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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.2）
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。

実
施
日 ： 2021 年４月６日
実 施 場 所 ： 喜多酒造株式会社
インタビュアー ： 会
長 中野雄介
会報部長 川元麻衣
※紙面の都合上、当インタビューは2021年10月号から12月号までの連載となります。

後継者問題について

いう微生物をお世話する係だと思ってるので、本
当に、そういう点でいうと些細な気温変化であっ

（川元）たくさん画期的な活動をされているんです

たりとか、もちろん飲まれる皆さんの状態によっ

ね。私も日本に住んでいながら日本文化そのもの

ても味が違ってくるのでおもしろいものです。疲

である日本酒について全くと言っていいほど無知

れてる時は苦味を拾いやすくなるので、お酒を美

なのですが、同じ原材料の容量でも味が異なるこ

味しく感じられないときは、ちょっと疲れてる時

とっていうのはあるんですか。湿度とか温度とか

だというふうに分かるので、人間と同じようにお

によって…。

酒自体も生きてるような感覚ですね。普段の一般

（専務）日本酒は完全に生き物だと思っていただい

的な日本酒っていうのは65度で低温殺菌して、一

たら良くって、同じ者が同じように造ったとして

応死滅というか酵素活性を止めて味が変わらない

も、ある意味、子供みたいなもので、個性が出て

ようにしているんですが、それでも空気に触れた

くるんですね。で、ある程度の個性は技術でコン

りだとか温度によって、いわゆる熟成していくよ

トロールするんですけども、強制してやるような

うな形になるので、その点でいうと、日本酒って

感覚よりかは、私たちは日本酒の麹菌や酵母菌と

本当に顔が違うというか、一本一本違っていくよ
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うなお酒になります。

ていきたいです。あとは、若い方が、酒蔵や日本

（川元）なるほど。私も日本酒に興味が出始めてい

酒業界をおもしろそうだなと思って、最近、入っ

るのですが、私のような初心者でもわかるような

てくださる方がすごく増えていて、今、うちでも

本を出版されていますよね。それはやはり、日本

20代や30代の若い方も積極的に働いています。新

酒を若い人に、特に女性に、知っていただきたい

卒での採用をしたりですとか、会社としても若い

という思いですか。

方に興味を持っていただける産業であることと、

（専務）そうです、そうです。本当におっしゃって

若い方が、日本のものづくりに興味を持っていた

いただいたとおりで、私が家業に戻ってきたのが

だいていることが良いことだと思いますね。

25、26歳のときですが、自分の日本酒を勧めると

（川元）農業でもそうですけど、若手のなり手がな

美味しいねって言ってくれるんですが、「日本酒

かなかいないという問題を抱えている業界がすご

のこと全然分からなくって悪いんだけど…。
」
とか、

く多いと思うんですけど、その中でも、徐々に、

「実際お店に行っても何を買っていいのか分かん

日本の伝統文化に興味を持つ若い人が、確かに最

ない」と言われたんですね。単に飲んで美味しい

近増えてきてるなという実感はあります。ですの

だけで十分だけれど、みんな、なんとなく日本酒

で、酒蔵でもそういった方が積極的に応募されて、

は日本文化だからちょっと知ってなきゃいけない

引き継いでいっていただいたらと思います。

みたいに思っているようでした。あの本は、日本

（専務）お父様がお酒好きとかというような環境

酒を造ってる人間が書いてるのに、酒造りについ

じゃなくても、ものづくりという側面から入られ

てというよりかは、お酒の選び方を一緒に勉強で

る若い子も多いので、その点では業界的に、後継

きるように、ということでライターの今田さんよ

問題があっても、若い方が少ないかと言われると、

りお声がけいただいて、出版にいたりました。

クラシックな業界の割には最近増えてきているの
は良いことだと思います。うちの会社見てても、
まわり見てても、やはり会社として、いい方向に
向いてる会社さんというのは、若い方が、「なに
か新しいものを造りたい」という熱い想いを持っ
ていらっしゃるように思います。今まで酒蔵です
と、県内で造って、県内で売って、県内の方を社
員さんとして取るという形でしたけど、今はもう、
私達も東京であったり、海外であったりとかに出

（川元）そうなんですね。日本酒を飲む人に若い世

荷してますので、いろんなところで触れていただ

代を取り込んでいこうということですね。それと

いて、そんな中で酒蔵で働いてみたいなとか、こ

同様に、経営者の後継者問題、事業承継というの

んな味が好きだとか、選択肢の幅が増えているよ

は、
非常に緊迫しているのかなと思うんですけど、

うな感じましますね。

今の酒造業界の事業承継、後継者の状況だったり
だとか、御社としては、今後の展望だったりとか
を教えていただけたらと思います。

海外の反応について

（専務）おっしゃったとおり酒蔵でも後継が見つか

（川元）日本人に売るだけではなくて海外の方にも

らないという問題があります。なかなか親族でな

という話をされてたんですが、そこはどのように

いと継承は難しい業界ではあり、今は、だいぶ門

発信をされているんでしょうか。今、コロナでな

戸が開かれているように思います。例えば、廃業

かなか外国の観光客もいない中で、外国人に対し

されるところの権利を買われて新しく酒蔵をされ

て売るというのは難しい状況であると思うんです

たりという方法も増えています。うちも同じよう

けど、日本酒に対して興味を持たれてる海外の方

に、継承という面では、形を変えてでも繋いでい

が結構いらっしゃいますよね。

くという方法もできると思うので、そこは注力し
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（専務）私も酒蔵へ帰ってきたときは、日本酒の輸

出はなかなか難しいかなあと思っていたんですが、

れるので、日本酒にも地域性みたいなのをすごく

いざ、自分が一回アメリカの展示会に行ってみよ

重視されるように思いますので、滋賀県の土地柄

うと思って、行かせてもらうと、すごく反応がい

の話もします。例えば、滋賀県には海がなくって

いわけです。すごく皆さんいろんな質問してきて

山があって、いわゆる交通の要衝であること、比

くれるんですけど、もう少し正しい知識をご存知

較的食文化が甘めの味わいを好む傾向で、日持ち

だったら、日本酒がもっと広がるよなぁと感じま

のする発酵食品が好まれること、近江牛も比較的

した。やはりまあ、喜楽長売る、日本酒売るって

神戸牛より味が濃いこと、などの話をして、それ

いう仕事の中で、
「日本酒を知ってもらう」って

ゆえうちのお酒は比較的味がしっかりしてますよ、

いう啓蒙的な部分ですね。例えば、お料理とどう

と言うと納得していただけます。日本では、喜楽

合わせていくか、日本酒は寿司と天ぷらとしか

長がどういうお酒を造っているかっていうところ

マッチしないイメージかもしれませんが、それだ

にフォーカスされるんですけども、やはりワイン

けではなくて、メキシコ料理とのペアリングも提

文化とかそういう地域性の文化が強いので、すご

案させていただいたりだとかもしています。

く面白いですね。

（川元）メキシコ料理と日本酒ですか！！
（専務）はい。また、創作フレンチみたいなもので、

（川元）ワインもいっぱい種類があるのと同じよう
に日本酒もいっぱい種類があるので、日本酒に興

向こうはフュージョン料理っていうような色んな

味があって、日本文化にも興味があっても、何を

異文化を混ぜているお料理が非常に多いので、そ

選んだらいいのかとか、何が違うのかというのが、

ういったところで、どう組み合わせていくかとい

たぶん分からはらへんのだと思いますので、その

うお話をしたりだとか。海外の方は、私達日本人

地域性に力点をおいてプレゼンされていることは

みたいに、あるべき論みたいな感覚は良くも悪く

とても有用だと思いました。

もないので、その点では提案に対してすごく吸収

（中野）今の話を聴いて思ったのは、お客さんが喜

していただくので、海外に売ってて本当におもし

ぶものを兎に角造ろうというだけじゃなくてね、

ろいです。今後は日本酒の啓蒙ですね。ワインが

自分たちの特徴を知っていくことで、好きになっ

世界中で当たり前に飲むようになっていろんなと

てもらえたら買って飲んでもらったらいいという

ころで作られるようになったように、日本酒もそ

こと。ただ、状況に合わせて気が向いたら飲んで

うなってくれたらいいなと思いますので、日本酒

もらったらいいというスタンスが、さっきおっ

業界の一人の人間として丁寧に伝えていきたいと

しゃった、大きくすることじゃなくて、継承して

思っています。

いくのが重要なんだっていう考え方と繋がってい
るような気がします。要するに、消費者に売るだ
けじゃなくて、自分たちのスタンスっていうのを
きちっと持ちつつ、それをいかに消費者に分かっ
てもらって、気に入ってもらえるか、でお互いが
上手にキャッチボールできるような関係性を作ろ
うとしておられるのかなと、すごく感じました。
（専務）いえいえそんな恐れ多いですけれども…。
ミツカンにいるときは、たくさんものを売りたい

（中野）アメリカの展示会では実際にプレゼンテー

し、たくさんものが売れるための方法っていうの

ションされたということですが、どのようなポイ

をすごく勉強させていただいたんですけど、また

ントに力を入れてプレゼンされるんですか。

ちょっと違ったお商売の仕方でやっていくという

（専務）アメリカには、大手さんの日本酒蔵があり

のは、継承がベースにあるからでしょうね。私の

ますので、価格勝負はできません。じゃあ、私達

代でバーンと売れて、ある程度ためて事業拡大し

の蔵はこうですっていうのをポイントとしていま

ようか、日本酒以外もやっていきましょうという

す。あとは、やはり海外の方はよくワインを飲ま

方針は、おそらく取らないだろうという前提の元
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ですけれど、ある程度継承をベースに置くと、す

ど必需品的な側面もあって、それは心を豊かにし

べきことというのは、やはりコアな部分、どうし

てくれるという側面がよく見えた１年だったかな

ても本質的な部分を中心にやるということかと思

と思います。あとは良くも悪くも、出張であった

います。そうなると、なかなか結果は出づらいで

りとかで皆様に直接お伝えする機会がすごく減っ

すが、その分ゆっくり時間をかけるだけの風土が

て、逆に時間に余裕ができたので、自分たちから

この会社にはありますので、200年やってきた歴

発信する方法っていうのは、特に、今年度、４月

史からすると…。

始まりましたけど、ちょっと若い社員と一緒に、

（川元）そうですね。すぐ結果がっていうと、１年

まあSNSなのかYouTubeなのか何か分かりませ

２年という話ですけど、200年の歴史の中では、

んけども、少し私達から、今までだとイベントに

ほんのちょっとなんで、ほんとに長いスパンで考

来てくださるお客様、お酒を飲みに来てくださる

えていかないといけないんだなと思いました。去

お客様とコミュニケーションをして、十分伝えら

年は、コロナで、予期せぬ時代になったと思うん

れていたんだけども、ちょっとお顔は見えないで

ですけど、コロナ禍を通して何か再度認識された

すが、こちらから発信する方法っていうのを、こ

ことはございますか。

れからの時代確立していかなければならないとい

（専務）去年１年はコロナで、飲食店さんへの出荷
が減ってしまって、本当に厳しい状態ではありま

うのが、今後の目標っていうか、今年の重点課題
として置いています。

した。いつ通常に戻るかは分かりませんが、美味
しい食事と美味しいお酒というのは、人にとって
なくてはならないものですよね。コロナで家飲み
が増えていたとしても、そういう食のシーンって
いうのは絶対なくならないということを再認識し
ました。私はずっと、日本酒は生活必需品ではな
いと思っていて、だからある意味なくなってもい
いものだから、より美味しいものを、と思ってい
＝次月号に続く＝

ましたが、今回のコロナで、日本酒は嗜好品だけ

喜楽長
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

 楽長辛口純米吟醸・喜楽長純米大吟醸愛おし・
喜
喜楽長大吟醸敬いし 他

沿

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。

革

公式HP
https://kirakucho.com
公式Facebook https://www.facebook.com/nihonshukirakucho/
公式Instagram https://www.instagram.com/kirakucho/
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インスタグラム
ＱＲコード

公式HP

喜多酒造株式会社

N
琵琶湖
愛知川
近江
八幡
八日市
喜楽長 喜多酒造

