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京都・滋賀の
　女性経営者へ突撃！！スペシャル企画Ⅱ

会報部

　私たち公認会計士は、会計監査人やアドバイザーとして企業を中心とした各種団体に関与しており、その
ような経験を通して事業の永続性について考える機会が多くあります。代を重ねて長く続いている企業は、
伝統を守りつつも必ず革新し続けており、特に京滋地区に於いては100年以上の老舗が多く、長く続くため
の風土が地域に根付いているように感じます。
　その中で、これまでの会報においては、京滋地区においては大学が多く学生の街とも言われることから大
学の理事長や学長へインタビューさせていただきましたが、2021年は女性経営者層・女将へのインタビュー
記事の掲載を行っていきます。「伝統と革新」をテーマにマネジメントに関するお話や、今後の展望など日々
お感じになられていることをお伺いすることにより、その知見は私たちにとって参考になるものと確信して
おります。
　今回は、聖護院八ッ橋総本店の鈴鹿可奈子専務取締役へお話をお伺いしました。

※紙面の都合上、当インタビューは2021年６月号から8月号までの連載となります。

実 施 日
実 施 場 所
インタビュアー
　

：�2021 年 3 月 24 日
：�聖護院八ッ橋総本店
：�会　　長�中野雄介
　�会報部長�川元麻衣

アメリカ留学により実践したこと

（川元）なるほど。先ほど伝統と革新は地続きとい
うお話をされていましたが、専務がアメリカに留
学されて、経営に対する考え方を学ばれた後、会
社に入られた時、その知識をどう活用していこう
とされたのかとか、今でも奮闘中のこととかがあ
れば教えていただけますか。

（専務）実際に学んだ内容としては、人事評価の仕方、
主にヒューマンリソースの分野が一番直接的に影
響しています。当社は長年続いてきたという点で
良い部分や恩恵を授かっている部分は沢山ありま
すが、習慣化してしまっていてそれで良いと流さ
れていることもありました。一番その中で目につ
いたのが人事評価システムで、評価の形が明瞭化
されていなかったのです。もう少し従業員数が少

なく、社長の目が全員に行き届いていた頃は良
かったと思います。子供の頃から父である社長が、
社員全員の家族構成まで把握して販売店などに訪
れても声をかけているのは見てきましたし、今で
も、バックグラウンドを知った上での評価の大切
さも感じています。例えばご家族の介護などで短
時間しか業務に携われないけれども集中力が高い
方は高評価になるなど、これを社長自身が全て把
握し、行ってきていたのですね。ただ社長一人が
全員を把握することが出来ない規模になってきて
しまい、どうしても目立つ人だけが評価されるよ
うになってきていて、逆に不公平が生じる原因に
なっていました。入社してくる新入社員さんの感
覚も昔とは違いますし、モチベーションを落とさ
ないためにも、きちんと計算式を作り給与や賞与
に反映させることにしました。２人の上司がそれ
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にあたり点数と文章で評価をしていきます。これ
まで直属の上司が評価する制度が無かったので、
これによって単に金銭面の話だけでなく、上司が
部下をきちんと見て育てていくという良い指針に
なったと思います。これらはアメリカで学んだこ
と、また前職で総務部配属時に感じたことを、応
用しました。

（川元）なるほど。アメリカの企業って、実力主義
ということで、転職を何回してても問題視されな
いし、長く勤めてたらその分給料が多いというわ
けでもなく、年齢も関係ないですよね。そういっ
た社会の中で学ばれた後、日本に帰ってきた時に、
何かギャップを感じられたことってありますか。

（専務）今述べた評価面、加えて年功序列での評価
が強かったことに驚きました。ただ、初めは疑問
に感じたりもしましたが実際に京都で働いている
うちに、長くその社にいることへの信頼感、また
会社の社風への沿い方など、単に決められた業務
だけでは評価出来ないことがあるのも徐々に気付
いていきました。京都は地元に根差している人が
多く、「だれだれさんは元気にしている？」と古
参の社員さんの名前が出てきて、コミュニケー
ションが始まっていく。また今でも、だれだれの
紹介ということが重視される。年数を経ていくに
つれ、こうした良い部分も大切にしながら、若い
世代も充実して働けて不満を感じないように、ま
だまだこれから変えていかなければならないこと
も多くあるなと感じています。入社当初はそのこ
とを一刻も早く…という思いがありましたが、結
果、10年以上経過してようやくある程度形になり、
今も進行中というところです。当初すぐに結果が
出せないことに焦ることもありましたが、あくま
でも「人」の話。数字だけの話だと割り切るのは
簡単ですが、数字の後ろには、それぞれの社員さ
んの生活があり、ご家族がいらっしゃいます。そ
のことは決して忘れてはいけないと思っていま
す。

（川元）昨今、女性のエンパワーメントが積極的に
日本でもディスカッションされてきていますが、

これはかなりアメリカの影響を受けているんだと
思うんですけど、御社として女性の積極的な登用
や今後こういったことをしていきたいというよう
なことはありますか。

（専務）女性の管理職はま
だ少ないですね。とはい
え、販売職など殆どが女
性という部署では、少し
ずつ増えています。あり
がたいことに、特に販売
職の女性からはよく、当
社は働きやすいと言って
いただけています。規模的に大きすぎず融通が利
くから出来ることではあるのでしょうが、たとえ
ば朝９時までには出勤が出来ないとなれば、遅く
に開店する販売店や家の近くの販売店に異動が出
来る。昔から当たり前のようにしていましたが、
お礼を言われることが多々ありました。実際私が
妊娠出産を経て、子育て中の少しの時間の融通と
いうのは生活していくにあたり、大きなことと実
感しています。これが販売職に限らず、製造職や
事務職でももっと出来ていければと思います。昨
年より、別部署でも時短で働く正社員という試み
も始めました。育児や介護、これからの働き方の
モデルケースとなってくれればと思います。

（川元）本当にどの企業さんも人に関することには
ご苦労されておられますが、企業は人なりという
ことで、一方では、やりがいのある部分というこ
とも言えるんでしょうね。ところで、人事評価以
外にも取り組まれたことはありますか。

（専務）そうですね。私が入って手掛けたのが、人
事の部分と企画の部分と大きく分けて２つあるの
ですが、企画面では、私が入社した時ちょうど、
餡入り生八ッ橋「聖」のバリエーションが増えて
いっていた頃でした。小学生の時に、ニッキと抹
茶のみの「聖」に苺が加わり、またその後季節の
餡を入れた「旬菓」シリーズが生まれています。
そのためイメージがばらばらになっており、一旦
それを整理し、また手に取りやすいように季節ご
との包装紙で定番商品を包みました。こちらは現
在一番大きな売り上げを占める商品に成長してい
ます。もともと八ッ橋業界では、店舗ごとの棲み
分けがあり他社商品と並んで販売されることが無
かったそうです。今は例えば駅の売店などでは、
シリーズごとで他社商品と同じところに並んでい
るのが当たり前。当時と同じ表記ではそもそもど
この会社のものかわからない、という問題もあっ
た中、私たちらしい表現方法を目指しました。今
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では季節ごとの包装紙が、けっこうどのお土産物
でも定番化していますね。新商品に関しては、黒
胡麻の「聖」が生まれています。他にも提案をし
たり、また期間限定で販売したものも何種類かあ
りますが、期待したのに受けなかったり、予想外
のものが売れたりと、まだまだわからないことば
かりです。またこうした試みの一つとして、
nikinikiブランドを立ち上げました。

nikinikiについて

（川元）nikinikiブラ
ンドのnikiって、
ニッキから来てる
んですか。

（専務）言いやすい
言葉にしたいと思
いました。「聖護院」
「聖」などは、う
ちらしい名前だな
とは思うのですが、
発音が結構しづらいのですよね。そこで４文字で
繰り返す唱えやすいブランド名を、と話している
うちに、Neo�Yatsuhashi�Quarter�という言葉を
当時の常務が提案してくれたのです。その頭文字
をとって、NyQから「ニキ」、八ッ橋に欠かせな
いニッキも連想出来て丁度よいということで、ニ
キニキ（nikiniki）となりました。

（中野）かわいらしい印象もありますしね。
（川元）本当に名前どおり、写真とか見させていた
だくとものすごく可愛らしいですよね！３月だと、
ひな祭りに因んでお内裏様やお雛様の形の生八ッ
橋だったりとか、季節とか時期によって変えてお
られると思うんですけど、やっぱりターゲットと
しては若い女性ということだったんですかね。

（専務）地元の若い方々からの、八ッ橋はお土産物
だからあまり買わない、人にはあげるけれども普
段のおやつとしては口にしていない、という声を
聞いて、そういった方に食べてもらいたいと考え
ました。自分たちで買わないという友人に八ッ橋
をあげると、食べてみると美味しいと言って食べ
るようになってくれる。それならばもともと手に
とってもらいやすい見た目や店構えにしようと、
始めました。敢えて店舗も八ッ橋屋さんらしくな
くして、お土産物だからと近寄らなかった方々に
来てもらおうと思ったのです。そのためターゲッ
トは地元の若い方々でしたが、今となってみると、
地元の方も観光客の方も、年齢問わず購入してく

ださいます。消費期限が短いので地元の方が多く、
また京都でご結婚される方から京都のお菓子だか
ら八ッ橋を使いたくて、とご注文をいただくこと
も増えました。客層としては今は、年配の方も男
性のリピーターの方も多くいらっしゃいますよ。

（川元）そうなんですね。自分用にご褒美で買われ
るんですか、それともプレゼント用で買われるん
ですか。

（専務）自分用に、ご褒美としてもその日のおやつ
としても購入される方もいらっしゃいますし、必
ず家族や勤務先にお土産としてここのを買って帰
るとおっしゃったり。絶対に京都に来たらここに
来たいと思っていた、また驚いたことに、このお
店に来たくて京都にやってきた、なんて方もい
らっしゃったりして、有難い限りです。地元の若
い方、というターゲット設定にこだわりすぎるこ
とはしなかったので、視野が広がって良かったと
思っています。

（川元）nikinikiさんの商品は斬新でカワイイものが
多いですが、その発想はどこからきているので
しょうか。

（専務）商品展開については、八ッ橋、生八ッ橋、
もしくは八ッ橋の味の根幹であるニッキを使用し
たものに限っています。代表商品はカレ・ド・カ
ネールという生八ッ橋と他の食材を好きに組み合
わせてお召し上がりいただくお菓子になるのです
が、アイディアのもとは、30年前に母がプロデュー
スしていたカフェにあるのです。当時三条河原町
で「カネール」というカフェを開いていて、そこ
では、八ッ橋を身近に食べてもらうためにと様々
なデザートがありました。たとえば生八ッ橋をリ
ンゴのコンフィとあわせたり、八ッ橋を細かく砕
いてアイスクリームにかけたり。母がこういった
お菓子を会社の人と一緒に開発していくのを横で
見て、また味見をさせてもらっていたのが、忘れ
られないのです。これだけ美味しい食べ方の可能
性を秘めている八ッ橋なのだから、なんとかその
味を、と入社してから思ってきたのですが、フレッ
シュな食材と合わせるお菓子はお土産物には向か
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ない。そんな訳で、普段の聖護院八ッ橋総本店で
は出せないお菓子をnikinikiブランドでは提案し、
お客様に美味しい食べ方を知っていただくことで、
八ッ橋を完成形のお菓子としてだけではなく素材
として楽しむ方法を探っていこうと思いました。
一番人気の「季節の生菓子」では、生八ッ橋を四
季折々の様々なモチーフに仕立てているのですが、
こちらも発想のもとは小学生の頃。ハート型があ
れば良いのに…かわいいピンク色をしていれば良
いのに…などと空想してスケッチブックに描いた
りしていたのが形になり、また製造の社員さんた
ちの力でどんどん進化しています。

（川元）今、お母様のお話が出ましたけれども、ミー
ティングの横にいらっしゃったりだとかする中で、
昔から自分は継ぐんだろうなとか、こうなってみ
たいなということが小さいながらもあったんで
しょうか。

（専務）一人娘ということもあり、物心つく頃には
あとを継ぐと漠然と思っていたように記憶してい
ます。「継ぎなさい」と両親から強制されること
は一切ありませんでした。ただ会社の行事には、
アルバムを見返すと１歳の頃から出ていたりもし
て、毎年参加するのが当たり前に。社員の皆さん
も自宅にお招きして新年会を行ったりなど触れ合
うことが多く、社員さんたちからは跡継ぎさんと
いう扱いを受けていたような気がします。娘も現
在２歳、休日に会社に立ち寄る際には一緒に連れ

て行ったり、また一昨年の新年会には参加したり
と、同じ道を辿っていますね。はっきりと言葉に
出して会社を継ぐと言ったのは、小学校卒業か、
中学に入学した頃でした。ちょうど周囲の友人が、
お医者様のご家庭の方も多くて進路の話をしてい
たので、私もうちを継ぐよと両親に告げたように
思います。

（川元）なので、その頃から、大学では経済学を学
ぶと…

（専務）そこまでは考えていませんでした。中学入
学時はまだ、経済学部が何かわかっていなかった
と思います。

（川元）中学生の頃から、継ぐっていう意志をお持
ちだったというのは、つきなみな言い方ですが、
すごいことだと思います。

（専務）八ッ橋が大好きだったのです。小さい頃か
ら毎日のように食べていました。父が学校に送っ
てくれる前に朝礼についていき工場でつまみ食い
をしたり、また学校帰りに本店に立ち寄って試食
をもらったり。おおらかな時代でしたね。好きな
ものを作り、それを売ることが出来る。これはな
かなか恵まれた環境に居るのでは、と思い、それ
ならばこの環境下で出来ることをしていきたいと
思ったのを覚えています。

＝次月号に続く＝

聖護院八ッ橋総本店

所 在 地	 本　店：京都市左京区聖護院山王町６	
	 熊野店：京都市左京区聖護院山王町16

連 絡 先	 	TEL：075-761-5151

沿　　革	 	聖護院八ッ橋総本店は、元禄２年（1689）に
聖護院の地に起り「玄鶴堂」の屋号が始まりで
す。以来330年以上の間、京都を代表する銘菓
としての八ッ橋を現在の本店の地で作り続け
ております。

事業内容	 	和菓子販売・オンライン販売

商品紹介	 	聖護院八ッ橋・聖・生八ッ橋

　　聖護院 URL	 ：http://www.shogoin.co.jp/	
　　聖護院 通販サイト	：https://shop.shogoin.co.jp/

インスタQR
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