
第3回　喜楽長 喜多酒造株式会社
蔵元 喜多 麻優子様インタビュー （Vol.1）

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、喜楽長 喜多酒造株式会社の蔵元 喜多麻優子様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年当月号から12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４月６日
： 喜多酒造株式会社
： 会　　長 中野雄介
　 会報部長 川元麻衣
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歴史について

（川元）今日は本当にお忙しいところありがとうご
ざいます。まずは、御社の歴史について教えてい
ただけますか。

（専務）はい。私どもは喜多酒造という酒造会社を
やっておりまして、私の父で８代目になります。
まだ私は跡を継いでないんですが、９代目として
やっていこうかなと思っています。創業が1820年
で、ちょうど去年が創業200周年の年に当たりま
して、すごくいい節目の、ただコロナでこういっ
た世間情勢ではありましたけど、逆に、自分たち
の仕事を見直す機会になったかなと思っています。
作っているものは、現時点で日本酒が大半で、い
わゆるリキュールだとか、他のアルコール飲料な
んかは作っていなくて、「日本酒一筋」と言うと
聞こえはいいんですが。あと、日本酒でもいろん
な日本酒がある中、地酒と言われるような、単な
るアルコール飲料だけではなくて、少し飲んでい
ただいた時に付加価値というか、美味しさをしっ
かり味わっていただけるように、手作りにこだ
わっています。酒造りはだいたい10月から４月ぐ
らいまでがメインのいわゆる寒い時期に、他の雑
菌の繁殖を抑えて、酵母・麹が働きやすい状態で
お酒を作るのが基本的です。酒蔵は基本的には
オーナーとしての「蔵元」が、蔵の方針を決め、
家業を守っていき、酒造りの専門家というか技術

者である「杜氏」が、酒造りをします。父もその
ようなスタイルでしたが、私の場合、父の蔵元的
な要素も残しつつ、今能登杜氏という流派からの
杜氏さんの元について半期は酒造りで、残り半期
は経営や商品企画だったり、ある意味二刀流で
やっているような形です。これは本当に新しいこ
とです。私の祖父が36歳ぐらいで急死しましたの
で、その時父がまだ中学生で、後継ぎがいないと
いうので、祖母が一時的に女性社長という形にな
りました。当時酒蔵で女性が社長を務めることは
本当に大変だったようです。社長であっても酒蔵
に入れなかったり、昼だけでなく夜もやるべきこ
とが結構ありましたので、今以上にハードな仕事
の中で、しかも男性が共同生活している中で女性
が入っていく…酒蔵は神聖なところであるという
考え方で、うちの祖母は、だいぶ苦労したように
聞いています。また、その後考え方も変わり、私
のもう一世代上の40〜50歳ぐらいの方は、女性杜
氏であったり、女性蔵元がすごく増えてる世代で、
女性も家業である酒蔵経営に携わるのが増えた時
代かなと思っています。

（川元）そのあたり詳しくお聞きしたいのですが、
相撲界なんかでも女性禁制であったりするじゃな
いですか。同じようにおそらく、日本酒に関して
も先程おっしゃってたとおり酒蔵に女性が入れな
かったりという時代がありましたが、社会や時代
の流れに沿って変わってきたというお話でしたが、
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何か具体的に転換点とかがあったんですか。
（専務）そうですね。やはり社会的な女性進出が同

じように日本酒業界にも訪れたのだと思います。
日本酒業界はクラシックな業界なので、たぶん皆
さんの感覚とは少し遅れているのだけれども、逆
にものづくりであったところに、男性的な感覚よ
りも女性的な感覚が受け入れられてきたのかなと
は時々思うことがあります。前までですと、日本
酒っていうのは、一級、二級とかいうように、３
種類か４種類ぐらい大量に作ってよく売れた時代
から、皆さんの趣味趣向が変わってきて、ある意
味いろんな種類のお酒を飲まれるし、量は多くな
いけれどより高品質なものを、というように時代
が変わってきたように思います。そんな中で、今
までの美味しいお酒を作るという以上に、より良
いお酒を作るというようにニュアンスが変わって
くると、そういう点では、女性の進出というのは
日本酒業界にとって良かったかなと思います。お
酒をあまり飲まない女性や、お酒に対して認知の
低い女性に、直接女性経営者がアピールできると
いうところで、すごく時代の流れに合っていたの
かなと思いますね。

酒蔵の運営について

（川元）なるほど。ところで、蔵元さんと杜氏さん
の連携はどのように行われているのでしょうか。
日々の経営の中でどういったことに気を遣われて
たり、どういうところに価値を置いて経営の舵を
取られているのかをお教えいただけますでしょう
か。

（専務）そうですね。蔵元と杜氏のあり方、スタイ
ルが変わってきているように思います。うちの父
は、杜氏さんである蔵人や社員たちが働くいい環
境づくりが経営者であり蔵元の仕事で、一方で、
技術者としていい酒を作るのは杜氏さんたちの仕
事であるという考えだったのですが、今は、いろ
んな趣味趣向が増えているので、商品設計は非常
に細やかにやっていかないといけないと思ってい
ます。その中で私自身も、蔵元と杜氏という線引
きされた２つの部署ではなくて、会社自体が一体
となって酒造りができるような経営をしていきた
いです。ただその中で、喜多家として家業を守る

のは私しかいないものですから、例えば経営方針
の中で、たくさん売れるということも重要なんで
すけれど、どちらかというと、うちはたくさん売
れることだけではなく、継承していくということ
と、なるべく今の形というよりはより良い形で次
世代に引き継きたいという想いがベースにあるの
で、瞬間風速的なお商売はあまりしないように気
をつけていますね。

（川元）１日の酒蔵のスケジュールってどんな形で
進んでいくんですか。

（専務）この時期は酒造りがだいぶ落ち着いたんで、
一般的な社員と同じように働いています。今はコ
ロナでないですが出張したりとかお酒のイベント
に出たりとかで、そういったこともあります。繁
忙期は、だいたい朝は６時ぐらいから始めて、朝
の仕事をして、８時ぐらいから通常に蒸して、仕
込みをして、昼ぐらいまで働いてて、もう午前中
に一日の仕事の80％ぐらい終わらせてしまうよう
な形です。比較的空気がきれいで寒い時間にや
るっていうのがメインなので。また、どんどん麹
菌・酵母菌は成長していくので、人間のカレンダー
ではなくて、例えば４時間おきに様子を見るとい
うことをしないといけないので、交代で泊まり番
してやっていきます。たぶん新生児を育てられて
るお母さんたちも４時間おきに授乳しないといけ
ないとか、そういう感覚と似ていて、お世話をす
るという感じです。喜多酒造としては、あまり人
間の都合に酒を合わせないというのを基本的な
ルールにしていますので、まあ人間がちょっと苦
労するという形でやってますね。

（川元）なるほど。おっしゃられたとおり、冬がメ
インの季節になるかと思いますが、先ほど商品設
計のお話も出ましたが、例えば夏に向けて冷酒な
ど様々な工夫もされていると思うんですが、何か、
そういう次世代に引き継がれるっていう活動の中
で、具体的にされてきたことをご紹介いただけま
すか。

（専務）夏に関して言うと、５、６年前から、夏の
日本酒というのがすごく人気になってきました。
昔は、夏場は酒造りをせずに、ただ出荷するだけ
だったんで、ビールの卸とかやってる時代もあっ
たんですね。でも今はそんなことなくて、夏でも
普通に楽しんでいただけるさっぱりした日本酒も
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普通に飲まれる時代になってきてます。うちの取
り組みとしては、この２、３年やっているのが

『first』で、３月頃から出すんですけれども、初
めて日本酒を飲む方に飲んでもらいたい日本酒と
いうのをやっています。日本酒をあまり飲まない
方が、急に、高い日本酒を飲んだ時に、普段飲ん
でいるものとのギャップが出てしまって飲み慣れ
ないだろうし、日本酒の新しい世界を開くような
日本酒がなかなかないなと思っていました。クラ
シックなお酒が喜多酒造の求める味わいですので、
そうすると、やっぱりハードユーザーばっかりの
アピールになってしまいがちなのですが、日本酒
そのものの面白さを知っていただき、ビールや酎
ハイのようにグビグビ飲めないけれども、ちゃん
と日本酒の本来の良さを堪能していただけるよう
な日本酒を造りたいなと思ったのがきっかけで
す。

（川元）なるほど。私はお酒が苦手なのですが、お
酒の席に出席することが多いので、まずは『first』
を試してみたいと思いました。ところで、プロ
フィール等見せて頂いてると、大学を卒業されて
から、まず別の会社に入られて、そこで何年か経
験を積まれてからこちらに戻ってこられたようで
すが、外で経験されたものと比較したときに、こ
こは伝統としていいなと思われたところや、絶対
守っていきたいなと思われたところと、ここは逆
に変えていきたいなと感じられたところはござい
ますか。

（専務）もともと私、ミツカンっていう味ぽんとか
の会社に入らせてもらってました。あちらも醸造
で、かつ上場されていないいわゆるオーナー企業
なんですね。もともと酒蔵をやられてた中野家が、
それから延長して食品メーカーをされたという経
緯があります。いわゆる一会社員として働いたこ
とはすごく良い経験が積めて面白かったんですけ
ど、いざ、こっちに帰ってみて、この家業の面白
いなと思ったところは、本当に手造りであるとい
うところですね。たぶんミツカンさんのような一
般的なメーカーでは、100人いたら80人90人が美
味しいというものを作るのが面白さですけれども、
喜多酒造に帰ってくると、100人のうち10人でも
５人でもいいんですよ。10人か５人がうちのお酒
を気に入って飲んでいただいて、それがある一定
層いるだけで会社が続いていく。私達のベースに
あるものは、どうしても継続とか継承となってし
まうので、瞬間的に100人に増やしたり、いろん
なブランドをガンガン立てるような形ではなくて、
一つのブランドを擦り減らさないように、少しで
もいいから価値をちょっとだけ乗せて、次世代に
渡すみたいなところがあると思います。なので喜
楽長という名前も、もしかすると日本酒らしくて、
今のスタイリッシュな時代には合わないのかもし
れないですが、そういった名前を大事にしていき
たいなと思ったのは帰ってきてからです。やはり
大きな会社でありとあらゆるものをガンガン動く
のを見るのはすごく勉強になったんですけど、
いっぱい商品を出して、その中でいいものが残っ
て、いまいちだったものがある意味淘汰されてい
く感覚とはちょっと違うのかなと思います。あと、
変えたいところはたくさんあるんですけれども、
継承に重きを置いている分、おいしい酒を造るで
止まっていて、攻めの姿勢が足りていないかもし
れません。例えばミツカンであれば、味ポンを売
ろうってなった時に、おいしいポン酢があるって
いうことが最低条件ですけれど、その後、じゃあ
ポン酢を使って鍋を提案したり、そのポン酢に合
う鍋の種類まで提案をするというように、生活様
式まで落とし込んでお客様にお伝えするというの
はすごく良いなと思います。ですが私達はある意
味小さな会社でやっていますので、いいお酒を造
ることは熱心にやってるけれど、じゃあそれをど
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喜楽長　喜多酒造株式会社

所 在 地　滋賀県東近江市池田町1129

連 絡 先　�TEL：0748-22-2505

事業内容　�日本酒の製造・販売

商品紹介　�喜楽長辛口純米吟醸・喜楽長純米大吟醸愛おし・
喜楽長大吟醸敬いし　他

沿　　革　�実り豊かな近江米の収穫できる近江の国の湖東
平野の八日市で、初代の喜多儀左ェ門が酒造り
を始めたのは、文政３年（1820年）。当時は屋
号を天満屋と称し、近隣の農家より米を買い受
け、酒造りをしておりました。以来、酒造業を
代々受け継いできました。『喜楽長』という銘
柄は、お客様に喜び、楽しく、酒を飲みながら、
長生きをしていただけるようにと、念じつつ名
づけたとのことであります。

公式HP	 https://kirakucho.com	
公式Facebook	 https://www.facebook.com/nihonshukirakucho/	
公式Instagram	 https://www.instagram.com/kirakucho/

公式HP

うお客様に、価格以上のもので、価格競争じゃな
い形でお伝えするっていうのはあまり出来ていな
いように思います。さっきの『first』もそうで、
美味しいお酒としてそれ自体は出来たけど、その
引用シーンまで提案できるかと言うと、日本酒業
界にそれまでそういう感覚はなかったので、ミツ
カンからそういったところはすごく学ばせていた
だいたし、もっと取り入れていきたいかなとなり
ました。日本酒って大きく括られないように提案
していけたらなと思っています。

（川元）ホームページでチーズケーキとコラボされ
てるのを見させていただいたんですが、それもそ

ういう活動の一環ということですか。
（専務）そうですね。あれも滋賀県内の飲食店様と

一緒にコラボして、昔ですと奈良漬けとかでよく
使われていた酒粕を、もっと皆様に身近になる形
でということで、チーズケーキというのが出てき
たような感じです。あれは、滋賀県のものの美味
しさを育てるという企画でやられていて、私達も
水なんかは当たり前ですが、滋賀県のものを使っ
ていますので、そういった活動の一つに参画でき
たことは、酒蔵も開かれた存在でないといけない
なと思う機会ではありました。

＝次月号に続く＝

インスタグラム
ＱＲコード
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