
京都老舗の会
NEWS LETTER
龍谷大学コラボレーション講義－。

京都老舗の会では、京都の老舗に伝わる経営理念や時代の変化への対応、存続の危機への対処など、老舗
企業の知恵を学ぶ機会として、平成２４年度から龍谷大学と連携して連続講座を実施してきました。
今年度は、６月～９月にかけて、老舗が代々受け継いできた伝統と新しいものづくりへの挑戦について、
５名の老舗経営者等にご講演いただくとともに、店舗や工房の見学にご協力いただきました。
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　　　　　　　お麩とは

お麸には乾燥麸と生麸の２種類がありま

す。お麸の主原料は小麦粉で、小麦粉を

水で練って寝かし、水で洗い、最後に残

るタンパク質の固まりが小麦グルテンと

いうお麸の原材料になります。その小麦

グルテンに餅粉を加えて蒸したり茹でた

りすると生麸になり、その小麦グルテン

に小麦粉を加えて鉄板で焼くと焼麸にな

ります。よく生麸を焼くと焼麸になると

思われる方がいますが、残念ながら製法

が違うのでなりません。ちなみに「京麸」

という名称は半兵衛麸の商標になってい

ますので、街で「京麸」という商品があ

れば半兵衛麸のお麸になります。乾燥麸

の調理方法ですが、お麸はタンパク質の

固まりなので、熱を加えると当然固くな

ってしまいます。いきなり沸騰したお湯

の中に入れると固くなるので、水で戻し

て固く絞ってから使用します。安価な商

品の中には、水に戻さず使ってください

と記載しているものがありますが、これ

は、小麦粉を添加しているか、十分に洗

い流していないので、溶けて無くなって

しまうからです。もちろんこういった商

品を利便性から使っていただくのは問題

生活の中に根付き息づく商品であること
半兵衛麸  -  しにせのこころ  -  

半兵衛麸【京麸製造】

玉置万美（TAMAOKI MAMI）

1689 年創業のしにせ「半兵衛麸」の 12 代目。24 歳で調理師免許を取得。
あらゆる世代に受け入れられる新しい「麸」の食べ方を提案するとともに京文化
の伝承や食育活動にも積極的に取り組む。

ないのですが、使う前に、「ほんまもん」

のお麸を知っていただくこともとても大

事なのだと思います。

　　　　　　　半兵衛麸

半兵衛麸は元禄２年（1689 年）に玉置

半兵衛が創業した京のお麸屋です。創業

者の玉置半兵衛は、和歌山県と奈良県の

県境にある玉置村の出身で、代々、玉置

村の者は、京都御所の大膳亮（食事を掌

る職）を務めていました。玉置半兵衛は、

この職を務めた後、当時まだ寺院や宮中

でしか食されることのなかった貴重な食
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材であるお麸を広めようと、京都で商い

を始めました。これが半兵衛麸の始まり

です。

　　　　　半兵衛麸の家訓

半兵衛麸には、家訓が２つあります。１

つめが、「先義後利」。義を先にして利を

後にする。正しいことをして人のための

ことを行ったら、後に様々な利がついて

くる。その利はお金のことだけではなく

人徳であったり、縁であったりするとい

う意味です。２つめが「不易流行」。伝

統を守り変えずに仕事をする一方で、時

代時代のニーズに合わせて変わり続けて

いくという意味です。半兵衛麸では「老

舗」という漢字を使いません。なぜかと

いうと、老舗の「老」という字がタブー

で、もちろん尊敬の意味を込めた上での

「老」という字なのですが、半兵衛麸で

は、「しにせ」という平仮名を使うこと

にしています。「しにせ」の「し」に

「新・進・親・信」という前進的な言葉

を込めています。

　　　しにせ経営者としての教育

玉置家の教育は、家訓がこうであるとか、

伝統がこうであるというよりは、生活の

中で様々教えがありました。例えば、ほ

んの些細なことですが、ここに盛られた

料理・お菓子があります。玉置家では、

きれいな所からではなく、不揃いな端か

ら食べます。これはルールだからではな

く、後の人に気持ちよく食べてもらうた

めにはどうしたら良いかという、京都の

老舗の本質の部分を生活の中で教えてく

れていたのだと思います。また、しにせ

ならではの特徴かもしれませんが、幼い

頃より私自身には、しにせ経営者として

の意識がありました。これは経営者であ

る教育を家族、親戚、同級生、また地域

が私にしてくれる環境にあったからです。

自分ならどうするのかを考えながら育つ

環境にある。これは、しにせならではか

もしれません。

　　　　 新しいお麸のかたち

私が 20 代の頃、お麸の未来について考

えました。当時はバブル全盛期であり、

イタリアンやスペイン料理など、西洋の

食文化がもてはやされた時代でした。当

時、半兵衛麸の主要な顧客層は、50 ～

70 代で、私には当時から若い世代が食

べたいと思うお麸を作ってみたいという

考えがありました。その取り組みの１つ

として、昨年４月に展開したのが、「ふふ

ふあん -Fu Fu Fu and…-」というブラン

ドです。味噌汁だけではなくスープに合

う麸があっても良いのではないか。バジ

ルやブラックペッパー、チーズなどを練

り込んだお麸を作りました。お菓子感覚

で食べられるお麸があっても良いのでは

ないか。お麸をチョコレートでコーティ

ングしたお麸を作りました。

　　　　玉置万美のしたいこと

私は「お麸」という食文化を守っていき

たいと考えています。お麸が将来の世代

にわたって食べ続けられるためには、そ

れが特別なものでは無く、お客様の日々

の生活の中で、毎日飽きがこないように

食べてもらうことが大事になってきます。

入り方は何でも良くて、リゾットであっ

てもロールケーキからであっても良いの

です。新しいものから、和食が無形文化

遺産に登録されたことを契機に、伝統的

な和食に戻ってもらっても良いと思って

います。昔のお客様だけではなく、今の

お客様にどうしたらよいかということを

常に考える。伝統的なものは、ただ残す

のではなく、それが生活の中に根付いて

息づいていることが一番重要ではないで

しょうか。
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　　　　　　　植芳造園

植芳造園は初代から数え私で２０代目に

なる。実はいつから造園をやっていたか

というと定かではない。蔵に文政３年の

日付の植木屋の箱書が残っていたので、

その時には確実に家業であったと思う。

私は昭和２１年に生まれ、大学を卒業し

修行には出ずに直ぐに家業に就いた。そ

こで父親からは家業について５つの教え

を受けた。①＝「家業の味を守れ」。②＝

「お客様に喜んでいただける仕事をしろ」。

③＝「見積もりより請求は安くしろ。そ

して受けた限りは、少々何があろうと追

加費用を請求するな」。④＝「他の会社の得

意先を取るな」。⑤＝「他の会社に得意先を

取られないよう仕事に励め」。受けた言葉

は今も大きな財産である。昭和４０年代、

庭師は５０歳、６０歳になって初めて一

人前であった。２０代の若造に施主から

の目は厳しく、当時、早く歳をとりたか

ったのを覚えている。

　　　　　　　造園とは

「土の上に美しい景を描く」、これが造園

の基本である。そもそも日本庭園の素晴

らしさはどこに根底があるか。それは日

外に出て「感性」を高める努力を
植芳造園  -  感性と知性のバランス  -  

植芳造園【造園】

井上剛宏（INOUE TAKAHIRO）

1820 年創業の老舗「植芳造園」の代表取締役社長。
京都迎賓館庭園工事や伏見稲荷大社庭園工事など、数多くの名庭園を手がける。
国土交通大臣賞をはじめ数々の賞を受賞し、2004 年には黄綬褒章も受章。

本の美しい自然にある。国土の７０％が

山岳地帯で、その中に多くの美しい景色

がある。自然が教科書となり、現場に立

つと石なり材料なり、それぞれの素材が、

どうすれば良いかを教えてくれる。よく

立派な木があり立派な石があるのが造園

として良いと思われているが、それは違

う。そこにいる者にひとときの安らぎや

語らいの場を与えるのが造園の真髄であ

る。時代時代によって求められる空間は

違い、時代に応じた利用性を考えてかな

ければならない。日本庭園がコーヒーや

ワインを飲む空間であっても良い。
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　　　　　　作り手の感性

現在、造園業界の課題として、設計者と

作り手が別々になり分業していることが

ある。造園は指揮者である者の感性がと

ても大事になってくる。音楽に例えると、

世界に名だたる楽譜で名演奏家が協奏曲

を奏でても、最高の演奏は出来ない。指

揮者がハーモニーをつけて楽譜に描かれ

た美しい世界を表現することで、最高の

仕上がりになる。映画でも同じで監督と

いう指揮者の元に、役者であったり映像

家であったりが集まり表現される。魅力

的な作品を生み出すためには、決められ

たものをそのまま造るのではなく、現場

に合わせた創造的な指揮が必要である。

　　　　　　家業の伝承力

家業を伝承していく上で何が重要かとい

うと、家々にある日常の生活ではないだ

ろうか。うちは両親、私、妻、息子夫婦、

内孫３人と計９人で同じ敷地で生活して

いるが、両親が食事の際に今日の出来事

であったり、ご近所のことであったり、

色々な話をしている。子供だから特に意

識してこれが大事だと聞いているわけで

はないが、その言葉の端々が実は子供の

時から、それぞれの価値観、あるいは人

となりを形成し、家業を継ぐ者としての

生き方を伝承しているのではないだろう

か。また、家業伝承の大きな原動力の１

つに、若い世代が楽しみ面白みながら仕

事が出来る環境が必要であると思う。も

ちろん仕事であるので大変なこともある

が、楽しまなければ良い仕事は出来ない。

楽しみながら作っている職人は良い職人。

マニュアル化された作業の集積になると、

創造し作る喜びが減少してしまう。これ

では若い人にとって家業の魅力は伝承さ

れない。

　　　　　　学生の諸君に

一流の作品には必ず感性と知性がある。

学生諸君には、感性と知性のバランスを

学んでいただきたい。学校では「知」を

与える知性を教えるが、ものを気づく能

力「感性」や「感覚」は社会の中で学ん

でいくしかない。愛のある美しい世界を

作る人間性は学校で教育することはでき

ない。これから日本の社会の中枢を担っ

ていただく学生諸君には、教育の中で知

性を身につけ、中に閉じこもらず外に出

て「感性」を高めていく努力をお願いし

たい。それが正に日本の文化力の継承と

伝承に繋がる。また、社会に出て創造す

ることを学び、どの分野であっても一流

を目指して欲しい。一流になるには、一

流の人と関わりを持ち一流のモノに触れ

ること。外に出て、様々なものに触れ感

じ、世界の中で感性を広げる。作られた

ゲームの中では決して磨けないものがそ

こにはある。
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　　　　　　宇佐美修徳堂

宇佐美修徳堂は、新しい表具の表装に加

えて、古い表具の修復を行っています。

私に技術や文化を受け継ぐ気持ちが芽生

えたのは、幼いころの環境によるものだ

と思います。私は、西本願寺の御門前で

２３０年続く表具屋の次男として生まれ

ました。幼少時の家には、常に多くの職

人が住込みで働いていました。また、遊

び場であった西本願寺と東本願寺の間は、

門前町で、仏壇屋・念珠屋・扇子屋など

が集まっています。友人の家に遊びに行

くと、お母さんが念珠玉を通す内職をし

ていたりして、どの家も、伝統産業に何

かしら携わっている地域でした。幼い頃

は、それが当たり前の環境と捉えていま

したが、大人になり社会に出ると、京都

の特別な環境であることに気付かされま

した。

　　　　　　掛軸の源流

表具屋とは、掛軸・額・巻物・屏風・衝

立・襖などを表装する仕事です。なかで

も代表的なものといえば掛軸です。その

源流は、チベット仏教の教えが描かれた

タンカであるといわれています。タンカ

は、元々布などに描かれていた仏画を、

持ち運びが便利なように絹地に縫付けて

未来の技術者に引き継いでいく役目
宇佐美修徳堂  -  修復という仕事  -  

宇佐美修徳堂【表具】

宇佐美直治（USAMI NAOHARU）

230 年の歴史を持つ老舗「宇佐美松鶴堂」8 代目の次男として生まれる。
2006 年に「宇佐美修徳堂」を創業。数多くの文化財修復に携わるとともに、
豊富な知識を活かし全国手すき和紙連合会のアドバイザーも務める。

掛軸にしたものです。本紙だけの状態よ

りも、審美的に優れていますし、保存も

しやすくなります。日本に伝わった掛軸

は、中国を経て仏教文化とともに流入し

たので、タンカと製法は異なり、本紙と

表具裂を、和紙と糊で裏打ちをします。

和紙や糊を使用することによって、強度

が強くなり、より永く保存することが出

来るようになりました。

　　　　　　　掛軸の形式

仏教絵画の表装として始まった掛軸です

が、室町時代になると花鳥画や風景画な

ども題材に選ばれるようになりました。
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さらに茶道が盛んになるにつれて、掛軸

の需要は高まりました。本紙の内容が多

様になり、それぞれに相応しい様々な掛

軸の形式ができました。日本独自の形式

である大和表具もその中の一つです。

（図参照）現在でも、室町時代に完成し

た形式や基準が引き継がれています。例

えば、掛軸の寸法は、本紙の寸法を基準

にして割り出します。一文字・中縁・上

下などの表具裂は、色調だけでなく、文

様や裂地の格が本紙に相応しいものを選

びます。軸先も、仏教絵画には金軸・鑑

賞用絵画には象牙軸・一行書には黒塗軸

などを使用します。このように本紙を基

準にして表装するのは、掛軸だけでなく、

表具全般に言えることです。

本紙

上

風帯

中縁
一文字

中縁
一文字

下
軸先

　　　　　修復という仕事

表具は、保存状態にもよりますが、約

１００年ごとに修復することによって、

次世代に引き継ぐことが出来きます。修

復は、古い表具を解体して、本紙に施さ

れた古い裏打ち紙を除去し、損傷個所を

直して新しい和紙で裏打ちし、新たな表

具に仕立てます。古い時代の本紙は、以

前にも直された痕跡があり、定期的な修

復によって護られてきたことがわかりま

す。私が修復した表具も、次世代の技術

者によって、再び修復されることになり

ます。ですから、新しい技法を取り入れ

ながらも、良質な和紙や糊を使用し、伝

統的な技術を用いて、未来の修復に引き

継げるように、常に心がけています。

掛軸の形式の一例（大和表具）
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　　　　　　  本家尾張屋

本家尾張屋は、応仁の乱の２年前の１４

６５年に尾張国（現在の名古屋）からお

菓子屋として京都に来たのが始まりで、

今年で創業５５０年になります。日本に

蕎麦文化が広まったのは、禅の修行僧に

よって江戸時代の中頃に中国から蕎麦文

化が日本の禅寺に入ったのが最初といわ

れています。そこから、当時、蕎麦を作

るための「練る・伸ばす・切る」の技術

を持っていたお菓子屋に蕎麦の注文が入

り、菓子屋が蕎麦を作ることが始まりま

した。尾張屋は蕎麦とお菓子を両方作る

という珍しい商売をしていますが、それ

はこういった歴史に由来しています。尾

張屋は、現在、京都に４店舗を展開して

いますが、子供の頃から京都以外には店

舗を出さないということを聞いて育ちま

した。子供心に何故だろうと思っていま

したが、商売を継ぎ、この年になって分

かったのが、京都の豊かな地下水によっ

て尾張屋の商売は成り立っているという

こと。京都の軟水の味があるから美味し

い出汁が出せる。店舗を展開するための

条件は、本店と同じ水が使えること。

高島屋の店舗では７階まで井戸水を引き

写真と同じようにワクワクしたのを覚えている
本家尾張屋  -  外に出たから見えるモノ  -  

本家尾張屋【蕎麦】

稲岡亜里子（INAOKA ARIKO）

1465 年創業の老舗「本家尾張屋」の 16 代目。
20 歳から 10 年間ニューヨークを拠点にプロの写真家として活躍し、世界各地を旅する。
現在も写真家として活躍しながら、550 年の歴史を持つ老舗の舵取りを行う。

上げ出汁を取っています。

　　　　　　　幼少の頃

子供の頃、学校が終わると家に帰ること

は無く、尾張屋のお店に帰り、そこで育

ったのを覚えています。朝の６時頃から

蕎麦の職人が来て出汁を取り始める。７

時半頃には菓子職人が来てその横で菓子

を作り始める。蕎麦と菓子が同じ場所で

共存している。不思議な空間が当たり前

のように身近にありました。よく尾張屋

という老舗に育ち、どう思うかと周囲に

聞かれることがありますが、あまり強く
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意識したことはありませんでした。私に

は弟がおり、無責任ながら店は弟が継ぐ

ものだと思っていたからです。２０代半

ば頃になると弟が継がないという雰囲気

が分かってきましたが、それでも大きく

意識が変わることはありませんでした。

私の両親がすごいと思うのは、尾張屋と

いう店も大事にする一方で、自分の子供

達の人生をとても大事にしてくれたこと

です。

　　　　　　アメリカ留学

古い尾張屋の本店が自分の家のような感

覚で育ちましたが、家族が夜に家に帰っ

て生活する実家が金閣寺の近くにありま

した。その家は、尾張屋とは正反対の靴

を脱がずに土足であがるような洋風の家

で、これは母が父に出会う前にパリに留

学をしていた影響で、また、父も海外に

憧れのある人だったので、母と結婚する

時に母が暮らしたような洋風建築を建て

たのだと思います。食事も父も母も洋食

が好きでよく作ってくれていました。そ

のような中で、物心ついた時から日本と

は違う世界に対する憧れが強くありまし

た。外国に住み、語学を勉強し自分と価

値観の異なる人たちと交流したいと思っ

ていました。流石に年端もいかない１５

歳に言いだしましたので、父には３年間

反対されたのを覚えています。自分も子

供が出来て感じますが、１７歳で外に出

すというのは非常に勇気がいることだと

思います。陰で応援してくれた母、１７

歳で海外に行かせてくれた父に今ではと

ても感謝しています。

　　　　　 写真との出会い

留学中に写真に出会いました。写真に出

会い写真で美術大学に入学出来ることを

知り、本気で写真を勉強するならば、NY

が本場ということで、西海岸の学校から

NY に引っ越しました。写真は本当に NY

が強く、そこで４年間勉強をしました。

卒業し CM の仕事や雑誌の仕事を NY と

東京でしました。この時、初めて親から

の援助も無く自立が出来き、ある意味、

京都とは縁が切れた状態でした。もちろ

ん大変なこともありましたが、２０代の

一番やる気と負けん気が強い時期に NY

という都市で夢を追いかけられたことは、

今でも自分の力になっていると感じてい

ます。NY に住んでいる時に自分の価値

観が変わる大きな事件が起きました。

２００１年に起きた「September １１」

です。すぐ近くに住んでいました。戦争

というものは、テレビや映画、ニュース

の中にあるものだと思っていましたが、

戦争が実際に起こるという恐怖。死に対

する恐怖。人間が自分たちを守るために

人を殺すということ。価値観が大きく変

わりました。写真も以前は華やかなファ

ッション誌を撮ったりしていましたが、

本当に自分が撮りたいものなのか疑問を

覚えるようになりました。

　　　　　　  写真と京都

アイスランドに撮影に行った際に、風景

の写真を撮りました。それまで風景写真

は年をとったら撮るものだと思っていま

したが、２６歳の私はアイスランドの風

景にシャッターを押さずにいられない自

分に出会いました。それから毎年、アイ

スランドで旅をしながら写真を撮るよう

になりました。写真を撮っている時に、

何故私はこんなにアイスランドに惹かれ

るのだろうかと思っていましたが、３３

歳の時にアイスランドの本を出した時に

ふと気づいたのが、私はアイスランドで

京都のお寺の空気を感じたかったのだと

いうこと。禅寺、神社など、一歩そこに

Photography by Ariko Inaoka 

Photography by Ariko Inaoka 



入ると空気が変わる、あの空間。金閣寺

の周辺で育った私は、そういう空間が身

近にある所で育ちました。アメリカに渡

りそういう場所が無く、京都から出たい

と思っていたのに、いつの間にか写真を

通して京都を探していたことに気がつき

ました。そのようなきっかけもあり京都

に戻りたいという意識が湧き、父に後を

継ぎたいと伝えました。それが２００９

年初頭の頃です。私の主人はアメリカ人

ですが、私の決断に喜んでくれました。

　　　　　 尾張屋での挑戦

尾張屋に入る前は写真やアートの仕事と

正反対のことをしなくてはならないと思

っていました。見たことのないものを作

り表現するのが写真やアート。老舗を継

ぐということは同じことの繰り返しを続

けることだと思っていました。ですが、

入ってみると、それが間違いだったこと

に気づきました。受け継ぎ守ることも大

切ですが、先祖がここまで尾張屋を続け

てこられたのは新しいことに挑戦し続け

てきたからだと強く感じました。今ある

蕎麦板、蕎麦餅、宝来蕎麦、利休蕎麦、

代々の当主がその時代時代に作ってくれ

た商品が今の尾張屋を支えています。父

に、今までの歴史を知った上で、新しい

ことをしていくことが役目だと言われた

ときに、すごくやりがいがある場所だと、

写真と同じようにワクワクしたのを覚え

ています。写真と違うことは１人で全て

出来るわけではないということです。社

員の皆に手伝ってもらわなければ何も出

来ません。現在、私はお菓子に向き合い、

挑戦をしようとしています。たくさんの

華やかな洋菓子や美味しいものが溢れて

いる現代で、今の時代に合う尾張屋とい

う歴史に恥じないお菓子はどういうもの

なのか。試行錯誤しています。パッケー

ジやデザインも考えていきたいと思って

います。だからといって、何か新しい物

に作り替えるというのが答えだとは思っ

ておらず、本当に先祖とのコラボレーシ

ョンだなと思う日々で、やはり先祖が残

してくれたものは素晴らしいものなので、

そこに私が何かをプラスすることで、少

しでも良い物に変化していけたらと考え

ています。

　　　　　　経営者として

経営者としては、日々を意識するだけで

なく、１００年後の尾張屋を意識しなが

ら仕事をするのが役目だと思っています。

先のビジョンを見るのが経営者であり、

その中で、会社のハーモニーを良くして

いくにはどうしたら良いか。そんな事を

考えながら仕事をしています。１つの決

断が従業員１００人に関わってくる。決

断をするというのはとてもエネルギーが

いることです。経営に携わり、１つ始め

たことが、社員に会社のお金の流れを見

せること。見ることで１人１人に責任と

やりがいを感じて欲しいと思いました。

写真家は、安定収入が無い仕事で１度ミ

スすると次がない。毎日、緊張感の中で

仕事をしていました。反面、自分の成果

は自分に返ってくるというのは向上心に

繋がっていました。会社という枠の中で

社員１人１人が常に向上心を持って仕事

をするというのは非常に難しいことだと

思いますが、向上心が会社としてのエネ

ルギーに繋がるような気がしています。

エネルギーを停滞させないためにも、出

来る限り、社員１人１人の声を聴き、社

員と一緒に仕事をするということを大切

にしていきたいと思います。京都の外を

見た自分だから見えるものもあると思っ

ています。京都を出たいと思っていた時

は京都という町が小さくてもっと大きな

世界に出たいと思っていました。NY・東

京に長年住んで、京都に帰ってきて、改

めて京都という町は大きさでは無く深さ

がすごいと感じるようになりました。

NY・東京に負けない魅力を感じています。

古いものも確かにありますが、前に進ん

でいる。京都の外に出ていた私だからみ

えてくる良いところ・悪いところ。その

エネルギーを維持しながら私なりに尾張

屋を守っていけたらと思っています。



5

　　　　　堀金箔粉株式会社

私は１０代目の社長で、２００４年に先

代社長から事業を承継し今年で１０年目

になります。堀金箔粉株式会社は、今か

ら４年前に創業３００年を迎えた金箔粉

の製造販売を生業にしている会社です。

従業員約３０名の決して大きな会社では

ありませんが、京都のモノ作りを支える

脇役として事業を永く続けてきました。

始まりは、近江今津のお寺から京都に金

箔を打つことを目指して上京してきた２

人の青年から始まります。以降、この京

都で幕府や政府の許可を得て金箔を製造

してきました。元々、会社は西洞院五条

にありましたが、蛤御門の変によって焼

失したため、現在の京都市役所前に移転

しています。

　　　　　　　社訓と家訓

弊社の基本理念は「和」。自分の所だけ良

ければいいのではなく、周囲との和を図

る。最近よく言われる「winwin の関係」

や「三方良し」に近いものがあるかもし

れません。「和」の下には３つの柱があり、

①「適正規模の経営」＝大きくなることよ

りも安定した継続経営をすること。②「信

主役を引き立たせる名脇役でありたい
堀金箔粉株式会社  -  周囲との「和」を築く  -  

堀金箔粉株式会社【金箔】

堀智行（HORI TOMOYUKI）

1711 年創業の老舗「堀金箔粉株式会社」の代表取締役社長。
文化財や工芸品に使用される従来の金箔粉はもとより、インテリアや建築資材、
食材など、新たな分野に積極的に展開し、金箔粉の新たな可能性を広げる。

用第一」＝金箔屋である以上、信用第一

であり絶対信用を損なうことはしない。

③「伝統とは革新の連続」＝ずっと同じ相

手に同じように売れるわけではないので、

現状に甘んじることなく、次の時代のこ

とを考える。明文化されているわけでは

ありませんが、父から聞き自分なりにま

とめた社訓です。そして、それとは別に

堀家としての家訓があります。「１人１

業」＝兄弟がいても家業を継ぐのは１人

だけであり、家業を継いだ者は、商売は

もちろん家族・親戚関係、地域のこと全

てを引き受ける。そして兄弟は同じ仕事
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を決してしない。また、相続に関しては、

決して土地や株を分散させない。普通何

代か続く老舗だと、土地や株が細分化し

てしまうことが多いが、堀家では、必ず

現金相続をしている。そして「社員は家

族」＝社員を従業員ではなく家族のよう

に扱うこと。毎年全員で社員旅行に行く。

会社の中には夫婦や親子、また社内恋愛

も多い。弊社は社内恋愛御法度ではなく

歓迎する会社です。このためか、社員の

定着率が非常に良いのは、弊社の小さな

自慢です。

　　　　　　  金箔とは

まず、金箔の材料となる「金」ですが、

金の地金は地球上に存在する物質の中で

最も重い物質のひとつで、水の約１９.３

倍の比重で、ペットボトルの大きさの金

であれば、約１０㎏もあります。金の地

金価格は１㎏＝約５００万円（講演日時

点）で、日々変動しており、金はよく安

定した資産と言われますが、決して安定

したものでは無く、弊社では、「金に投

資をしない」ことを約束にしています。

原材料として必要な時に必要な量だけを

ランニングストックとして持っています。

なので、うちに泥棒が入っても残念なが

ら金はありません。さて、本題の金箔で

すが、用途によって純度や規格など様々

な種類があります。最も一般的な金箔が

４号色と呼ばれる金箔で純度が９４.４％、

純金で純度が最も高いものが９９.９％の

２４金、最も低いものが７５％の１８金

になります。また、銀に着色して色をの

せた箔、アルミや銅と亜鉛を配合して金

色にした箔など、金色の薄いものの総称

が「金箔」と呼ばれています。必ずしも

金が含まれているものだけが金箔と呼ば

れるわけではありません。金箔の製造方

法は、金をハンマーで叩いて薄く伸ばし

て作ります。１㎏の地金から４００㎡の

金箔を作り出します。金箔製造にも様々

な工程があり、金箔を打つ前に紙を仕込

む職人、金を叩く職人、移す職人など、

約１０工程もの仕事があります。金箔の

最大生産地は金沢で、京都は金箔の最大

の消費地になります。京都は古くからの

伝統のモノ作りの町であり、弊社はその

モノ作りの職人さんに材料を供給してき

ました。弊社が金の地金を買い、金沢の

職人さんに預け金箔を製造してもらって

います。

　　　　 金箔屋としての今後

金箔の生産は最盛期の１９９０年から比

べて約１/１０に減っています。昔から一

番需要が多かったのは金仏壇でしたが、

生活様式の変化や宗教離れにより、年々、

需要が減ってきています。また、和装や

帯など金彩装飾に関連するする売り上げ

も大きかったのですが、現在はほぼゼロ

という状況になってきています。こうし

た中で、弊社では、お酒や和菓子などに

使われる食品用の金箔、美容金箔、レス

トランやブランドショップの内装やオブ

ジェ加工、アルミを蒸着による印刷物や

転写箔などの工業分野、また、重要文化

財を保護するためのデジタルアーカイブ

事業など幅広い分野に裾野を広げていま

す。広く展開することで、産業と産業が

結び付き、新たな産業が生まれます。弊

社は金箔一筋３００年ですが、決して同

じ商品だけで商売をしているわけではな

く、世の中にアンテナを張り巡らせ、時

代の潮流に合わせ、社会とともにゆっく

りと変わっていく。培った技術を元に、

今の時代の仕事を職人さんにしてもらう。

そういったところで、「和」をもって、

色々な取引先・皆様とのお付き合いを続

けさせていただき、主役としてではなく、

主役を引き立たせる名脇役として、皆様

と共にこれからも仕事を続けていきたい

と思っています。

食品用金箔
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