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京
みやこ

まなびミーティング⑲ 
  ゴールデン・エイジ・アカデミー 

京の食文化「生き続ける企業をめざして」 

 

 

 

 

日 時 ： 平成３０年５月１８日（金） 午前 1０時～11時 30分 

場 所 ： 京都市生涯学習総合センター（京都アスニー） 

講 師 ： 鈴鹿
す ず か

 可奈子
か な こ

 委員（株式会社聖護院八ッ橋総本店専務取締役） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○八ッ橋の歴史と由来 

皆さんは「八ッ橋」と

言われた時，「焼いたもの」

と「生のもの」どちらを

イメージされますか？正

確には，そのどちらも「八

ッ橋」ですが，単に「八

ッ橋」と言った時には「焼いたもの」をもともと指し

ていました。東京の方や

大学生に聞きますと「生

のもの」をイメージされ

ることが多いですが，そ

もそもの八ッ橋は焼き菓

子です。 

この八ッ橋の歴史ですが，作り始められたのが元禄

２年（1689年）のことと言われています。この頃に

八橋
やつはし

検校
けんぎょう

というお琴の名手がおられました。 

この方がお亡くなりになられ黒谷の金戒光明寺の

塔頭の一つである常光院に埋葬されたのですが，お弟

子さんが遠方からも大勢お参りに来られていたそう

です。この参拝者に向けて八橋検校さんにちなみ，お

琴の形をした焼き菓子を茶店で出したのがその起源

です。また八橋検校さんの「八橋」から名前をいただ

いたのですが，お名前をそのまま食べ物に付けるのは

畏れ多いので，間に「ッ」を入れて一歩引いたという

のが名前の由来です。 

 

 

 

 

 

 

 

一方で「生八ッ橋」はいつ頃から作られ始めたのか

実はよく分かっていません。現在では，原材料の配合

も異なり，生のものを焼いても八ッ橋にはなりません。

ただ，昔は焼く前の生地が食べられていて，それが生

八ッ橋として独自の道を歩んでいったのだと思いま

す。昭和の初め頃には既に食べられていて，ニッキの

風味が美味しく人気があったのですが，当時は日持ち

しないものですので，流通せずご近所の方が食べてい

た程度でした。表千家の前々家元である即中斎宗匠と

先代社長の祖父が懇意にしていただいており，お茶会

であんこを包んでお出しすることをご提案いただい

京都市社会教育委員が学校や地域に出向き，特別授業などを行う「京
みやこ

まなびミーティング」。 

１９回目となる今回は，鈴鹿 可奈子 委員が，京都アスニ―の人気講座「ゴールデン・エイジ・アカ

デミー」とタイアップして，「生き続ける企業をめざして」と題した講演をされました。 

講演は大盛況。多くの方が熱心に聴き入っておられました。 

京都アスニー 「ゴールデン・エイジ・アカデミー」 

毎回，京都が誇る歴史，文化，文学，伝統芸能などをはじめ，健康，防災，環境，人権など様々な分野の

専門家を講師にお招きして実施している，無料の教養講座です。今回で第 1703 回。講演会の後には，懐か

しい童謡・唱歌・抒情歌などを合唱していただく歌唱指導の時間も設けています。 

講演会の後に，懐かしい童謡・唱歌・抒情歌などを合唱する歌唱指導の時間も設けている。 

講演は，京まなびネット 

「動画で学ぶ」コーナーで

視聴できるよ。 

検校とは？ 

中世・近世において視覚障害のある方に与え

られた官職の最高位で，江戸時代には音楽や鍼

灸などの分野で，才能を持った人が検校に任官

されているよ。中には大名と同等の権威を持っ

た人もいたそうだよ。 

http://miyakomanabi.jp/movie/?act=list&keyword=%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E6%95%99%E8%82%B2%E5%A7%94%E5%93%A1&key_word.x=44&key_word.y=23
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たそうです。これが大変好

評で，後年形を変えて，「聖
ひじり

」

という名前で販売を始めま

した。 

 

 

 

 

 

 

八ッ橋には，お砂糖と米粉を混ぜ合わせてニッキで

香りづけしたものとの定義があります。この３つの原

材料を使うことが条件です。ですので，焼いたものも

生のものでもこの定義を必ず守って作っています。 

○時代に合わせ守る伝統 

私たちの会社では「味は伝統」という言葉を掲げて

います。こう言いますと，「今も江戸時代と同じ味な

の」と聞かれたりしますが，これはいつまでも同じ味

を維持するとの意味ではありません。当時お砂糖は貴

重品ですので，当時のものでは甘さも私たちには物足

りないと思いますし，固さを含め，少しずつ変化はし

てきているでしょう。「味は伝統」という言葉に込め

られているのは，どんな時代でも食べていただいた方

に同じように「美味しいな」と思っていただける物を

作るということです。今の時代に合った味を決めるの

が，その時その時の当主の一番の使命だと思っていま

す。料亭の御主人さんなども同じように考えられてい

るんじゃないかなと思います。私の父も突然に「ニッ

キが少し少ないのでは」などと言います。社員も「じ

ゃあそうしましょう」と分量を当たり前に変えます。

決まったレシピを簡単に変えてしまうことが新入社

員からすると不思議な光景のようですが，グラム数で

はなく味を見ながら最終の味を決めていくのがプロ

の仕事だと思います。 

○それは100年続きますか？ 

お菓子業界には，今これを使えば売上が上がるとい

う流行の食材があります。その食材は年々変わってい

くのですが，そうした食材は取り入れたくなります。

流行の食材もそれを使って美味しい物ができれば商

品化しますので，聖護院八ッ橋でも黒胡麻の「聖」を

はじめ，新商品を出しています。ただ，納得できない

味の物は絶対に出すことはしないようにしています。

中途半端な物を商品化してお客様からの評判を落と

してしまいますと，それを取り返すのはとても大変で

す。ですので商品開発をする時は，その商品が最低

100 年は続くかどうかということをとても大切に考

えています。八ッ橋は 300 年以上続いています。美

味しいと思っていただけているからこれだけ続いて

きたのだと思います。一般的に流行に乗って出された

商品は，流行が去れば無くなることが多いですが，私

たちは余程の理由が無い限りブームが去ったからと

いって一度出した商品を引いたりすることはありま

せん。味に自信を持って商品化した物ですので，ブー

ムが去ってからも根強いファンの方がいてくださっ

ています。 

○人を大切に 

私が聖護院八ッ橋総本店に入社して１年が経った

頃，父から「人と地元を大切にする」という事だけは

守るように言われました。これは父も会社に入った時

に，祖父から言われたことだったそうです。   

「人を大切にする」ということには大きく分けて，

お客様と従業員の方を大切にするという２つのこと

があります。お客様に対しては美味しい物を常に作り

続けることだと思いますが，従業員の方を大事にする

ために何をしているのか。聖護院八ッ橋総本店では従

業員の方がとにかく顔と顔を合わせる機会を大切に

しています。今の時代，電話やインターネットがあっ

て，直接会って話す機会はそれほど必要ないとの考え

もありますが，店員さん同士で集まって話すことや，

経営陣と社員さんとが一緒になって話す機会はとて

も大事だと考えています。 

顔を合わせる機会が少ないとちょっとした不満が

積み重なっていくんですね。わざわざ指摘することで

はないけれど，ほんの少し改善してくれたら助かるな

と，普段思っていることは結構あるもので，それが積

もり積もっていくと何かあった時にその不満が大き

くなって出てきてしまいます。そうなる前に社員さん

同士が顔を合わせて会話する中で改善されているこ

とってとても多くあり，そのために顔と顔を合わせる

機会を会社として提供していきたいと思っています。 

また，ボーナスを支給する時は，必ず社長か私から

社員さんに手渡すようにしています。お給料は振込で

すが，せめて年に２回のボーナスは社長室で一人一人

に手渡し，その方と少しお話をするようにしています。

話す内容は仕事関係やプライベートなことと様々で

すが，話をしているとその人の評価を正確にすること

に繋がります。プライベートの事は仕事に関係ないと

思われるかもしれませんが，従業員一人一人の家庭環

境などの背景を知ると，色んな状況の中で頑張ってく

れている人であったりするのが良く分かってくるん

        「聖」は当初，「神酒餅（み

きもち）」との名称で，写真

のような俵型だったそうだ

よ。 
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です。私は小さい頃，父がよくお店回りをしているの

について行っていたのですが，当然父はお店の方全員

の名前覚えていましたし，その方の家族のバックグラ

ウンドも覚えていました。私も新入社員の誰と誰が一

人暮らしをしていて，誰と誰が実家から通勤している

のかなどを把握するようにしています。そして，一人

暮らしの社員さんが病気になったりしたら，会社とし

ても何かしてあげられることは無いかを考えるよう

な，そうした家族的な会社の良い面は続けていきたい

なと思っています。 

もう一つ大事にしているのが，障害のある方の雇用

です。これは法律があるから雇っているのではなく，

祖父の代の頃から障害のある方々の就労支援を積極

的に行ってきました。八ッ橋の由来となった八橋検校

さんは目の見えない方でした。その方がおられたから

八ッ橋というお菓子があり，今の私たちの会社があり

ます。障害のある方も，社会の一員として大切な役割

を果たされ，歴史の中でも果たしてこられました。で

すから，障害のある方が人生を楽しく安心して過ごせ

るような仕事の場を提供しようとしているのです。 

 

 

 

 

 

うちの場合は工場で働いてもらうことが多いので

インターンシップをお受けし，この方はうちで働ける

なと判断できれば採用しています。もちろん，障害の

種類や程度によってはお断りしています。工場では機

械を扱っていますから，例えば耳が全く聞こえない方

ですと機械の作動を知らせるブザー音が聞こえず，手

をケガしてしまうことに繋がることもあり得ます。ケ

ガの程度によってはその方の一生を駄目にしてしま

うこともありますから，どういった方でも採用するの

ではなく，その方がうちで働けるか，うちの仕事がそ

の方にとって一生の仕事となり得るかどうかをきち

んと判断して雇うようにしています。 

昔だと障害のある子どもたちも同じクラスの中に

いたと思うのですが，今は小学校でも障害のある子ど

ものクラスを分けられていますよね。ですので，新入

社員の中にはこれまで障害のある方に接したことが

ないという方が多くなっています。そうした新入社員

は入社当初，障害のある社員さんにどう接すれば良い

のか戸惑ってしまうようです。でも，障害のある方は

コツコツと仕事をする能力などに長けていますし，他

の社員はみんな慣れていて，普通に接したり日常生活

を手伝ったりしているのを見て，今まで障害のある方

に接したことがない社員も変わってきます。 

祖父は，「社内に障害のある従業員が一人いると，

その周りに人の輪ができるようになる。それが社内の

結束にも繋がっていくから，とても大事な方々なんだ

よ」と言っていたそうです。こうした社内での経験は，

日常生活の中でも障害のある方に自然に手を差し伸

べられることにも繋がっていくと思っています。聖護

院地域には総合支援学校があるので，うちの会社を中

心に段々と地域全体にそうした温かさが広がってく

れればとの思いで障害のある方の就労支援を続けて

います。 

 

 

 

 

 

○聖護院・京都を大切に 

私たち聖護院八ッ橋総本店は名前のとおり聖護院

エリアが地元です。今，聖護院エリアは静かな住宅地

になっていて，新たに工場を建てることができないエ

リアになっています。うちの工場は昔からありました

ので今でも聖護院の地で八ッ橋を作ることができて

いますが，工場の周辺はニッキの匂いもしますし朝早

くから稼働していて蒸気なども出ています。 

ですので，聖護院地域でやり続けてこられたのは，

地域の方が許して支えてくださっているからで，地元

の方々への感謝の気持ちを忘れてはいけないと思っ

ています。工場はいつか移転しなければならなくなる

かもしれませんが，ある程度は本店のところに残し聖

護院地域の経済活動にも貢献したいと考えています。

その中で地域活動や学校行事にも参加することで地

元の方々との接点を増やし，先ほどの顔と顔とを合わ

せてということを地域でもしていこうと思っていま

す。 

これは狭い範囲での地元ですけれど，聖護院だけで

なく京都というエリア全体でも同じことを考えてい

ます。京都の良さを知ってもらおうと様々な場所での

物産展を，社長も長年京都府社団法人物産協会の会長

をつとめ，積極的に行ってきました。これは何も地方

で京都のものを売ってお金を稼ごうというのではな

くて，本物の商品を揃え，舞妓さんなどをお連れして

本物の京都をその地域で見てもらって「京都って素敵

障害者雇用促進法 

日本には障害のある方の雇用を促進するため，

企業に対して，従業員の２％以上は障がいのある

方の雇用を義務づける法律があるんだ。 

巣立ちのネットＷＯＲＫ 

京都市では，障害のある子どもたちの学びの

場である，総合支援学校と企業・行政・福祉関

係団体・ＰＴＡが連携して総合支援学校生徒の

職場実習先や就労先などの進路開拓に取り組

む，「巣立ちのネットＷＯＲＫ」が組織されて

いるよ。このネットワークには以前から聖護院

八ッ橋さんに協力いただいているんだ。 
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だな」と京都に足を運びたいという人を増やそうとい

う思いで行っています。また，それが今では世界にま

で広がっていて，色んな国の方に日本の良さを知って

もらおうという活動にも繋がっています。 

○ニッキがポイント 

私たちは商品開発をするときに，米粉，お砂糖，ニ

ッキを原材料にするという条件を守りながら商品開

発をするのですが，これがなかなか難しいのです。 

「味は伝統」ということを先ほどお話させていただ

きましたが，原材料の選び方にもこの精神がすごく入

っています。お客様から会社に電話があって，どこの

お米を使っていますかと聞かれることがあるんです

ね。「コシヒカリを使っています」といった回答を期

待されているのだと思うのですが，実は産地や銘柄は

限定していません。私たちが使っているのはブレンド

米です。長く続いているお菓子屋さんの代表商品で，

昔から産地や銘柄を限定している所というのはおそ

らく無いと思います。これは京都のお菓子屋さんに限

らないのですが，材料を限定しまうとその材料が不作

などで手に入らなくなるとお菓子の歴史が終わって

しまいます。それに，そのお米の品質が落ちてしまっ

たら，どんな時代でも一番おいしい八ッ橋を作ること

を目指しているのに材料を変えられず，一番おいしい

物を作れないということになってしまいます。そうで

はなく毎年，お米屋さんに色んな所のお米で八ッ橋に

ふさわしいブレンド米を作っていただいているので

す。 

八ッ橋の原材料の中で一番大切なポイントがニッ

キです。ただ，若い方にはニッキという言葉自体に馴

染みがないんですね。知っている方でもニッキに対す

るイメージが「ピリピリする」や「古臭い」であった

り，同系統の香辛料で味も同じなのですが「ニッキは

嫌いだけどシナモンは好き」などおっしゃったりもし

ます。私たちはニッキを厳選していまして，刺激が少

なく風味が豊かなものを選んでいます。 

ニッキが日本に入ってきたのは平安時代で，当時は

お薬として入ってきました。江戸時代ではまだ食材と

いうよりもお薬の位置付けにあったので高価な物で

あったと思います。ニッキには疲れた足を癒す効果も

あると考えられていたそうで，遠くから来られた方を

労うためにお茶と一緒に薬の意味も含めて出したの

ではないかというお話も伺ったことがあります。 

このニッキが八ッ橋らしい風味を作っています。若

い方のイメージが定まっていないため，ニッキを抜い

た物を作らないのかと言われることもありますが，ニ

ッキを含めた３つの原材料を使うということは絶対

に守るようにしています。ただ，その上で１００年は

続く商品を開発するとなると，商品開発はとても難し

いものとなります。 

○八ッ橋の美味しさを伝える 

そんな中で若い方にも食べてもらいたいとの思い

で始めたのが「nikiniki」です。これは新しい八ッ橋の

お召し上がり方を提案するのがコンセプトです。この

ブランドを立ち上げた理由は大きく分けて４つあり

ます。 

その一つ目が，普段八ッ橋をあまり口にされない方

に一人でも多く食べていただこうという思いでした。 

今，京都の方で八ッ橋を日常的に食べてくださる方

が少なくなっています。大学生の頃ですが，他府県か

ら京都に来た友人は比較的よく八ッ橋を口にしてい

らっしゃり結構詳しかったりしたのですが，京都の友

人には八ッ橋は京都のお土産物であまり食べないと

言われました。大学生になってこの温度差にはじめて

気付いたんです。そうした京都出身の友人たちも，私

が八ッ橋をあげたのをきっかけに食べてみたら美味

しかったとお店に来て買ってくれるようになったん

ですね。そこで，何か食べてもらえるきっかけがあれ

ば，京都の若い人にも食べてもらえるんじゃないかな

と考えて，地元の若い人が八ッ橋に持っているイメー

ジを変えていかなければいけないと思ったのです。 

なぜこうした方々は八ッ橋を買いにこられなかっ

たのか。聞いてみると，本店の入口は重々しく，単に

商品を覗きに入るには敷居が高いと言われます。

「nikiniki」ではドアを無くして商品を気軽にのぞいて

いただけるようにしました。八ッ橋と大きく掲げてし

まうとまた「お土産ものだから」と足が遠のくと考え，

一見八ッ橋のお店には見えないようなデザインにし，

並べる商品もカラフルなものにしたり従来の八ッ橋

とは思えないものに敢

えてしています。何だ

ろうと興味を持ってい

ただき，食べてみて「お

いしかった」と思って

もらえたら良いなとい

う考えで始めました。 

実際見た目は大事でして，ニッキが苦手と思ってい

らっしゃった方に「nikiniki」のお菓子を見せて食べて

もらうと，「八ッ橋やニッキって苦手だと思っていた

けれどこれにはニッキが入っていないんですね」とま

でおっしゃる場合があります。実は全くそのようなこ
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とは無く，八ッ橋を食べてもらうために始めたもので

すから，「nikiniki」で販売している商品はすべて，聖

護院八ッ橋総本店の八ッ橋・生八ッ橋，またそれに使

用しているニッキを使った商品になっています。当然，

その八ッ橋の原材料や配合などは聖護院八ッ橋総本

店のものと同じです。でも，見た目が変わると全く別

のものだと思ってもらえる，そもそも食べず嫌いの方

が口に運んでくださるのですね。それが八ッ橋そのも

のの良さを知ってもらうきっかけになれば良いなと

考えています。またちょうど SNSが流行する時代で

あったこともあり，今

で言う「インスタ映え」

に合致したようで，お

客様が独自に写真を

撮って広めてくださ

るようにもなりまし

た。 

二つ目の理由が，これまでと異なる八ッ橋の楽しみ

方の提案をしたいということでした。八ッ橋の需要は

やはり観光客に多いので，お土産物として守るべき事

があります。日持ちが一定期間する事や，持ち運んだ

時に劣化しないこと，そして品切れを起こさないよう

にある程度大量生産ができるということ。この条件の

中で聖護院八ッ橋総本店では代々新商品を作ってき

ました。 

ところが，これではお客様に提案したくてもできな

い食べ方があります。私の母が以前に八ッ橋を使った

カフェをプロデュースしていて，そこでは八ッ橋をア

イスクリームをはじめ様々な食材とあわせたり，生八

ッ橋とリンゴのコンフィを合わせたりといったデザ

ートを提供していました。私は小さい頃からそうした

食べ方もしていて大好きだったんですね。美味しい食

べ方だからもっと多くの人に知ってもらいたいとい

う思いがずっとあって，入社した時から社内で提案し

てきたのですが，たとえばアイスクリームでは溶けて

しまいますし，コンフィは水分量が多く日持ちがしま

せん。そこで「nikiniki」では，お土産ものとしての条

件を度外視して，一般のお菓子として八ッ橋にはこう

いう食べ方があるということを楽しんでもらえれば

と発想を変えたのです。 

三つ目が，変わりゆく時代の中でお客様のニーズを

直に把握したいという理由です。先ほどお話ししまし

たように，商品開発の際は１００年続く自信があって

初めて商品化するようにはしているのですが，そうは

いっても今の時代，昔よりもお客様の好みの移り変わ

りは早いです。その中で，私たちが美味しいと思った

商品の中でどういった物がお客様に好まれるのかを

見る場所がこれまで無かったのです。「nikiniki」は聖

護院八ッ橋総本店とは別の名前を掲げたブランドで

すので，ここで試したものが本店でのアイディアの元

となれば，さらにもっと長く続くお客様の好みに合致

したものが，出来る限りスピーディーに作っていける

と思ったのです。実際，「nikiniki」で原案が産まれた

聖護院八ッ橋総本店の商品も今，何点かあるのです。 

最後の理由として，八ッ橋を通して季節を感じても

らいたいというのがあります。本来和菓子というのは

お茶会などでそれぞれの季節の物を出して季節を感

じてもらう物です。「nikiniki」で買ってくださる若い

方にもそうした文化を知ってもらい，季節に敏感にな

ってもらえたら良いなと思い，季節の生菓子では和洋

とわず季節ごとのイベントや四季折々のモチーフを

かたどったり，カレ・ド・カネールでは時期にあわせ

た食材との組み合わせ

を考えたりとしており，

いつからいつまでの販

売というのは事前にか

っちりと決めず，その

時々の四季の移り変わ

りにあわせています。 

ちなみに季節の生菓子を作る際は形ごとに味が変

わらないことに一瞬戸惑いましたが，上生菓子の世界

では，同じ味で色や形，もしくは名前を変えて季節を

感じてもらうお菓子が多いです。それはひとつひとつ

のお菓子が最高の味で自信を持っているからこそで

きることだと思い，八ッ橋そのものを様々な季節にあ

わせて楽しんでいただくようにしました。 

○新ブランドの波及効果 

こうした考えで新しくこのブランドを始めたこと

で社内に思いがけない嬉しい変化が二つ生まれまし

た。 

まず一つ目が，「nikiniki」

が八ッ橋の手づくりの製

法を受け継いでいく場と

なっていることです。

「nikiniki」の商品はどれ

も少量生産です。手で細

かく作っていまして一日にほんの少ししか作れませ

ん。聖護院八ッ橋では大型の蒸し器やミキサーを使っ

てある程度大量生産が可能ですが，その機械にかける

だけの量が無く，手で生地を混ぜたり蒸籠で蒸したり

します。これらの方法には熟練と慣れが必要とされる
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ため，何かの折に教えるというのではなく，毎日作る

ことが必要になります。また大量消費・大量生産の時

代ですから機械のボタンを押したら出来ると思われ

がちですが，たしかに日々作るものは大量生産を行っ

ていますが，機械を使うにしても手作りでの下地があ

ると，たとえばうまくいかなかったときにどうしてう

まくいかなかったのか，今の状態は何なのか，がはっ

きりわかるようになります。これが新しいお菓子を作

ることで出来たことは結構大きなことだったかなと

思っています。 

もう一つは，作り手さんに考える習慣が付いたこと

です。「nikiniki」での商品づくりはゼロからの商品づ

くり，また「季節の生菓子」に至っては一カ月に一度

訪れた方が何か新しいものを発見することが出来る

ようにということをテーマとしており，これを今まで

ずっと続けてきています。 

当初は私がデザインを

考えていたのですが，今

では半数以上が社員さん

の案から。工場での製造

で，また100年続く新商

品をとなりますと，これ

まで新入社員や若手の社員さんは言われたものを作

るだけが当たり前となっていました。そんな中で「何

かを考えて」と気軽に私は言ってしまいましたが，こ

れが大変なことだったようで，どうすれば良いかわか

らないと皆途方に暮れてしまったのです。そこで，日

ごろから周りのものに目を配りアイディアの基とす

るということを習慣づけてもらい，苦労しながらも新

商品を生み出してもらいました。 

そうすると「nikiniki」には若手の購買層の方が多い

ことから，インターネットなどで自分がデザインした

商品が可愛いと言われたりするのを目にするのです。

これはモチベーションが上がるのに繋がるようで，ま

た最近は自分も「nikiniki」の商品を作ってみたいと製

造を希望して入社してきてくれる社員も増えたりし

まして，社内が活性化しました。当然若い方だけでは

なく，これまでいらっしゃった方も，楽しんで可愛い

ものを試作して持ってきてくださるのも，私には嬉し

いことです。 

これまでいろいろな変化をお伝えしましたが，先に

申しましたように「nikiniki」の目的は八ッ橋のおいし

さを知ってもらいたいということですので，八ッ橋や

生八ッ橋は聖護院八ッ橋総本店と全く同じもので，食

べ方などを提案したに過ぎません。「新しいことをし

たね」「改革をしたね」と評価されることが多いので

すが，私自身には，そういう大きなことをしたという

つもりはありませんでした。あくまでもこれまで引き

継がれてきた八ッ橋を，少しでも楽しんでいただく工

夫をした，そんな先人たちが当たり前にしてきたこと

の一つだと思っています。 

○長く続けていくために忘れてはいけないこと 

私は大学で経営学を学んできました。その中で大切

とされる考えの一つに，ターゲティングがあります。

何か商品を作る時には，幅を狭くしたターゲットを決

めて，そこに向けて商品開発を行うというものです。

ちょうど「nikiniki」をはじめてしばらくしたころ，チ

ョコレートの生八ッ橋でチョコレート餡を包んだチ

ョコレート聖が開発されていました。こちらは修学旅

行生のニーズがあって生まれたものでしたので，これ

こそターゲットに向けて作り上げなければと勉強し

たことを生かして思ったのですが，その時に父に言わ

れて当時は理解できなかったことがありました。 

チョコレートの「聖」は修学旅行生がターゲットで

すので，包装紙も１０代の若者が好みそうなポップな

ものにしたいと提案したのですが，父に「これはちょ

っと若者向き過ぎて他の人のことを考えてない」と言

われたのです。私が学んできたターゲティングでは，

若者をターゲットにした商品なのですから，包装紙な

ども若者向きのものにすることは間違っていないは

ずだと思っていました。 

その意味が分かったのは「nikiniki」での経験を経て

からでした。「nikiniki」は緑色をテーマカラーにして

いますが，京都の若い女性をターゲットにしていまし

たので当初はピンク色にしようと考えていました。景

観条例などとの関係でピンクでは店舗の装飾が上手

くいかなかったので緑にしたのですが，結果，今，幅

広い世代の男性にも常連さんが多いのです。また７０

代以上の女性の方も多く，そうしたお客様がある日，

「お菓子が美味しくて可愛いのは当然だけれども，紙

袋が自分たちが持っていても恥ずかしくないのが良

い」とおっしゃったのです。父はこのことを言ってい

たのだと気づいた瞬間でした。お菓子自体では若い人

たちをターゲットにしても，それ以外の包装紙などで

ターゲット外の人に配慮しなければ，せっかく一人で

も多くの方に広げようとしているにも関わらず，その

時点でこの紙袋は恥ずかしいと思う方を排除してし

まいます。 

結局，チョコレート「聖」に父は少しレトロなデザ

インの包装紙を選んだのですが，若い方はレトロと言

って買ってくれますし，ご年配の方は可愛いといって
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買ってくれています。商品に付随する

物で初めから誰かを阻害するような物

を作っていては，長く続いていくお商

売というのは成り立たないということ

をこのことで気づきました。 

○食文化の未来を見据えて 

私たちが目標としているのは，１００年たっても２

００年たっても八ッ橋というお菓子が存在し，そして

それを食べる方が笑顔になるということです。京都の

「食」に関わる組合などで，同世代の方たちともよく

お話をしますが皆さん考えていることが一緒で，「美

味しいと笑顔になることで京都の食文化を次代に繋

いでいきたい」と考えています。単に今売れるからや

今ブームだからではなく，本当に今これを出すことが

和食でもお菓子でも食べ続けたいと思われる要因に

なるのかどうかということをきちんと考えることが

大事だと思います。たとえば和食が嫌いという子供が

いて，口にしてみてやはり美味しくないと思ってしま

えば，もう二度と食べないようになるでしょう。逆に，

食べたお料理がきちんとしたお出汁の味でおいしい

と思ったら，また食べたいと思ってもらえる。ですか

ら，八ッ橋も「また食べたい」と思ってもらえたら，

それが次に繋がっていきますし，そういうものづくり

をすすめていかなければいけないと思います。 

また私たちは常にゴールをずっと先に置いていま

すので，新たな取引を始めようという時，まず儲かる

かどうかよりも，そこのお店と関係を結ぶことが当社

のイメージをマイナスにしないか，将来マイナスの効

果が無いかを考えます。取引しようとしている所がお

客さんを大切にされないようなお店であれば取引を

しませんし，私たちの商品を以前から扱ってくださる

お店が周りに沢山あってそこに迷惑をかけるような

ことはないかなど，色んなことを考えてお取引をする

かどうかを決めるようにしています。一年だけ利益が

上がったからといって，それが百年後のマイナスにな

っていたら意味がないと考えています。なので会議で

一番に必ず考えることは，その場しのぎではなく将来

のためになりますかということです。それで大丈夫だ

と分かったら，それから利益をどうしようかという話

になっていく。こういうやり方をしています。 

１００年・２００年と続けていくために，私たちは

今何をしたら良いのか。「食」に携わる者として食べ

てもらうには何をすれば良いのか。それは美味しい物

を作り続けるしかありません。何百年先ものことを考

えた時，できることは日々最善を尽くしていくことし

か無いのだと思います。 

お菓子は必需品ではありませんので，美味しくなけ

れば食べてもらえません。そのため私たちが出来るこ

とは毎日毎日一番美味しい八ッ橋を作ること。今，一

番美味しい物かどうかはしっかりと父が見てくれて

いますので，私がするべきことは一人でも多くの方に

食べてもらう工夫をすることなのかなと思って仕事

をしています。 


