦
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「トマトアグリフードフェアー2017」開催
（平成29年7月12日）

岡山の「食」「農」に着目した「トマ
トアグリフードフェアー」は、今回で
7回目となりました。展示商談会や商
品コンテスト、トマトアグリビジネ
スセミナー、販路開拓商談会などに
多くの方がご参加いただき、大盛況
となりました。

岡山県を中心とした創業・第二創業者の支援を目的に「トマト創業支援フ
ァンド」を設立しました。
本ファンドは、小規模事業者を対象とした創業支援ファンドであり、投
資を活用した「創業支援」「地域企業の経営改善」「域内経済の活性化」を
目的としています。

（＊）は過去最高

・セラー数 105社（＊）
・バイヤー数 61社（＊）

・販路開拓商談件数 438件

・展示ブース 70先（＊）

・総来場者数 1,551人（＊）

　参加者

地域の皆さまのそばに、 いつもトマト銀行

オープニングセレモニー

商品コンテスト表彰

販路開拓商談会

展示商談会

トピックストピックストピックス

「トマト創業支援ファンド」設立
（平成29年10月31日）

第1号案件として、平成30年2月に株式会社蔵家さまへ投資を行いました。
株式会社蔵家さまは、お菓子を販売する株式会社リノさまが生産を外部委
託しているクロワッサンラスク等の常温菓子製造の内製化を目的に第二創
業として設立した会社です。人気のクロワッサンラスクの安定生産などに
よって事業の拡大が見込めることに加え、雇用の創出により地域経済の発
展につながる企業であると判断し、投資を決定しました。 

第１号投資案件への出資（平成30年2月）

第3号案件として平成30年3月に株式会社ミーニューさまへ出資を行いま
した。株式会社ミーニューさまは、独自開発したアルゴリズムを駆使し、
利用者の好みや栄養まで考えた最大1週間分の献立を自動作成するスマー
トフォン向けアプリ【me:new】を企画・製作・運営しております。当フ
ァンドにおいてはイノベーション投資対象として出資を行いました。

第3号投資案件への出資（平成30年3月）

第2号案件として、平成30年3月に株式会社クレオフーガさまへ出資を行
いました。株式会社クレオフーガさまは、一般のプロ・アマ問わない音楽
クリエイター（作曲家やミュージシャン等）から音素材の提供を受け、一
定の基準を満たした音素材の使用権をお客さま（映像製作会社や広告代理
店等）に販売するマーケットプレイス※を運営しており、当ファンドにお
いてはイノベーション投資対象として出資を行いました。 
※モノを買いたい企業と売りたい企業が自由に参加できるインターネット上の取引市場 

第２号投資案件への出資（平成30年3月）
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老松小学校での贈呈式興陽高等学校へ寄贈した図書

就実大学・就実短期大学と地方創
生・地域活性化を目的とした連携・
協力に関する覚書を締結しました。
当社と就実大学・就実短期大学は、
岡山県等における中小企業・小規模
事業者に対する支援を円滑に行うた
めに相互に協力し地域経済の活性化
を図ります。
これで当社の提携する大学は、岡山
大学、岡山県立大学、中国職業能力
開発大学校、岡山理科大学、岡山商
科大学とあわせて6校となりました。

●三勲小学校
　運動用品

●林野高等学校
　ノートパソコン
   「Chromebook（クロームブック）」

●金光学園高等学校
　ラグビーボール

●老松小学校
　衛生用品（手指用の消毒液他）

●興陽高等学校
　図書

●玉野光南高等学校
　スポーツ用品

●岡山城東高等学校
　デスクトップパソコン

●旭操小学校
　楽器

●和気閑谷高等学校
　ｉＰａｄ

●学校法人ひかり学園
　マグネットブロック

当社は社会貢献活動の一環として、私募
債発行手数料の一部を活用し、地域の学
校へ教育に関する物品を寄贈する学校寄
付型私募債を取り扱っています。

※「学校寄付型私募債」
お客さまが寄贈先の学校等を指定し、当社がその
学校等が希望する物品をお客さまからいただく手
数料の一部で購入のうえ、お客さまと当社の連名
で寄贈する商品です。お客さまにとっては資金調
達と社会貢献が同時にできることになります。

当社は、中国地方の金融機関で初めて
厚生労働大臣から「プラチナくるみん」
の認定を受けました。
当社の子育て中の女性社員の継続就業
支援、積極的な男性の育児休業取得、
パソコンログ管理による時間外労働の
削減などにより、仕事と育児の両立支
援を推進する働きやすい企業としての
取り組みが評価されたものです。

学校寄付型私募債（平成29年4月取扱開始 平成29年度実績 10件）

就実大学・就実短期大学との連携・協力に
関する覚書の締結（平成29年7月5日）

「プラチナくるみん」認定
（平成29年9月25日）

地域の皆さまのそばに、 いつもトマト銀行 トピックストピックストピックス

※「プラチナくるみん」とは次世代育成支援対策推進法に基づき、従業員の仕事と子育て
の両立を支援する子育てサポート企業として「くるみん認定」を受けた企業のうち、より
高い水準の取り組みをおこなった企業が認定を受けることができる特例認定制度です。
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「トマト インバウンドビジネスセミナー」の開催
（平成30年1月23日）

チョウザメを担保としたABL
（平成29年6月）

MSファーム株式会社 トマト銀行
チョウザメ

評価機関

キャッシュフローを裏付けに融資
（動産を担保に取得）

評価・管理（モニタリング）

評価

動産

平成29年6月、チョウザメ養殖を行うＭＳ
ファーム株式会社さまに対し、チョウザメを
担保としたABL方式による融資を取り組みま
した。

※ＡＢＬ（動産・売掛金担保融資 
　Ａｓｓｅｔ Ｂａｓｅｄ Ｌｅｎｄｉｎｇ）とは、
　企業が保有する不動産以外の「在庫」や「売
　掛金」などを担保とする融資手法です。

　ABLのスキーム

年々増加する訪日外国
人への対応が大きなビ
ジネスチャンスとなっ
てきたことから、イン
バウンドビジネスの現
状と展望、インバウン
ドビジネスを取り組む
にあたっての対策や活
用ツールなどについて
専門家が解説しまし
た。 

ご両親、おじいちゃんおばあちゃんからもらっ
たお年玉を大切にしてしっかり貯蓄していただ
くため、18歳以下の個人のお客さまを対象に
スーパー定期預金（1年もの）を年0.5％（税引
後年0.3984％）の特別金利としました。
取り扱い期間： 平成30年1月4日（木） 

～平成30年2月28日（水）

お年玉定期預金

平成 年 月 （水）

地域の皆さまのそばに、 いつもトマト銀行 トピックストピックストピックス
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倉敷天領まつり
（平成29年7月22日）

旭川一斉清掃
（平成29年8月6日）

キッズタウンおかやま2017
（仕事体験と金融教育） （平成29年12月3日）

吉備路マラソン
（平成30年2月25日）

ファジアーノ岡山「トマト銀行協賛デー」
（平成29年10月1日）

夏休み！こどもトマト銀行たんけん隊
（平成29年8月17日）

もっとしってほしい　トマト銀
行

備中たかはし松山踊り
（平成29年8月15日）　

第7回トマト銀行6時間リレーマラソン
（平成29年10月15日）

ファジアーノ岡山「トマト銀行協賛デー」
スポーツイベントにも協賛し

ています！

トマト銀行では、お客さまへの金融サービ
スだけでなく、地域の一員としてイベント
への協賛や参加を積極的に行うことで地域
活性化をお手伝いしています。

キ
金融について勉強！

倉敷天領まつ
銀行からも参加しました！
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豊富な森林資源を活用して、林業・木材産業を主要産業としてきた真庭市。現在は、木質バイオマス産業や新たな建材として注目され
ている「CLT」を活用する取り組みなど、地元の特色を生かした地域の活性化に取り組んでいます。

真庭市では、真庭産木材を使用してＣLT
建材を製造する企業があり、市を挙げて、
CLTの利用促進を進めています。
平成30年度は、以下の取り組みを予定し
ています。
①公共施設でのCLTを利用した備品の購入
　費、CLT建材の導入費、CLT構造建築物
　の設計費の補助制度
②戸建住宅でのCLTの材料費の補助制度が
　開始されています。

真庭地域は、古くから豊かな
森林を背景に木材を活用する
文化、産業をはぐくんできま
した。
その中で発生する未利用間伐
材や製材工場の残材などの木
質バイオマスをペレットとし
てバイオマス発電の燃料とし
て活用したり、木質ペレット
として製品化するなど、地域
産業の発展と自然豊かな環境
での暮らしを実現する「バイ
オマス産業杜市」を目指して
います。

CLT（Cross Laminated Timber）とは、ひき板を繊維方向が直交するように積層
接着した重厚な木製パネルで、欧米を中心に、中高層建築物の壁や床に利用されてい
ます。コンクリートと比べ、施工が早い、重量が軽い、断熱性が高いなどのメリット
もあり、わが国でも様々な建築物がCLTで建築されることによる木材の需要拡大が期
待されています。

CLTをご存知ですか？
「バイオ（bio 生物）」と「マス（mass 量）」を組み合わせた言葉で、植物などの生
物から生まれた再生できる資源のことを言います。身近なところでは、木くず、紙
くず、生ごみ、家畜の糞尿、下水汚泥廃油などがあります。
バイオマスの活用は、地球温暖化の防止、地域資源の有効利用による持続可能な循
環型社会の実現など、人類・地球にやさしい取り組みです。

バイオマスとは

バイオマス産業杜市真庭

北房こども園（CLTパネル工法）真庭市立中央図書館（一部CLTパネル）

北房小学校（木軸ラーメン構造+CLT)

真庭市　林業・バイオマス産業課 バイオマスツアー真庭 日本CLT協会

詳しくはクリック！

バイオマス発電所

〈資料・写真提供：真庭市、
 岡山県林政課〉

もっとしりたい　岡
山県真庭市
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本 店 所 在 地
創 立 年 月 日
資 本 金
預 金
貸 出 金
店 舗 数

社員数（嘱託・パート社員含む）
U R L

………
………
………
………
………
………

………
………

岡山市北区番町2丁目3番4号
1931（昭和6）年11月9日
178億1,000万円
1兆1,236億円
9,790億円
61ヵ店（岡山県53ヵ店、兵庫県
4ヵ店、広島県・大阪府・
東京都各1ヵ店、インターネット
専用ももたろう支店1ヵ店）
1,069名
http://www.tomatobank.co.jp/

※１は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。※２は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。※3は、東京証券取引所へ届出を行っている独立役員であります。

取締役社長（代表取締役）

取締役副社長（代表取締役）

専務取締役（代表取締役）

常務取締役

常務取締役
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司
し

福
ふく

井
い

康
やす

人
と

取締役

取締役

取締役

取締役

取締役※１※３

横
よこ

井
い

手
で

慎
しん

也
や

坂
さか

手
て

計
かず

之
ゆき

冨
とみ

田
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洋
ひろ

之
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延
のぶ
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なが

邦
くに

彦
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小
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川
がわ

　 洋
ひろし

取締役※１※３

常勤監査役

監査役※２※３

監査役※２※３

監査役※２※３

上
うえ

岡
おか

美
み

保
ほ

子
こ

尾
お

崎
ざき

和
かず

正
まさ

吉
よし

岡
おか

一
かず

巳
み

三
み

宅
やけ

　 昇
のぼる

奥
おく

田
だ

哲
てつ

也
や

当社の概要（平成30年3月31日現在） 役 員（平成30年6月27日現在）

トマト銀行グループ

トマトビジネス株式会社 トマトカード株式会社 トマトリース株式会社
銀行業務の後方事務 クレジットカード業務 リース業務
当社出資比率　100％ 当社出資比率　100％ 当社出資比率　39.5％

あらためて、見直してみよう　トマトの魅力
トマトの生い立ち
トマトの起源にはさまざまな説があります。中でも有力なのはペルーで発祥したトマトが10世紀頃にメ
キシコに伝えられ、そこで栽培されたという説。メキシコから世界各地へ広まったトマトは当初観賞用と
して栽培されていました。食べ物として栽培されるようになったのは、18世紀頃と言われています。

トマトの赤はリコピンの赤
真っ赤なトマトには栄養がいっぱい。その中でも今とくに注目されているのがリコピンと呼ばれるカロテ
ノイドの一種です。このリコピンは、生活習慣病予防や老化抑制にも効果があるとして、さまざまなリコ
ピンのパワーが解明されています。
トマトは低カロリーでさまざまな栄養成分が豊富な健康野菜。美肌効果や風邪予防に役立つビタミンC、
老化を抑制するビタミンE、塩分の排出を助けるカリウム、腸内環境を整える食物繊維などをバランス良
く含んでいます。

生野菜だけでなく、ジュース・ケチャップなどの加工品もうまく活用しよう。
リコピンの吸収率は生野菜からは非常に低く、加工品の方が２～３倍もリコピンを吸収しやすいことが明
らかにされています。その一方で、ビタミンCは生野菜で取らないと壊れてしまいます。いろいろな形で
トマトを摂取することで、健康づくりに役立てていきたいですね。

トマト銀行の社名は、トマトの持っているみずみずしく、新鮮で、明るく
健康的なイメージが、当社の目指すべき企業イメージとピッタリ合うと
いうことで発案されたものです。
当社がトマト銀行に社名を変更した当時（平成元年）は、カタカナの社
名の銀行すら珍しい時代でしたので、トマト銀行の社名は全国的に新聞
･週刊誌等に取り上げられ、
その年の流行語大賞（新語部
門・銅賞）にも選ばれました。
来年４月で丸30年。これから
もトマト銀行は、皆さまに親
しまれ、そしてお役に立てる
銀行として野菜のトマトに負け
ないよう頑張ってまいります。

＜参考：全国トマト工業会HP>

トマト銀行の社名の由来
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当期純利益経常利益

貸出金

自己資本比率・不良債権比率・ROE

項目 H28/3 H29/3 H30/3

自己資本比率 8.83 8.66 8.12

不良債権比率 2.67 2.23 2.06

ROE
（当期純利益÷純資産） 4.42 4.15 3.10

（単位：%）

預り資産

業績ハイライト（単体）

株式の状況・株式のご案内（平成30年3月31日現在）

・

・

業容面では、預り資産・貸出金ともに、引き続き
順調に増加しました。
損益面では、マイナス金利政策の影響を受け、
減収となりました。経常利益は不良債権処理費
用が増加したことなどにより、9年ぶりの減益、
当期純利益も6年ぶりの減益となりました。

平成29年度の業績

144億円増
（+1.1%）

0

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

10,73110,731 11,02611,026

1,3151,315 1,3941,394
12,04712,047 12,42112,421

11,23611,236

1,3291,329
12,56612,566（単位：億円）

29年3月末 30年3月末28年3月末

■ 預金　■ 預金以外の預り資産

0

3,000

6,000

9,000

■ 中小企業等向け貸出金　■ 貸出金

（単位：億円） 198億円増
（+2.0%）9,285 9,591

6,7156,715 6,8636,863

28年3月末 29年3月末

9,790

7,0467,046

30年3月末

（単位：百万円）

0

1,000

2,000

3,000 540百万円減
（△19.1%）

28年3月期 29年3月期 30年3月期

2,822 2,828
2,287

0

500

1,000

1,500

2,000

（単位：百万円）

340百万円減
（△18.0%）

28年3月期 29年3月期 30年3月期

1,809 1,881
1,541

株式の状況

株式のご案内
●決算日 毎年3月31日
●定時株主総会 毎年6月に開催します。
●基準日 定時株主総会　毎年3月31日　期 末 配 当 金　毎年3月31日

中 間 配 当 金　毎年9月30日
その他必要があるときは、あらかじめ公告して定めます。

●公告方法 電子公告とします。
インターネットホームページ
http://www.tomatobank.co.jp/
ただし、電子公告を行うことができない事故その他のやむを得ない事
由が生じたときは、日本経済新聞および岡山市において発行する山陽
新聞に掲載して公告します。

● 株主名簿管理人および
特別口座の口座管理機関

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社

● 株 主 名 簿 管 理 人
 事 務 取 扱 場 所

大阪市中央区北浜四丁目5番33号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

郵 便 物 送 付 先 〒168-0063
東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

電 話 照 会 先 0120-782-031

（インターネットホームページURL）
 http://www.smtb.jp/personal/agency/index.html

【特別口座について】
　株券電子化前に「ほふり」（株式会社証券保管振替機構）を利用さ
れていなかった株主様には、株主名簿管理人である左記の三井住友
信託銀行株式会社に口座（特別口座といいます。）を開設しました。
特別口座についてのご照会および住所変更等のお届出は、左記の電
話照会先にお願いします。

【株式に関する住所変更等のお届出およびご照会について】
　証券会社に口座を開設されている株主様は、住所変更等のお届出
およびご照会は、口座のある証券会社宛にお願いします。証券会社
に口座を開設されていない株主様は、左記の電話照会先にご連絡く
ださい。●株 主 総 数 …  7,820名（普通株式7,801名、第1回A種優先株式19名）

＜単元未満株式の買取または買増請求について＞
　単元未満（100株未満）の株式につきましては、買取または
買増を請求いただくことができます。そのお手続きを希望され
る場合には、単元未満株式が証券会社等の口座に記録されてい
る株主様はお取引の証券会社等へ、特別口座に記録されている
株主様は特別口座の口座管理機関（三井住友信託銀行株式会社
　  0120-782-031）へ、それぞれお申し出ください。

●発行済株式総数 …  18,679,030株（普通株式11,679,030株、
第1回A種優先株式7,000,000株）
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　蒜
ひ る ぜ ん

山高原

蒜山三座の真中、中蒜山（1,123ｍ）の裾の
谷間から湧き出る天然水。湧水は、東西12ｍ、
南北5ｍ、面積約60m2のひょうたん池を形成
し、最深部は1.9ｍ、湧水量は毎秒300リット
ル、水温は年中11度前後と冷たいことからも
冷泉という名の意味がよくわかります。昭和
60年には日本名水百選（環境省）に認定。地
元塩 奉賛会が中心となって管理し、今も変
わらず地域の約600世帯の生活用水として受
け継がれています。

蒜山には古くから『粋呑（スイトン）』という
怪物がすんでいました。
「スイトン」は人間が考えたり思ったりしてい
ることがみんな分かるのです。だから、もし悪
いことをたくらんだり、他人に迷惑をかけたり
した者がいれば、どこからともなくスイーと現
れ、トンと一本足で立った「スイトン」にたち
まち引き裂かれ、食われてしまったといわれて
います。蒜山高原周辺には、各スポットでトー
テムポールのスイトンを見ることができます。

塩 の冷泉 蒜山の怪物　スイトン

つぶらな瞳にほっそりとした顔で愛らしいジャージー牛の生まれは英
領ジャージー島。ホルスタイン種より小型ですが、人なつこくて従順
なうえ、草を乳に変える能力に優れています。このジャージー牛がニ
ュージーランドを経て、蒜山にやってきたのは1954年のこと。現在、
日本で飼育されている約8,000頭のジャージー牛のうち、実に約
2,000頭がこの蒜山で、すくすくと育っています。
英国王室の人々にも愛された栄養価が高く濃厚なその生乳は、牛乳は
もちろん、ゴーダーチーズやカマンベールチーズ、ジャージーバター、
あるいはジャージーヨーグルト、ジャージーアイスクリームなどとし
て、蒜山名物としてすっかり定着しています。

 蒜山の各家庭では自ら調合した味噌ダレを使い、ジ
ンギスカンなどを食べていました。そのなかで地元
の食堂のお母さんが、自慢の味噌ダレを活かし、か
しわ（親鶏）、キャベツなどの具と一緒に炒めた焼
そばが評判となり、以後その味が蒜山のご当地グル
メとして長年愛され続けてきました。ここ近年の焼
そばブームによって、ふたたび「ひるぜん焼そば」
にもスポットライトがあたり、全国的に知られるよ
うになりました。

約100万年前頃、火山の活動により誕生した上蒜山・中蒜山・下蒜山から成る蒜山三座。川がせき止められたことから、
珪
け い そ う ど

藻土が１００メートルの厚さで堆積しているところもあります。その後も続いた大山の噴火や川の浸食により、自然
豊かな高原として生まれ変わり、キャンプ・サイクリングの他、夏は避暑、冬はスノースポーツと四季を通じて楽しめ
るリゾートとして定着しています。　

蒜山といえば
ジャージー牛!!

 
つ
領

蒜山といえば
ひるぜん焼そば

!!!

〈資料・写真提供：蒜山観光協会、有限会社山陰物産〉

2018年6月発行
株式会社トマト銀行　経営企画部
〒700-0811　岡山市北区番町2-3-4　TEL086-800-1830
ホームページ　http://www.tomatobank.co.jp/

この報告書は環境に配慮した植物油インキを
使用しています。見やすいユニバーサルデザイン

フォントを採用しています。


