
第１回　本家 尾張屋　当主
稲岡 亜里子様インタビュー （Vol.2）

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、本家尾張屋の稲岡亜里子当主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３月号から当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１月 24 日
： 京滋会事務局 Microsoft Teams
： 会　　長 中野雄介
　 会報部長 川元麻衣
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新しい尾張屋としての模索

（中野）家業を継ぐにあたって、または継いでから
でも結構なんですが、何か心がけておられること
とか、新たに始められたことはございますか。

（当主）やはり自分の決断が本当にちゃんと100年後
にも価値があるものなのかということ、今まで積
み重ねてきたことを、形を変えても一番大切とさ
れてるものはちゃんと守られているのかどうか、
ということはいつも意識してます。でも、時代は
こうやって早いスピードで変わっていくので、そ
れをどのように守っていくがすごく大切です。例
えばコロナ前から私は５年間ほど代表をしてまし
たが、その５年間と、コロナ後の１年というのも
全然違い、経営に対する考え方もすごく変わりま
したね。

（中野）コロナの前と後で会社の対応も大きく変
わったと思いますが、稲岡さんが会社に入る前に
見ていた家業と、中にはいってからの家業という
のも見え方も違うと思います。どんなふうに変わ
りましたか。

（当主）家に入って、父がいる時から家業に携わっ
て感じたのは、父とか祖父の代はどちらかという
とピラミッド式の、社長がいて、社長にすべての
責任があって、会社があるという形でした。私は
家に入って結構すぐに父を亡くしてしまったので
すが、会社にいる80人の従業員を守るには自分も
経験がまだ浅かったし、現場の人たちの方が私よ
りも知っていることが多い中、でも経営者として、
その会社を守っていく責任は私にあるという中、
新しく変えた点としては、会計士さんを変えて、
もっとより良い会社のあり方、会社の全員じゃな
いですけど、上の10人ぐらいとは共有をするよう
にしました。会社というものがどういうふうに
回っているのか、良くなればみんなにもそれが還
元されるということを伝え続けて、なんというか、
社長だけの会社じゃなくてみんなの会社だという
意識づくりをしたことが、きっと父の代から私の
代に変って、結構力を入れて変えたところだった
と思うんですね。そういう時代にも来ていると思
いますし、一人ひとりがより力を発揮することで、
より強く良い会社になるというふうに私は信じて
いるので、そういうところに力を入れています。

　　形としては、蕎麦の方は父と祖父はすごく力を
入れたので、蕎麦の３店舗はすごく伸びてるとい
うか安定しているんですが、菓子の方が家の近く
にニューヨークのチョコレート屋さんがあって、
マカロン屋さんがあって…という感じなので、今
までとは同じではだめだなという感覚があります。

でも、ずっと守られてきたものをただ今の時代が
こうだから何か新しいものが簡単にできるわけで
もないし、そこはできることから変えていこうと、
包装紙のリニューアルであったり、価格帯の変更
であったり、そば餅をピロ包装にして賞味期限を
伸ばしたりそういうことを整理整頓して、次に向
けての準備をし、2020年新しくお店を本店の横に
菓子屋の顔として開け、そこで新しい商品を限定
として販売を始めたりしました。

　　コロナが収まれば、菓子を売るだけではなく、
日本で和菓子という文化や歴史がどう育ってきた
のかということを発信していきたいです。和菓子
の文化の中にはお茶の文化もあり、それは昔、お
侍がお茶室に入って一服するときは敵同士でも刀
を外において、部屋に入り、自分につながる…あ
る意味人としての精神世界につながるようなお茶
の世界を大切に育ててきた日本文化があり、その
お供にずっと和菓子はあって、普通のスナックと
は違う「和菓子」というものがあるという日本の
文化や精神世界をもう一度学べるような時間を提
供できるイベントみたいなものをしてみたいと
思っています。また、日本人にも外国人にも和菓
子というものを知ってもらうような場を作りたい
と思っています。お蕎麦については、コロナ前は
安定していましたが、うちの会社はメインがイー
トインでまわってる会社なので、コロナになって
今もかなり大きなダメージを受けてます。でも、
待ってるだけではだめなのでオンラインに今は力
を入れています。たとえば、今年の４月に新しく
ウェブサイトをリニューアルする予定ですし、あ
と、お店に来てもらえないので、お家で商品を楽
しんでもらうために、去年の11月に発売をスター
トした『宝鍋』というのを作ったんですね。これ
は、うちのお出汁とお蕎麦といろいろな具材が
入っているんですが、その具材はほとんどがうち
のお店がお付き合いさせて頂いてるお店の具材が
入ってて、これも４代に渡ってお取引をさせても
らってるお店やからこそ、今回こういうコラボ
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レーション商品を一緒にという形を作れたり、本
当にこう私だけじゃなくて先祖が作り繋げていっ
てくれたつながりがあったからこそ、できあがっ
た新しいものですね。

（中野）コロナによって非常に難しい局面を迎えて
いるように思いますが、この先、例えばなんです
けど、稲岡さんが経験されてきたことを活かして、
京都だけではなくて、海外に向けて日本の文化を
発信していくことは尾張屋さんの可能性としてあ
ると思います。海外への発信も含めて、稲岡さん
がこれからやってみたいこと、やれる余地がある
と考えておられることは何でしょうか。

（当主）そうですね。やっぱりおっしゃられたとおり、
日本人がパスタを普通に食べるようになったよう
に、海外に向けてのお蕎麦の市場というのはまだ
まだ広げていけると思っています。世界中の人が
体にいいものを体に入れるという意識が広がって
いるので、中でもお蕎麦っていうのは断食や瞑想
に入られるときにも唯一、体に入れていたってい
うほど栄養の高い食べ物なので、そのお蕎麦の良
さをまだしっかりと海外に伝えきれてないと思う
んです。海外に向けて蕎麦を伝えていくというこ
とは必要だと思っていますが、食品の貿易ってか
なりハードルが高いところもあるので、今後色々
と勉強しながら未来に向けて、海外に向けての蕎
麦の輸出と発信を考えています。

海外での生活から得られるもの

（川元）実は私も少しだけニューヨークで生活して
いたことがありまして、そこでやはり日本食が恋
しくなって日本食を食べるんですけれども、あっ
ちの日本食って、本当に味がストレートで、全然
コクがないんですよね。お蕎麦屋さんとかも何件
か行ったんですけども、尾張屋さんのようなコク
のあるようなお蕎麦やおつゆの味だったり、
ニューヨークだけじゃなくてかなりアメリカ全体
的に日本食への需要というのが高いので、本格的

に、伝統的なお蕎麦屋さんがアメリカに進出して
いただければいいなとすごく思ってました。一般
的なイメージとして、京都は伝統的な街で、ニュー
ヨークは本当に革新し続けてる街という棲み分け
かと思うんですけれども、ニューヨーク、アイス
ランドにも生活されている中で、海外での生活を
京都に帰って来られて実際に経営をされる中で、
海外での長年にわたる生活がヒントや糧となった
ものというのはありますでしょうか。

（当主）いろいろな場所に住んだというのは、すご
く自分の力だなと思うんです。だからこそ日本の
京都の良さというのも分かるようになったと思う
んですね。私は、あまり日本好きじゃないと思っ
て海外に行ったんですけど、でも今はすごく日本
の素晴らしさを日々感じながら、この日本の良さ
をどうやって伝えていこうかと思って生きていま
す。例えばアメリカ、ニューヨークだったら、あ
そこで生きていくにはやっぱり自分ていうものを
しっかりと人に伝えないと生きていけない。だか
らすべてが「私はこう思う」、「私はこうしたい」、
ということを明確に伝える強さというのが必要。
でも京都に帰ってきたときに、何か、私、私、私っ
て言っていると、うまくいかないんですよね。やっ
ぱりこうみんなと共に生きている街なので、いく
ら自分が正しいことを言ってても、ただ先にそれ
を突っ走りすぎると、やっぱり叩かれるという…
自分がうまく行かないというのを京都に帰ってき
て感じて、はじめは京都の人は分かりにくいと
思ってたんですけど、いやでも、分かりにくいん
じゃなくて、みんなの中での優しさであったり、
一人では生きていけないから、この人はどう感じ
ているか、どう考えているかというのも踏まえて
話すことができることや、良くないと思ってた中
にもちゃんと良さを見出すことができるのは、一
回外に出たからなのかなと思っています。あとは、
アイスランドにいるときに私がすごく惹かれたの
は、人を一人ひとりとして受け入れるという文化
です。こうであらなければいけない的なものがす
ごく日本の社会にはあると思うんですよ。女性は
こうじゃないといけないだとか、こういうふうに
あるべきみたいなことがすごくあるけど、なんか
それって本当は必要ないなと思うこともたくさん
ある中で、保守的な考えに囚われずに物事を見
るっていう目は養われたかなと感じていて、それ
はすごく外国で現地の人の生き方を目にして感じ
てきたからかなあと思います。

（川元）なるほど。やはり日本だけにとどまらず世
界を見ることによって、これからの京都での活動
に活かせるというのは本当にそうなんだろうなと
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思いました。その中で海外へ発信することの重要
性も先程おっしゃってたと思うんですけれども、
最近では、高い料金を払うCMとか、新聞広告と
いうことではなくて、インスタグラムとかフェイ
スブックで自社を宣伝していくという取り組みの
ほうがメインになっていると思います。私も御社
のインスタグラム拝見させてもらいましたが、や
はりプロの写真家でもいらっしゃるので、アング
ルなどがとてもきれいで惹かれました。それもみ
んな稲岡さんが撮っておられるんですか。

（当主）そうですね。全部じゃないんですけれども、
もうひとり写真家で私のサポートに入ってくれて
る方がいるんで、週に２回くらい来て、彼女が撮
影を手伝ってくれたりしながらやってます。

（川元）先程、横の繋がりを大切にするとおっしゃっ
ていましたが、稲岡さん自身も人との繋がりを持
つのがお好きなので、海外にも留学されたと思い
ます。その一方で、今の若い人たちというのはと
てもシャイで、外交的な方が少なくなってきてい
るというのが、若い世代の課題だと思うんです。
若い世代へ、尾張屋さんとしてどのようなメッ
セージを発信していかれたいでしょうか。

（当主）今の時代って情報がすべてで、インターネッ
トですぐに情報が入ってくるので、分かったつも
りになってしまってる人が多いと思うんですけど、
本当の経験って、やはり自分自身が体験するしか
自分のものにならないので、海外にも行けるよう

になったら、近くの台湾とか韓国とかからでもい
いし、違う場所を見るっていうのは、本当に自分
のいる場所に戻ってきたときに、あっ！こんなに
有り難いんだと思うこととか気付きがすごくある
と思うんですよね。そういう新鮮さを感じたり、
その経験から自分というものを新たに知るってい
う感覚ってすごく大切で、それがないと結局何か
問題にぶつかったときに何も解決できないと思う
んで、動くことがすごく大切だと私は思いますね。

（川元）私もそのように思います。ありがとうござ
いました。

（中野）本日はお休みにも関わらず、長時間に渡り
まして、ウェブ通信でのインタビューに対応いた
だき、率直なご意見いただきましてありがとうご
ざいました。

本家 尾張屋

所 在 地	 本店・菓子処：京都市中京区車屋町通二条下る

	 四 　条 　店：	京都市四条河原町西御旅町　	
四条センター地下

	 髙 島 屋 店：	京都市下京区真町52番地　	
京都髙島屋7F

連 絡 先	 	TEL：075-231-3446　	
フリーダイヤル：0120-17-3446

沿　　革	 	応仁の乱の２年前に当たる1465年尾張国から
菓子屋としてはじめ、1700年頃、初代稲岡伝
左衛門氏より蕎麦屋をはじめる。

事業内容	 	和菓子販売、お蕎麦・和菓子のイートイン、	
オンライン販売

商品紹介	 	そば餅、蕎麦板、蕎麦ぼうる、蕎麦かりんとう、	
お蕎麦、宝鍋

本家 尾張屋 本家 尾張屋
菓子処

4




