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あたたかみのある企業体質が未来の丸上を作る

写真でたどる丸上 70 年の歴史

丸上 七十年のあゆみ

ごあいさつ
日本橋丸上は

年におかげさまで設立 周年を迎えました。今日の丸上があるのは、
70

この度、設立 周年を機に社史編纂を行いました。これは、昨今企業の寿命の短命化が

ひとえに皆様方のご支援とご厚誼の賜物と厚く御礼申し上げます。

2
0
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進む中で、なぜ弊社が 年の長きにわたり東京日本橋で事業を継続できたのか、歴史を紐

70

年は世界中が新型コロナウイルスという、未知の敵と闘わなければならない困難

売を継続してきたことに他ならないのだと、改めて痛感いたしました。

実際に歴史を学ぶと、どの時代でも先輩方が創業者の上達次郎の教えを愚直に守り、商

浸透させ、今後に活用してまいる所存です。

解いてその真実から謙虚に学ぶ必要があると考えたからです。そして、その学びを社内で

70

に立ち向かっています。このような時代にこそ、創業時から脈々と伝わるファイティング
スピリットを胸に、誠心誠意商売に取り組むべく心を一つにしております。そして、お客様
周年に
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0
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日本橋丸上 三代目社長 上達 功

と業界の皆様に対してしっかりと役割を果たし、存在意義のある企業として
向かってより努力してまいります。

2020 年の集合写真。本館正面玄関前にて。
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1990 年、設立 40 周年に本館屋上にて。
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未来を見つめて語り継ぐ
丸上 七十年のあゆみ
二代目 上達 征次
現代 相談役 大下 禮敬

三代目 上達 功
株式会社

男教授（立命館大学）
『京都型商法』をお借りして、その資料を

世代に受け継いでいきたいという思いがあったからです。

永続性を大切にするという京都型商法で運営されている企業だ

二代目 先代が「渡郁」
（のちに京都で丸紅などとともに５大商

とつくづく感じたんです。

経営の足跡をたどることができればと思っています。

社といわれた渡郁商店）出身で、渡郁からはずいぶん独立しま
し た け ど、 今 も 残 っ て い る の は 丸 上 と テ キ ス タ イ ル を 担 当 さ

人近い立派な結婚披露宴に出

億円でした。当時の

二代目 当時の売り上げが一番大きかったチェーン店が委託を
やりだしたころ、その店の売り上げが

億円ほどでした。買い取りだけで切り盛り

億円の市場があるのになんで利用しないんだ？」

していたので不良在庫が増えてしまっていたんですが、よそが

したとき、渡郁が助けているんです。当時のお金で
うちの親父、つまり先代が神戸の三ノ宮まで届けたそうです。

んだ」と言うけれど、こちらを断っておいて他に貸すわけにい

と言うわけです。どこの店も「この商品をいくらで貸してくれる

こでミズノの社長にお会いしましたら「あんたが上達くんの息子

かないですから。貸さないからだんだん売り上げが落ちてきた。

のちに渡郁で創業者の 回忌が行われたとき私も出席し、そ
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か〜」と感激してくださいました。そのとき社長は 代にはなっ

50

担当者は「

すが、ミズノスポーツがグローブの工場をつくるのに投資に失敗

うちの売り上げは
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委託に切り替わってきたときも貸さなかったんです。向こうの

渡郁の当時の社長の妹さんが「ミズノスポーツ」に嫁いだんで

渡郁さんからいただいてアレンジしたものです。

れてたキングさんだけになりました。うちの◯に布のマークも、

48

万円を、

50

か、帝国ホテルで招待客が

大下 征次さんとはずいぶん長いおつきあいで、昭和 年でした

二代目とは旧知の大下さんに当時のお話を伺いつつ、
「丸上」の

の本を読んで、丸上の先代さんは京都型商法だなと思いました。

三代目 今回なぜ記念誌を制作しようということになったかと

ンセプト作りを構築するために、丸上さんの資料室から足立政

席させていただいたのを覚えています。当時、日本型専門店のコ

右より／三代目 上達 功 二代目 上達 征次 PR現代 大下 禮敬

元に日本型商法のコンセプトを作成したことがありました。あ

創業時のエピソードに見る丸上の礎

聞き手 大下 直子
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いうと、企業の寿命が 年といわれる中で、 年続いている原点
70

を残しておきたいということと、これを一つの区切りとして次の

30
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ていらっしゃったと思います。当時は現金を持って行ったとい

でも商売は自分のペースでやっていかないと、経営者が人の

ここは自分なりのペースを守るよりしょうがないと思っていま

まねをして人のペースに巻き込まれたら、だめになってしまう。

あったという証明でもあると思います。

した。

二代目 私が丸上に入社したのは、昭和 年に学校を出てからだ

父に言われまして、
昭和 年には社屋を新設しました。
「大和産業」

しゃいましたね。

大下 丸上さんからやまとさんへ転職された広瀬専務がいらっ

から熊沢君と市川君が丸上の企画室に入ってきたのもそのころ

された「やまと」さんを継いでいたんですが、矢嶋さんの奥さ

二代目 もともと矢嶋榮二さんと広瀬さんは戦友で、通信部隊

れたんです。

んと広 瀬さんがそりが合わなかったんですね。それでうちの経

です。あの当時はなかなか人が採用できなかったものですから、

大下 創業者を継ぐ二代目が一番大変だと思います。しかしどん

理で使ってくれという話になり、丸上に来てもらったのです。そ

として一緒に軍隊にいたんです。矢嶋さんはおじいさんが創業

な局面でもまったく征次さんの経営方針はぶれなかったですね。

のうちやまとさんが大きくなってきて、矢嶋さんの奥さんもノー

創業者さんの思い出として印象的だったのは、毎朝本館

あるとき、催事で使う商品を貸してくれとあちこち頼んだこと

大下

タッチで済むようになったからと古巣に戻ったという経緯です。
他はどこも催事戦略で貸してくれたんですが。

がありましたが、
「菱一」さんと丸上さんは貸してくれなかった。

『衣料店情報』の室井記者に、こういう人物がいますよと紹介さ

42

人と人とのつながりを一番大切にしてきた
上達イズム

──二代目が丸上に入られたのはいつごろのことですか？

うのは、たいへんなことだったんですね。それだけ渡郁に力が

80

から、 年か 年の秋かな。卒業後しばらくは大阪の「四菱」に

39

行っていたんだけど、うちの人手が足りないから戻ってこいと親

41
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ま っ て 朝 礼 後 に 報 告 会 を し て、 疑

ます。ブロック長以上が会議室に集

三代目 その習慣は今でも続いてい

聞いておられたことです。

れていて、その情報をとても丁寧に

て、昨日あったことを詳しく報告さ

の受付の右側に販売員の方が集まっ

くても長続きをするようにと、買ってもらうという商売を貫いた

大下 初めてお聞きしました。まさに「店は人なり」です。小さ

屋が軒並みだめになってきて立場が逆転したそうです。

た手形が落とせないことがよくあったから。その後、地方の地酒

そこへしょっちゅう金を借りに行っていたらしいんです。約束し

二代目 まるための藤井さんの本家のほうに造り酒屋があって、

を見る目が正確だったことがわかります。

上達 征次

も行ったり来たりしていたので、
親父が
「なにか用事があるのか？」

友禅」さんとのつながりの初めは、川端繁さんがうちの前を何度

二代目 先代の「人を見る目」はすごかったですね。
「京都きもの

大下 今も昔も現場情報重視の姿勢は変わっていないですね。

問があるようなことについては解消するようにしています。

いてくれ」と言うんです。すると置いておけば売れるから、自

りすると、
「せっかく持って来たんだから、ちょっと預けてお

います。東京は義理堅いでしょう？ 新規に京都から出てきた

二代目 商品を貸すようになったのは京都の商社が最初だと思

のがすごいですね。

の話です。
現代の得意先の中でも変わらなかったのは丸上さん

然に口座ができていったんですね。オイルショックの後くらい

てくれませんか？」と、 分くらいしゃべっていて、だったら
大下
だけでしたね。変わったところは全部だめになりました。商売

本持っていけと商品を持たせたそうです。友禅さんも戦前は、小
豆島で小売りをやっていて、そのときのメインが渡郁でした。川
というのは本来は変わらないと成長できないものですが、丸上

二代目 一時、業界が宝飾品に手を出し始めたときも、うちの熊

さんは変わらなかったから残れたんですね。

長野の「まるため」さんは戦後藤井良太郎さんと基成さんが二
沢君のところに業者がずいぶん営業をしに来ていましたが、私は

に人を見る目があったのかなと思いますね。

人で商売を始めるにあたって問屋先を全部回ったけれど、つな
会いませんでした。当時なら宝石を扱えば売り上げは伸びたと思

細野君、伏見君とは三羽烏といわれていましたが、彼らと同世

いでくれる先が一軒もなかったそうなんです。もうダメだとなっ

三代目 「うちがあるのは丸上さんがあったから」という話はま

代だから、ずっと一緒に生活をしていました。彼らにとっては私

いますが、新規の事業を興すなら優秀な社員をつけなきゃいけな

るためさんから聞いています。戦後当時はものを調達するのが厳

は兄貴のようなもの。だから持ち上げてくれたんです。住むとこ

て両国橋で「ここから飛び込もう、丸上がつないでくれなかった

しい時代だったから、その二つのエピソードだけでも創業者の人

三代目 丸上の創業者から続いている精神ですね。僕は外から来

いでしょう？ そうすると、本業がおろそかになるでしょう？

ろがないから、商品の間に布団を敷いて寝ていましてね。南京虫

会社の強みはどこにあるのか？ということを考えていると、本

ているからある意味冷静に見ているところがあるんですが、この

らとは本当に同じ釜の飯を食っていました。

質的にリスクを取る商売をしてきたことです。じり貧になると
先行投資はできなくなるので、そうならないうちに、人に投資す
ることで先行投資してきたのだと思います。今もその本質は変
わっていない。
背骨があるから僕は楽なんですよ。一見、新しい事をやってる
ようでも、実は装飾を変えて見栄えを新しくしているだけで本質
は変わっていないんです。もしうちが催事型で商売してきたと

（日本専門店グループ）で、江戸川区の「いせや」さ

んの佐野弘社長が選んだのは丸上さん。安くて新鮮で良い商品が

二代目 創業者である親父は明治 年生まれ。滋賀県の守山出

ありますか？

──創業期のお話で憶えていらっしゃることは

創業期からバブル期へ資金繰りと大入袋

思います。

したら、それを今から変えようと思ったらものすごく大変だと

二代目 商品を借りるのではなく、自分で買って自分で売ってい
たら、不良在庫を持ちたくない一心で、一所懸命仕入れるし、ど
ういうモノが売れているか先に調べますよね？ そこを借りてい
たら、売れなかったら返せばいいんだと安易に考えて仕入れてい
たら良いものは入ってこないですよ。

を読ませてもらっていますが、功さんもぶれないですね。丸上イ

大下 菱一さんと丸上さんは似ていますね。功さんの『丸上通信』

て。
「市田」さんだけは残ってほしかったと思っていますが。

りをして、ぶらぶらしていたように思います。統制が解除にな

は軍隊から帰ってきてから終戦で統制が解除されるまで毎日釣

玉に疎開をして、我々も埼玉について行っていたんです。親父

袋の父が蒲田で軍需工場を営んでいたんですが、軍の命令で埼

身で、戦争で軍隊に行き、終戦で帰ってきました。当時私のお

ズムを貫いていらっしゃる。ボナパリズムというか、少しずつ変

週間か十日留守にして帰ってくることがありました。あちら

る半年前か一年前に、
「ちょっと東京に行ってくる」と言って、

われたが、今は二代目が潰すことが多いから、二代目でこれだけ
のものを築かれた征次さんの手腕は見事なものだと思います。

で何か商売をして稼いでいたようでしたね。

一

統制解除になって、昭和 年に蔵前に一軒家を買って商売を
23

三代目がどう受け継いでいくかです。昔は三代目は店を潰すとい

えていく革命のやり方は
「三越」
と似ています。難しいのは二代目、

だけど堀留の街は変わりましたね、マンションがたくさん建っ

41

大成功して業界でも話題になりました。

丸上にあるというので、合同のキャンペーンをしたんです。毎年

大下

安くて新鮮な品揃えと
リスクをとる商売が丸上の真骨頂

てますね。

大下 上達イズムですね。ある意味頑固というか、何事も一貫し

が出てくると電気つけて針でつついてという生活です。だから彼

ら死のう」と言っていたところをうちが応援した経緯があります。

もとしげ

端さんとうちの親父はそのとき初めて会ったわけですけど、親父

P
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と声をかけると「こういう商品ありますか？ 買えないので貸し

二代目

30
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始めまして、 年間そこで続けまし
5

年に丸上を設立し、橘町で 〜
5

在地に移転しまして、 年に社屋を
新築しました。

バブル期にも、元本保証以外の投資は行わなかったから今も丸
上が残っていると思っています。当時銀行の言うことを聞かず、
土地も買わなかった。投資して儲けることはできたかもしれませ
んが、遊んでいても社長が稼いでくれるとなったら社員が働かな
くなりますよね。自分たちで食う分は自分たちで稼がなきゃなら
ないと思っていますし、本業に熱を入れるならいいけど、本業以
外に熱を入れちゃいけない。あのとき銀行の言うことを聞いてい
たらとっくに倒産していたでしょうね。

あってね。お袋に言わせると毎日べろべろになるまで酒を飲ん

二代目 親父は渡郁の東京店長だったころは、本郷に住まいが

二代目 鈍いから、みんなが「良いぞ〜」って言う頃にはもう遅

大下 そんな時代の空気に乗らなかったのがすごいですね。

と言い続けていました。

みんなで稼いだ金だから、みんなで使おう、それは当時からずっ

で帰ってきたということでしたよ。少年のころは釣りが好きで、
れているんですよね（笑）
。

── 呉服の問屋さんの得意分野は
わりと分かれていましたが

二代目 当時の店には帯地、白生地問屋という看板がかかってい

創業当時はどんなものを扱っていたのですか？

合いをしました。
ました。とくに白生地を多く扱っていたというイメージはありま

多く扱っていました。
割くらいでした。

せんでしたが、看板にはそう書いてありましたね。西陣の帯地は

──二代目が引き継がれたのはいつのことですか？
三代目

私が入社した当時は帯のシェアが

二代目 私が社長に就任したのは昭和 年でしたが、親父の代が
今は３割くらいかな。

私の入社当時のメインの仕入れ先は「千吉」さんでした

乗って向かうんですが、前日から京都に来ている社長である先代

二代目

考えて商売することを基本に据えるということです。

うち規模が大きくなり、食事を作る人が売り場に出なくても良

その日の糸相場が千吉さんの玄関に書いてあって、それを見て

きには大入り袋を出そう、となったのがはじまりです。それが

客さまの弁当が食べたいという話が出まして、じゃあ忙しいと

くなったので、弁当をとらなくなったんですが、昔みたいにお

から奥へ入っていました。親父に「今の相場はいくらだ？」と聞

月に 〜 回あったので、まとめて出すようになりました。昭
43 5

和 年か 年くらいから毎月大入袋を出す習慣が今も続いてい

4

よね、自分で買ってきて自分で売ることで短期間に成長するんで

あると思います。自分で仕入れてきたモノだから自分で売ります

配置するのは最近では珍しくなりましたね。

大下 受付に女性が何人かいらっしゃいますよね。受付に人を

す。僕なんか理屈っぽいから何でも効率化しようとしますが、
人にしかできないサービスはとても大事だと思っています。誰

売れましたけれどね。

ですね。効率化できる部分は効率化を図りますが、受付と食堂

出せるようにはしましたが、人の応対は残さなければならない

が来ても最適な対応をするために受付は重要だと考えていま

大下 人間欲が出ますから、筋を通すのは大変なことなんですよ。

はできる限りは続けたいですね。

ことは、うちの特徴として挙げられることだと思います。

二代目 うちでは予算ができると「大入袋」を出しているんです。

大下 今の時代、すごい話だと思います。昔は、一度会った人

す。皆にスマホを持たせたり、お茶はコーヒーをボタン一つで

その習慣の始まりはといいますと、創業当時の売り出し時にはお

三代目 新卒採用のときは必ず、ブロック長でもある受付の女性

効率化してはいけないところを分けるべきですね。

効率化すべきところと

──判断力のある受付というのは素晴らしいと思います。

は全部覚えているという受付の方もいらっしゃいましたね。

ていたんです。浅草の「さいたまや」の幕の内弁当でした。その

べられないもんだから、お客さまに出す弁当をみんなして食べ

ていたんです。そしたら食事を作る人がいなくなって昼食が食

んがいたんですが、その人たちも駆り出して店の商品をさばい

ですね。当時の社員は会社に泊まっていたから食事を作るお姉さ

客さんが大勢いらして商品がごった返し、収拾がつかなくなるん

二代目 私たちの頃は、よっぽど変な失敗をしない限り、品物は

委託して何が売れるかわからないよりも仕入れでリスクをとる

だとか、身に染みて理解することができる。

三代目 今は受付には１・５人から２人を置くようにしていま

人材こそが丸上の財産

ます。

42

す。この値段じゃ買っちゃいけないんだとか、これは売れないん

三代目 仕入れというのは人を育成する点においてとても価値が

大下 仕入れは優秀な人が担当していましたね。

ろいろなことを教わりました。

てから来るぞ」と言われたものです。千吉の番頭さんにも随分い

かれますから。答えられないと「市田の片山さんは、ちゃんと見

るとは何事か！」とよく怒られていました。

のほうが当然先に着いているんですよ。でも「社長より遅れてく

だのは、宝飾や毛皮など自分で責任のとれないモノを扱うなと

年、私も 年でバトンタッチしました。創業者から受け継い

56

から、朝一番の新幹線で京都駅まで行って、そこからタクシーに

4

という使命を感じていらしたから。

大下 征次さんは品行方正だったですね。会社を背負って立つ

のお嬢さんなら間違いないだろうということで、都ホテルでお見

という高級白生地問屋の専務の娘さんの写真を持ってきて、ここ

二代目 京都の「川中」さんの今の社長のおじいさんが、
「大塚」

──二代目と奥さまの馴れ初めは？

しょっちゅう琵琶湖へ釣りに行っていたらしいと聞いています。

──お父さまとしての創業者はどんな方でしたか？

42

おりました。昭和 年に久松町の現

年、私が中学 年になるまでそこに

4

2

34

3

26

た。私が小学校の 年のとき、昭和

上達 功
三代目

いう教えです。自身が事業価値や市場を理解してるかどうかを

31
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に面接に来た人の印象を聞きます。彼女の第一印象のほうが正確
ね。自分で選択して来たのに文句を言うなと。

を言う人が多いから、いやなら他へ行けばいいのにと思います

でも私も 年間すごく悩みました。普段あまり読まない本を

なんです。受付だからって粗末な扱いをするような人は使い物に
ならないですから。
無くてもいいモノを売っている企業なのですから、効率だけを
追い求めたら残れない気がするんです。効率だけを追いかけるよ
うになったら丸上らしさはなくなると。
もともと私はコンピュータの仕事をしていたので、効率至上主
義でした。でも効率ばかりだと行き着くところ仕事がなくなっ

たくさん読んで勉強して、考え直すことができたとてもいい期
間でした。

──お嬢さまの一流を見抜く目を育てた
二代目の教育方針が良かったのではないでしょうか。

だけの企業を作られました。会社が続くというのは大変なこと

大下

三代目 他人（私）に任せたところがすごいと思います。

大下 征次さんの印象はとにかく謙虚な人ということに尽きますね。

隊として私にこんな会社だよと伝えてくれましたね。

三代目 家内は結婚してしばらく丸上の受付にいたんです。先陣

で、いい状況で残していなきゃ続けることはできないわけです
二代目 いやいや、そんなことはありません。ただね、幹部の奥

ちゃうんですよ。

から。バトンタッチの基準はどのようなことだったんですか？
さんたちを上手にくどいたんですよ。バブルがはじけて、利益が

年に結婚して

ブレターを書いて、ポケットマネーで 万円とか 万円くらいを

は犠牲を払ってもらったことがありました。私が奥さん方宛にラ

出なかったとき、一般社員にはボーナスを出しましたが、幹部に

二代目 私が疲れたからじゃないですか（笑）
。

年目です。

──功さんが入社されて何年になりますか？
入社して
包んで、
「今日社員にはボーナス出したけど、景気が悪く、ご主

三代目
年に入社しました。でも二代目には一言も継げとは言われなかっ
人には出せなかった。がっかりして帰ってくるだろうから、この

かった家内は「なんで私にはくれないの？」と。

二代目 今は、
お金ではないけど、
幹部の奥さんにはお菓子を送っ

大下 いい話ですね、奥さんの一言も面白いけど（笑）
。

で丸上に来たんです。私は自己責任が大事だと思っていて、世

はないでしょうか。

ているんですよ、私からね。

大下 赤字は経験ない？

に私のミスでした。不良在庫を持ちすぎて、
それが見つかって「こ

おうというお客さまは、考えている人ですから、それが集まって

もう一つ幸運なのはお客さまに恵まれているということです。買

三代目 今は「誰から買うか」という時代になってきていますね。

りゃいかん、損しても売れ！」ということになりまして。

てもメリットがなく、回っていきません。
うちは仕入先にも恵まれています。僕が異業種から来てみると、
軒の仕入れ先がすでにありました。

二代目 先代の教えで営業利益が赤になるような商売をしちゃ

軒のお客さまと

だめだと。なるべく無駄な経費を削減して、薄利でいいから利

三代目 財務体質がしっかりしていることで、こちらも戦略的

ステム化したりワンストップでの物流は必要ですが、メーカーは
20

投資ですから。

代、 代と同じくらいの人数を採用しています。人材は先行

10

のかなと。

はいなかったようなお客さまが来てくれるようになっています。

物の呉服問屋を目指します」のキャッチフレーズを掲げているの

は商品のバリエーションが必要です。丸上のホームページに「本

メーカーはいつお金になるのかをはっきりしたいし、消費者に

時間はかかりますが、能動的に仕入れをしてくださるお客さまが

は、自負でもあります。催事型から買取型には行けない、それが

三代目 うちの先月の売り上げは、創業からの歴史とここ数年の

少しずつ増えてきていると感じます。
『丸上通信』を書くのもブロ

できてきましたね。

努力が色濃く出ていると実感しました。みんなすぐ売り上げがで

強烈な丸上のアドバンテージですね。

大下 『丸上通信』を読んでいると、この人に会ってみたいと思い

きてラクしてきていたら、こんなふうには育たないなと。自社の

グを書くのも、自動的に新規のお客さまを作る仕組みづくりのた

ますね。経営者としてとても魅力があります。ぶれないし面白い

強みをどこで活かすか把握しておかないと、大きな流れに流され

大下 掘留の丸上から、日本橋の丸上、あれは上手でしたね。

し会ってみたいと、読み手が経営者ならなおのことそう思うので

めなんです。紹介などの縁がつながっていくネットワークは大分

２０１９年の 月に京都で売り出しをしたんですが、 年前に

続けることができる問屋としての機能がうちの最大の強みになる

作ったものを買い取ってくれるところが必要なのですから、買い

私が転職するときに、一番悩んだのは、
「問屋不要論」です。シ

いかと。そうすればうちも続けられるという循環です。

の問屋機能を続けることで業界に貢献することができるのではな

この人間関係は今からでは作れません。ということはうちが本来

2
0
0

なことができるんです。人材に関してはここ 年くらいで 代、

創業者の教えと未来の問屋像

鈍ってきたな、回転は……

益が残るように商品の回転を良くさせてきました。でも最近は

5
0
0

るというのはすごいことですね。

くる仕組みが買取型なんです。闇夜に鉄砲撃つように商品を貸し

赤字は 回だけ。 期（ 年前）でしたが、赤字は完全
10

大下 一度だけですか。常に堀留の上位で毎年利益を出し続け

二代目
59

間ではよく小売店の跡を継いで「もう、こんな業界は〜」と愚痴

ですから継いでくれと言われて来たのではなく、自分の意志

そしたら後日、家内のほうにお礼状が来て、このことを知らな

たのがありがたかったです。家内は「一人娘だし会社を継いでい

前は全国に 人くらいしかいなくて、そのうち７、
８人がうちに

お金でおいしいものでも食べさせてやってくれ」と言って渡した

3

かなくては」と言っていましたが、二代目から頼まれたのは上達

5

征次さんは常に謙虚で、自分は愚か者と仰りながらこれ

3

んです。

2
0
0
2

いるわけですから、非常に珍しい苗字なんです。

40

という名前を継いでほしいということだけでした。上達という名

2
0
0
5
5

40
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てしまいますから。
あとは業界として残れるか、ですね。地方の小売屋さんで、一
等地に店を持っているけど、商店街自体はシャッター通りという
ところが多いでしょう？ 今は貸すこともできなくて、どんどん
さびれていくのを肌で感じます。そういう意味では有力店のほう

大下 何よりも人を大事にしてこられたんですね。

「誠心誠意」を胸に未来へ
大下 先代がお作りになった経営理念は「誠心誠意」でしたね。

──印象に残っているお客さまは？
二代目 やっぱり矢嶋榮二さんですね。やまとさんの今の社長の

が大変かもしれません。
消費者はこういうものが欲しいと思ってもどこへ行けば買える
おじいさんにあたる人です。私はかわいがってもらったんですよ。

円がお年玉の

のかわからないし、小売店が産地を支えるというには無理がある

円

あと浅草の「ヒロヤ」という小売店の社長（ 故人 ）には、お正月

相場だった時代に千円くれました。

にはいつもお年玉をもらいました。

状態です。産地へ赴いて、買ってやってるとか行ってやってると
いう姿勢のところもありますが、実際には買い支えるのとは程遠
いのが現状です。

2
0
0

帯もあって振袖もあって、訪問着も紬もあって襦袢もある品揃え
です。うちに一番に届けると、お袋が味噌汁と漬物を食べてって、

汐留に商品が届くと、藤川運輸がリヤカーで持って来ていたん

列車で行きますから、寝ている間に盗られないよう腹巻きに巻い

だからなんとか回っています。メーカーが間口の狭い商売をして
と昼を出すので、それが楽しみで藤川は堀留を通過して、蔵前へ

定してものを買える問屋がどれだけあるかだと思います。うちは

も、ブランディングを確立させていかないと残れなくなってきて
先に届けに来てくれていました。そのうちにオート三輪ができて、
そんな習慣もなくなりました。
大下 矢嶋さんの仕入れは厳しかったですか。
二代目 矢嶋さんには月に２回か３回、食事に呼び出されてごちそ

大下 各年代の社員がいるのは素晴らしいことですね。

「やまとにもっと売りたかったらおまえのところの売上を増や

問されるから業界のことは調べていかないといけないですがね。

うになって。しょっちゅう業界の話を聞いていました。こちらも質

二代目 会社に人が足りてきて、何人か首にしろと言われたことも
2

ルに建て替えをしました。

昔ある小売屋さんに、自分の商品の値札をつける機械を買っ

て丸上に置いておけと言われたことがありましてね。２円の正札

を必要な分だけ買ってくれと言ってきたんです。私は「モノを貸す

のにお金を払って貸すんですか？」と言いました。そうしたら「そ

んなこと言ったのは丸上だけだ。他の問屋は全部言うことを聞い

てくれたぞ」と言われましたが、この業界はちょっと弱すぎますね、

何でも言いなりで。もの貸すのにお金払って貸すし、マネキンも

貸す。うちはそういうことを全部断ってきました。おかげで社員

は大変だっただろうけど、しっかり育ちました。

──最近ではマネキンが顧客管理までやりますとか、

本末転倒な話も聞きますね。

大下 先進的なやり方をなさっていたということですね。

三代目 周回遅れで先頭を走ってるように見えるだけじゃないで

すかね？

茶を飲んで雑談しているなかで、どこそこの娘が嫁にいくらしい

から訪ねてみたらとか、お客さんと一緒に商売していましたね。

今は売る人と買う人の接点が何もないのに成立してしまっていま

す。後からもし何かあっても知らないという感じで。

地にしないといけないなと思っています。

二代目 昔はお客さまのほうが漬物を持ってきて、小売店でお

くなりましたからね。

るとドアが開いちゃう
（笑）
。これはもう限界だということで今のビ

ました。矢嶋さんは「これからの小売はチェーン展開しなきゃ

１階の扉が開かなくなってしまうからなんですよ。商品が少なくな

三代目 次は東京に人が来る仕組みを作らないと、東京を集散

しがあると、2 階に商品を置くでしょう？ そしたら商品の重みで

いけない。問屋は動かずに拠点を設けてそこで商売すればいい」

二代目 お付き合いするお相手がうーんと縮んで交際範囲が狭

大下 さあ、これからですね、どう展開していくか。

──その時代にしてはずいぶん思い切った投資ですよね。

いました。

せ。年商の 割以上の債権を作ってはいけないから」と言われて

年、１ドル

くらいですよね。
二代目 昭和

円の時代にうちの親父と矢嶋

三代目 今もそんなに大きいとこはない、一番大きいとこで７％

らやめてもらったことはないんです。うちはリストラはしません。

あるけれど、苦しい時に一緒に頑張ってきたんだからと、会社か

この地区の◯◯では負けませんとか。

にすることです。こういった文化を残していきたいとか、うちは

業界全体を良くするためには、各社が自分が何をやるかを明確

と言われるように頑張るしかないと思っています。

います。うちとしては産地の人に「丸上に売っておけば大丈夫」

て行っていました。

京都へ仕入れに行くというと、先払いでお金をもらって、夜行

1
0
0

今も商品を車に積んで販売に行きますが、営業コストもかかるし、

問屋の立場としては、これだけ市場が狭くなった今、 年間安
10

榮二さんと、呉服屋グループ 人くらいで渡米したことがあり

3
10 6
0

二代目 なんでこのビルに建て替えたかといいますとね、売り出
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「西陣まいづる」の
会長 舞鶴一雄氏 インタビュー

修業時代にたたき込まれた
「丸上」イズムが
「まいづる」の改革の礎に
明治 年創業の機屋「西陣まいづる」の会長 舞鶴一雄さんは

舞鶴さんに、丸上での思い出やご自身の会社を
引き継いでからのことなどをお伺いしました。

楽しくて仕方がなかった丸上での２年間の修業
をさせていただいていたそうです。うちの家訓が「後継者は他人
の家の釜の飯を食わなあかん」でしたから、修業のために外に

商売ではうちの先代、先々代からの長いお付き合いですが、私

かと思っていたんですが、小学校６年の時に父親を亡くしてい

三人兄弟で下に二人いるし、自分が継がなくてもいいじゃない

出されるんです。私は家を継ぐのに反発していた時期があって、

は昭和 年から 年まで丸上さんで修業させていただいたので、

──丸上さんとのお付き合いについて教えてください。

社の先代が筆頭理事だったことから、たいへん親しくお付き合い

当社とは現在も親しくお付き合いをさせていただいている間柄の

学卒後すぐ、丸上で２年間の修業をなさっていました。

40

創業者の上達次郎氏が「陣盛会」の会長をなさっていた当時、当

当時は今よりも織商（東京織物卸商業組合）の野球大会なども

卒業してすぐに丸上に入社しまして、生まれて初めての一人

たので、社長業は祖父から継いでいます。その祖父が「わしが

暮らしをしました。学生時代にフェンシングをしていたので、

盛んでした。それもあって溶け込むことができたんです。もと

現社長の功さんは私の後輩でもあるという間柄なんです。私が丸

東京には毎月のように来ていて馴染みはあったんですが、入社

もと体を動かすのも教えるのも好きだったので体育の先生にな

すごい尊敬してる会社があるから行ってこい」と。

時は初めてづくしで大変でした。京都では会社と自宅が別だっ

りたかったんですが、おじいさんにそれを言ったら烈火のごと

と反発していました。でも役員が次々に僕のところに来て、毎

たこともあり、自分のところの会社のことを知らず、帯屋とい

柴又と小岩の中間くらいに部屋を借りたんですが、最初の２

日のように説得されて洗脳されて、気がついたら丸上さんに来

く怒られまして
「なんで自分の人生、
人に決められなあかんねん」

週間は真っ暗な家に帰るのはカルチャーショックでさえありま

ていたという感じです。

商売の基礎を教えてくれた先代の言葉

慣行を当時の私はよく知らなかったんですが、今振り返ってみ

ら周りに「丸上学校」といわれるくらいの企業で、呉服業界の商

り、本当に楽しくて楽しくて仕方のない２年間でした。当時か

〜８人でいつも繰り出していました。いろんな意味で勉強にな

形専務、高橋清さん、粂さん、齋藤清二さん、早野さんなど７

「丸上さんは買取りだから値札の付け替えもしなくていいし、え

るやろ」

「あんたとこの会社はええなあ、５時半にはシャッター閉まって

の列車で宴会しながら帰ってくるんですが、そのときにも

尊重されるんですよ。同じ商人宿にライバル同士が泊まって一緒

取引先のレベルが地域一番店ばかりだったから、どこへ行っても

私の修業時代、売上げ規模でいうと丸上さんは中堅でしたが、

ると「三方よし」とか、それこそ白木屋創業者の大村彦太郎（諱

えよな」

いみな

／可全）じゃないけど「商いは 高利を取らず 正直に 良きも

ということをよく言われました。他社は委託応援で出荷する商品

よしまさ

のを売れ 末は繁盛」の言葉どおりの、誰が聞いてもみんなが「そ

の、上代札の付け替えで毎晩９時 時まで残業が当たり前の時代

スポーツはフェンシングに加えて草野球もやっていて好きだっ

体育会系の気質でしたから、かわいがられたのかなと思います。

という軍隊みたいな応対をしていたので、丸上さんもたまたま

んに貢献できることや」と言われたのを憶えています。そのころ

うちは堀留一、鮮度の高い商品を安く提供できる。これはお客さ

売の基はいい仕入れ先を持っていい商品を分けてもらうことや。

次郎さんに「舞鶴君な、うち来てこれだけは覚えて帰れよ。商

私は典型的な体育会系で、何を言われても先輩には「はい！」

たので、丸上さんにも野球部が、それもレベルの高いチームが

は「ふうん」という感じで、ピンときていなかった。商品知識も

10

あったので喜んで入れていただきました。監督が確か粂さんで、

でしたから。

らそうやろ」と納得するような商売を貫いていらっしゃいました。

になりました。週３回は飲みに連れて行ってもらいまして、船

ましたら、そのうちにめちゃくちゃ可愛がっていただけるよう

私もあっけらかんとした性格ですから気にすることなく接して

した。言葉の違いもあり、
初めは手厳しいことも言われましたが、

うことだけはかろうじて知っている程度でした。

上さんで修業をさせていただけることになったきっかけは、丸上

57
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値段の高いのを分けてたから真似したら怒られたんです。そこで

「そこの留袖を加賀友禅と京友禅に分けて」と言われて、他の人が

時代ですから。長野の小売店の催事のお手伝いに行った時にも

ないころだったから袋帯と九寸なごや帯の違いもわからなかった

「えええ！！！」となりまして（爆笑）
。

「そんな居たいんか、どうしてもか？ そしたらもう、クビだな」

いう流れだったんですが

どうしても居たいか」
「社長、祖父を説得してくれませんか」と

り方で、
「君はどう思ってるのや」
「帰りたくないです」
「そうか、

「なんでなんですか」と聞いたら「君のお父さんが元気でおら

正直に「わからないんです」と言ったら１時間くらい丁寧に教え
てもらえたので、知らないことはこれからは全部聞こうと思いま
れたら５年でも 年でもいさしたげるが、おじいさんの気持ち

──知らないと相手に言うことは勇気がいるけど大切
ても「あかん」と言われまして、そのときはなんやこのくそおや

もよくわかるんや、
だから君は帰りなさい」
と。なんぼ食い下がっ

した。

ですよね。丸上さんのお客さんがいいお客さんば
じ、と思いましたね。帰ってだいぶ経ってからですけど、年配
のブレーンの話聞いてたら祖父は「孫が早よ大きなって修業に
行ってくれたら」とか「やっと戻ってきたんや」とか周りにいっ
ぱい言ってたことがわかりまして、先代の真意を徐々に理解で
きるようになりました。
会社に戻ってからは、父がいなくてひと世代飛んでることも
あって、改革していくのに祖父とは随分衝突しました。丸上さ
んと比較したらうちがザルに見えるんです。祖父はかつて京都
で長者番付一番になった人やし、若造に言われて腹が立ったで

なので体に染み付きました。修業生ルールは３年だったんです
んはこうやった」と言うと「丸上さんは問屋や、メーカーとは違

祖父の言ってることが当時はまだまだわからなくて、
「丸上さ

しょうね。今は私が息子とバトルをしてます（笑）
。

が、２年経った時、祖父に帰って来いと言われたんですね。ちょ
う」という調子でした。

祖父が亡くなって 歳で社長を継いだんですが、私が京都に

「君のお父さんが亡くなった時の気持ちも本当にようわかった

あこういうことやったんか」と実感として胸に迫ってきました。

てるか」
「ええ戻って来い言われてるんです」という聞き出す喋

「仕事はどや」
「楽しいです」
「ところでおじいさんから話聞い

に呼ばれて

るのだから、一番に来なきゃダメだろう、後回しにする客は来

に来ないんですね。堀留で一番鮮度のいい商品を安く提供でき

他にも例えば、丸上さんは基本接待しないから取引先も遅く

あかんのやなと思ったら、急に次郎さんの言わはったことが「あ

と、ああこれで祖父があかんかったら僕が自分でやっていかな

帰って５年で、祖父のがん手術の承諾書にサインをする時にふ

いました。

受け継がれる

あと偉いなと思うのは、代替わりしても

が受け継がれ

はええもん作ったら声無くして人が集まるんや」と常々言って

んの商売の真髄やなあと思いますね。うちの先代も「メーカー

んや」という言葉を思い出して、祖父のことをすごく思ってく

私は京都では異端児かもしれないですが、支払いの悪いとこ
ろには注意したり、これはおかしいのではないかと本人にも言
いに行ってたんです。京都では普通、面と向かっては絶対言わ
ないものなんですが、丸上で学んだことと、自分の性分が合っ

ち１社は室町の問屋さんでした。
「この商品を売値の６掛けにし

うちが今までに取引を断られたのは２社ありまして、そのう

企業が多い中で、丸上さんは新幹線方式で、全部の車両にエン

という考え方。機関車みたいに先頭だけが引っ張ってるという

てるとか雇用主というのをはるかに超えて、社員はファミリー

てるところです。繁忙期には誰かが残業してたら誰ともなしに

ろ」と言われて、
できませんと答えたら「よそにはもっと安く売っ

ジンがある。いろんなとこで「どっかで修業されたんですか」と

ていたんでしょうね。おかしいものはおかしいと言わないと気

てるやろ」と言われまして。
「できひんのやったら取引せんぞ」

聞かれて丸上さんで修業させてもらったと言えるのが誇りなん

声かけてみんな手伝いに来るところもそうですね。雇ってやっ

と言われて、その会社とは年間数千万円ほど取引があったので

です。
の幹を変えてはいけないと思います。やり方見せ方は

ワーッと上がりました。今はその店の仕入れ先の会の副会長を

「雨降って地固まる」で、すごく信頼されてそこから売上げがブ

た、取引を再開したいと言ってこられました。そしたら今度は

たらしく、僕が嘘ついてないことがわかって、失礼なことをし

ていました。でも後日、ここの仕入れの方があちこち聞合せし

だきたいと思っています。

ですね。これからも末長く隆盛して、うちともお付き合いいた

に難しいことです。三代以上続くのは１０００社に 社だそう

うありたいと思っていますが、世代をまたいで続けるのは非常

す。二代目も次郎さんを尊敬してらっしゃいました。うちもそ

変えていかなきゃいけないですが、幹は変えないことが大切で

郎さんの正しいことをつくづく感じました。

させてもらってるんです。このときも、やっぱり丸上さんの次

まいこと言うてごまかさはったらよろしいのに」と泣き言を言っ

すが切られました。うちの担当者が「もう社長〜、そんなんう

が済まない。

D
N
A

D
N
A

雨降って地固まるを経験した丸上方式

なくても良い、というスタンスです。そういうところが丸上さ

28

れてたんやなとわかりました。

りたくないと先輩に相談したりしました。そんなとき次郎さん

うど皆さんに可愛がっていただいて仕事も楽しかったから、帰

そうです。生まれて初めて行ったところで教えてもらったこと

──京都に戻られて改革していったと？

されてるなあと思いましたね。

戻ってから実感しました。朝礼でもビシッと並んできちーっと

組織として、企業としてのシステムができていたことを自社に

修業で来ていたときは気づかなかったですが、うちと違って

突然の帰社命令と、心に染みた先代の真意

っかりだったこともあるでしょうね。

10

2
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丸上

対談 第一部

、現役古参社員取りまぜ５名が、入社時の思い出や印象的な出来事

会社は第二の家
現代日本の企業が学ぶべき
古くて新しい経営スタイルがここにある
丸上の
苦しいこと、たいへんなこともあったはずですが、
丸上の思い出〝となりました。

乗り越えられたのは素晴らしい仲間がいたからこそ、という
会社や同僚への愛がにじみ出る

年のこと

粂 勝芳（
齋藤 清二（
高橋 清（

年入社）

年入社）

年入社）

で結婚しないように」
「社内結婚は禁止」ということ。ましてやお

ですが、中央区で商社（問屋）というのがかっこよかったんです。

粂 初任給は小売店が１万７千円、丸上が１万６千円だったん

を憶えています。

客さんの女の子ともしゃべらないようにということでしたね。それ

できまして、私たちは蔵前の寮の一期生でした。

二代目 僕の初任給は２万円。

齋藤 私は４万円。

齋藤 粂さんの時代は会社と学校とがルートでつながっていたん

を振り分けていた。

高橋 私のときはオイルショックの後で、給料ががんと上がった

粂 私は１万６千円でした。

二代目 昔は地域の有力店と学校がつながっていました。裁縫の

いた。寮じゃなくてね、通いの人が入ってきていました。面接の

時期だったんですね。ボーナスも１ヵ月以上出たので良い会社だ

んで人を紹介してもらってましたね。

時に二代目の顔がえびす顔で、優しそうでアットホームだなと、

時間に浴衣を縫うでしょ、その浴衣地を学校に納めたりするので、

齋藤 私は粂さんの 年後、昭和 年に入社しました。地元が宮

なと。横浜出身ですが私の２〜３年前から地元の人が入ってきて

10

小売店と学校の関係が近かったんです。だからうちは小売店に頼

ですよ。当時窓口になっていた人が小売店と丸上に紹介する学生

みました。初めて大学生の初任給が 万円を超えたころだったの

──小売店ではなく丸上を選んだのはなぜですか？

だと思います。

厳しいというよりは愛情を込めた表現で、そういう言葉になったの

業者に言われたのが入った時の思い出ですね。この言葉の意図は、

と「お前らはどうせ頭がない、頭がないなら汗を出しなさい」と創

第一部は二代目と三代目も加わって賑やかな座談会となりました。

──入社当時のお話を聞かせてください。
粂 私が入社したのは東京オリンピック前年の

て、丸上に決めました。

1
9
7
3

その当時は求人難の時代だったので、福利厚生の充実のための寮が

会社で最初に言われたのは、今では笑い話なんだけど「 歳ま
26

1
9
7
5

„

です。学校にナショナルチェーンの小売店と共同で求人が来てい

1
9
6
3

1
9
6
3

そして今後の丸上への思いなどを語り合いました。古参社員の対談から眺めてみると、

O
B

城だったので、仙台支店があったから丸上に入ったのに、採用さ

良いなと思ったのを憶えています。

んですが、そういうところは丁稚感覚のころの名残ですね。

齋藤 うちは今でも飯の心配はしなくて良いようにと社食が出る

フワフワしてたので、あんまり深く考えていなかったんですが、

粂 初代は結婚に際して家具をプレゼントしてくれました。
齋藤 私は「丁稚」と「社員」の境目くらいでしょうか。昔は店の

齋藤 当時は物流が今ほど整ってないから地方問屋が必要で、地方

屋が必要ですから。

かと思いましたが、愛情がなければそんなこと言わない、愛情の

いいんですか」と初代が言ったんです。なんてひどいこと言うの

粂 今では考えられない話ですが、見合いの席で嫁に「こんなんで

主人が親代わりだったから従業員は「丁稚」だったんですが、あ

にはたいてい同業の卸業者が集まる場所、卸団地がありましたね。

裏返しなんですね。嫁もびっくりしたと思いますが、それだけ初

二代目 仙台に支店を出したのは、主要取引先が支店を出したの

二代目 高崎の問屋町みたいなのが各地方にあったんですよ。か

齋藤 粂さんと自分とでは創業者の接し方が違うと感じていまし

代の社員に対する情が深かった証です。
今とは違う時代でした。

たね。自分には敬語だったり。
50

でした。学校の就職課の人が内容のいい会社だというので受けて

粂 家族的な風土がこの会社の強み。

高橋 私は昭和 年の入社ですが、時代は変わって就職難のころ

つぎやさん（行商）がたくさんいてね。行商と交通の便、運送が

る時代から「社員」に切り替わったんですね。

それからもう 年です。もうじき半世紀になります。

何年か経って目覚めてから丸上の良さなどがわかってきたかな。

１ヵ月くらいでもう「帰らなくてもいいや」と（笑）
。

粂 私の時代はまだ丁稚感覚でした。

48

れたのは東京だった。当初東京勤務は３ヵ月の予定だったのが

10

をきっかけにうちもということでした。地方を拠点にするのに問

46
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ですよ。

も「カツ」と呼ぶもんな、美風

二代目 粂さんのことは辞めて

んで。

ナーができてるということです。

三代目 受付でちゃんと振舞える人は入ってきてもちゃんとマ

に入っているし、新入社員の採否も一番当たる。

せるかを受付で瞬時にコントロールしているんです。組織図が頭

齋藤 来客時にお客様担当が不在の時に、どの営業をアテンドさ

若い頃にはありがたいですよ。５〜６杯食べても割り増しがある

齋藤 よそは人の仕事に手を出
齋藤 入る前には何もわからなくても新入社員は丸上の中で学ん

齋藤 役職で呼ばないで「さん」

さないが、うちは残業している
でいくんです。扱っているのが特殊な商品だから人の本質が問わ

わけじゃないし。

人がいれば手伝うのが普通です。
れる仕事なんですよ。いわばルートセールスだから相手の望むこ

学校で学んだことはあまり役に立たないですね。

それに５時に当時の社長が帰る

も帰りやすいですから。
粂 私もこの会社で培ったものがあって、ようやく人前でしゃべ

とがわからないといけないし、そのために読解力が必要というか。

高橋 そのころから働き方改革していた。最先端ですよ。

に感謝しています。なにせこの会社には足を引っ張るとかそうい

れるようになったと思っています。それについては本当に先輩方

らダメだと言われました。

、 歳の時は下っ端で内勤ですから、先輩が外回りに連

うのはまったくないから。
齋藤
19

高橋 私らが入ったときは会社が無借金だったから気持ちが裕福

粂 連れてってほしいから先輩に気に入られようと仕事を覚え

だなと思っていましたよ。

でしたね。会社に借金があるとどうしてもトップに余裕がなくな

高橋 私は見えないお金をもらってると感じていました。昼食・

齋藤 昼どこに行こうか考えなくてもいいし、お客さんが来たら

りますから。安心して勤めていられたのは幸いでした。

高橋 小売店の店主の皆さまは知識人で裕福で、呉服店の顧客の

齋藤 「売りは善、委託は悪」と、入った時から刷り込まれて育っ

ても通じません。

── 今まで働いてきて印象に残った出来事は？

方々も富裕層や文化度の高い方々だから、そういう人とお付き合

てきています。買った人は一生懸命になりますから。

──どういうものを仕入れたらいいかが

二代目 うちがお付き合いをする小売店は地域の一番店が多い。

いとは思わないですね。うちのやり方と違うとわかっているから。

高橋 今でもよその会社がたくさん売上げを上げてもうらやまし

身につくということですね。

商店街の一等地に店を構えるご主人たちと話をさせていただくこ

二代目 私が丸上に入ったころ、毎月大手小売店の創業者の方と食

うちはうちのやり方でやらないと、根幹が崩れちゃう。

思います。

事をしていました。会話の中で「うちに年商の２割以上売るなよ、
うちが潰れたらおたくも潰れてしまうよ」とよく言われていたの

んですよ。すると相手が「あと

二代目 カツはね、悲しそうな寂し〜い顔をして得意先に行く

らね。それで社長賞をもらったんです。

ているなぁ」と当時は言われていましたが、今では「さすが丸上

商品の現物を持って得意先を訪問してましたから「おたくは遅れ

齋藤 よそが企画書一枚で営業して回っているときにも、うちは

っと上手く利用しないんだ」と言われても従わなかったんです。

で、その店の仕入れ担当者から「上達くん、なんでうちの規模をも

どれだけ売り上げが足りないん

さん」と言われますよね。

けで出来るわけじゃなくて貸すこともあるけど、その場合は条件

やはりずうっと見ていると、買っているところが今も残ってい

です。

をつけるんです。

たあいつにだまされた」と笑っ

粂 商品知識なんてあまりない

粂 創業者のチェックは厳しかったですよ。
「お前どこに貸すんだ」

るし、貸しているところは弱っている。苦しくても買わないと成

けど、
当時はそれでなんとかなっ

と常にチェックされました。

ていましたけども。それだけ親

たんです。大根役者と言われて

齋藤 買うと向こうのリスク、貸すと自分とこのリスクだから。

長しないし生き残れないんじゃないかな。うちも完全に買取りだ

いました（笑）
。今は悲しい顔し

しくしてかわいがられていたん

だ」と買ってくれる。あとで「ま

とですが、いまだに感謝しています。よそでは考えられませんか

周りのみんながすごく協力してくれました。

年ごろのこ

粂 私ごとですが ヵ月連続でトップの売上げを作ったときは、

とで、学校では得られない知識や文化を学ぶことができたんだと

の動かし方を学んだのも大きかったですね。

ラスになりました。それと商品部で大金を動かせるという、お金

化を知っている人たちと接することができたのは自分の人生にプ

いできるのはよかったと思います。お茶やお花の知識があり、文

しょう。しかも社員食堂ならおかわり自由で腹いっぱい食える。

高橋 昼食を外で食べたら毎日千円としてひと月２万円ほどで

社員食堂から駆けつけられる。

る。今の人だと「何時に帰れますか」って感じだけど。

レートできるから、仕事が覚えられるんです。

れてってくれるのを楽しみにしていました。一緒に回ってシミュ

18

夜食が出るので１〜２万円多くもらってる計算で恵まれてる会社

ことは今の時代すごいことですね。

──受付に人を配置していることや社員食堂がある

粂 これはこの会社の美風だから続けていってほしいですね。

齋藤 ５時に仕事が終われないのは人の時間を奪うことになるか

のは一番良かった。あとの社員

とか「ちゃん」とか愛称などで呼

粂 勝芳
齋藤 清二

設立 70 周年記念社史 22

23

1
9
8
0

12

丸上 七十年のあゆみ

高橋 自分たちの想定した粗利にならないからと言われたことも

ないね。

商品を売るために貸すことはあるけど、ゼロベースで貸すことは

すよ。

金を使ってきているんで

家一軒買えるくらいのお

い た こ と が あ り ま し た。

代の若造に使わ

あるが、そういう小売店は消えていきました。
粂 創業者の表現は「あんた、人のふんどしで相撲とっちゃいかん」
算は決まっていましたが、

せ て く れ た んですね。予

月の予算８千万円とか

と。そんなこと取引先に面と向かって言う人はいないですよね
（笑）
。

くなったんですね。
齋藤 たまに取引先で見切り品が出てきたりするんですが、いろ

から。小売店の欲しいものを買ってこないとね。

使っていいというんです。

二代目 留袖が売れなくなったからねえ。昔は中小企業社長の奥
いろな客層を持っているとそういう掘り出し物が買えるんです。

高橋 私の自慢は一品単価百万円を売ったことです。それと結婚

さんは皆、留袖が必需品だったのに。
そこで買ってあげると、次に行った時また出してくれる。そういう

数字が悪いと朝の会議で

粂 需要が減ったんだなあ。
とき買えないともったいないんですよ。これも仕入れ予算を会社

したときタブーをおかしたんです。小売店の社員と結婚して仲人

三代目 結婚自体が減ってるし、結婚しても式を挙げないからダ
から持たせてもらっている余裕です。
「人の金だと思って」って文

文句は言われますが（笑）
。

ブルパンチですね。
句言われることはあるけど（笑）
。

は外部の人というね。内部で仲人を立てるのが普通だった時代に。

齋藤 もう一つうちのすごいところは、外催事のとき基本売場作
高橋 地方の仕入れ会で倒産の噂のある仕入先と一緒になったと

二代目 小売店を回って

りを自前でやるということですね。よそは商品も人間も応援を頼

き、うちへ提示する値段と全然違うから気の毒だったですね。私

三代目 ２年ほど前うちの社員同士が結婚した時に、パレスホテ

むことが多いですが、うちは全部自分ところの商品で、自分たち

には１万円、向こうには２万円という具合に。相手はもう帰って

いると今どういうものが

で担いで準備します。
くれと暗に言っているんですね。

ルでやったんですが、仲人についてのノウハウがないとホテルの

二代目 催事中も、うちは買った商品だから産地の人間にそろば

齋藤 京都人って、言葉で断らないから、そろばんで断る。肯定

求められているかわかる

ん出させないね。
して値段で断る。

担当者から言われて驚きました。それくらい仲人というのが珍し

齋藤 仕入れの出張帰りの新幹線で、計算すると５千万円使って

ように、基本を押さえながら、それをよく理解して根幹を忘れな

いたいと思える値段をどう設定するかだと思いますが、今は自分

もので商売しているところが多いので。いい商売とは、自分が買

三代目 今は人のふんどしでさえ無いかもしれませんね。借りた

粂 創業者の言った「人のふんどしで相撲を取るな」です（笑）
。

学ばせてもらって今の自分がある。

いけないと思っています。人生の生き方も人間関係も丸上大学で

が困って い る と き に こそ、提案できる土壌を作っていかないと

は生き残れないし、どこと組むかを選んで、受け身ではなく相手

そして基を忘れないで飛び出せということ。現状を守るだけで

いでほしい。

がリスクを逃れたくて、そのリスクを消費者に負わせているとこ

粂 優先順位が見えてくるよね、うちはみんなで荷物を持とうと

──皆さんの座右の銘は？

ろが多いように思います。

れないんです。総合的な知恵がないと着物は売れない。芸術の真

いうところだから。

私の座右の銘は「人は皆平等」
。社会に出て上の人間が偉そうに

髄がわからないと売れない。人間力もセンスも必要とされる。人

高橋 今はまだ情で売れている部分がありますが、ネットでしか

していることがありますが、下の人が支えているのだから誰が偉

間の強みができればシェアは上がっていくものだと思います。

齋藤 うちはいらないものを売ってるんだから人間性がないと売

いとかじゃないと思っているんです。私は一番偉いのは自分の先

齋藤 うちがすごいのは、業績が悪くなっていても人材を取って

買わない時代になったらもっとシビアになりますよ。

祖だと思っています。

きてくれたから、若い世代が塊でいること。話し相手もいるし毎

続いていくのだと考えています。

三代目 厳しいときも無理してでも採用し続けることで、企業が

年入ってくるから辞めないんですよね。

かたまり

齋藤 私の座右の銘は「誠心誠意」
。嘘つかないのが一番疲れな
いんですよ。
──こ れ か ら の 丸 上 に 願 う

しいですね、荷物運びや出荷を

粂 家族的な雰囲気を続けてほ

も賃金も求められてきています。うちは同業他社よりは財務内容

三代目 採用はここ数年売り手市場になっているので、やりがい

ますし。

齋藤 人を採用するから、社長はやる気があるんだと社員は思い

手伝ったりというような。

がいいんだから、その強みを活かさないといけない。

こととは？

高橋 着物を通じて文化の継承

そして丸上のもう一つの強みは真似しにくいこと。うちは今か
ら催事型になれるけど催事型のところは買取型になれない。これ

を。あとは絶対潰れない、潰さ
ないことです。

が最大の武器だと思っています。
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齋藤 バックボーンを忘れない

高橋 清
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丸上

対談 第二部
ふ

え

き

り

ゅ

う

こ

う

目指すのは不易流行
あたたかみのある企業体質が
未来の丸上を作る
船形 勝比古（
江花 圭介（

６８年入社）

年入社）

人を超えま

1
0
0

船形 最初のピークが来たのが昭和 年で、売り上げが初めて

した。

入ってみました。私が入った昭和 年で社員が
45

億円を超えました。それがうちの 期だったですね。呉服業界

55

たんです。平成４年にも 億円を超えました。買い取ることでお

が２兆円産業になりまして、それが平成の初めのバブルまで続い

30

──入社時の思い出を教えてください。

よく憶えています。

1
9

江花 寮では朝晩は食事が出て、日曜日だけは食事なし。初任給

自アパートなどに引っ越すというシステムでした。

の価格を見る」
ということをやっていました。丸上がプライスリー

江花 小売店の社長さんやバイヤーさんたちは「とりあえず丸上

客さんの力もついてくるという時代でした。

ダーだったんです。安易な貸し出しはしないというのは今の人に
も伝えたいですね。

入っていたかな？

江花 恥をかいて覚えるんですね。いろんなお客さんがいらっ

外に出される。自分で回ってみるのが一番勉強になりましたね。

船形 新入社員は上の人についてひととおり商品の勉強をすると

江花 私は新潟。昔は前例や先輩が就職したところに就職すると

石橋たたいても渡らない人で絶対財テクなんかしなかったタイ
プ、三代目がいろいろチャレンジするタイプと、時代に合った経
営者を得たところだと思うんです。

金に甘くなるんですね。自分の身の丈の３倍くらいの商売をして

給過剰だったことが大きな原因だと思います。支払い返品とかお

船形 なぜなくなったかといえば、この業界そのものがずっと供

どがありましたね。

江花 オイルショックのときは会社の商品が全部無くなってびっ

創業期は内部留保が大事だったですね。

船形 会社が儲かったらみんなで分けようという精神でしたが、

江花 よそでダメになった例をいろいろ見てきましたからね。

船形 初代、二代目、三代目と見事に役割がうまくいきました。

──バブルのころによく我慢なさったと。

いたのが一気に矛盾点が出たということだと思います。ここ最

くりしました。

──トイレットペーパーだけじゃなくて
呉服も無くなったんですか？

この業界で溜め込んだ呉服の利益が全部飛んでしまったんです。

さなかった。それで丸上は生き残ったんです。バブルの崩壊で、

船形 バブルのときに、二代目は元金保証じゃないと一切手を出

関係だ毛皮だとか。でも丸上はその方針を絶対曲げなかった。

江花 私たちも隣の芝生が青く見えたころがあったけども、宝飾

そをつくと修正するのに時間がかかるものです。

んなに高いのはおかしい」と価格を修正して。高い値段で買った

船形 無くなっちゃうと高値で買っちゃうんだけど、
創業者が「こ

のころだったから衝撃でした。

江花 みんなそういうのに煽られちゃうから。僕らも入ってすぐ

と同じですよ。

ましたけどね。地震やなんかの時にコンビニの商品がなくなるの

たんです。一時供給が追いつかなくなって、半年ほどで反動がき

船形 裏地関係が特にね。普段利益率の低いものが一斉に高騰し

バブル真っ最中には財テクがもてはやされて、財テクもできない

商品を下げて売りました。

らいでバンバン売っているのを、うちは普通の値段で売っていた。

7

あお

ような経営者は無能だとまで言われていましたからね。

江花 うちは「よそはよそ」というスタンスでした。よそは 桁く
ばらしいことです。

江花 会社があってこその我々なんだから、生き残れたことはす

商売、これが一番長続きする。そのほうが近道なんです。一旦う

の仕方にも前会長の精神が生きているんです。うそのない誠実な

うちのは鮮度が高い、生きた商品だと思います。商品にも商売

じゃないけど、売れ筋のものが少ないですね。

近は供給が見合ったものになってきて、商品そのものが無いわけ

江花 「北秀」さん、
「近伝」さん、最近廃業した「菱一」さんな

船形 うちがツイてるのは、初代が馬力のあるタイプ、二代目は

しゃるから、取引先で聞いたことを宿題みたいに自分で調べて勉

船形 平成 年、今から 年前くらいから大手の問屋さんがどん

──丸上で働いてきて印象に残ったことは？

強になったり。

いうのがポピュラーでした。私は逆に先輩がいないというので

船形 私は宮城。同じ学校からは私の５年前くらいから丸上に

──ご出身は？

は２万４千円でした。手取りで１万７千円だったかな。

から。入社後５年間は寮に入ることになっていて、そのあとは各

50

江花 昭和 年の３月 日です。うちの姉の結婚式が 日だから
15

船形 今は４月１日入社だけどその当時は３月の 日過ぎでした

13

20

どん廃業したり、倒産したりしたことでしょうか。

12
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船形 呉服は需要が見えない商

を乗り越えてきたからね。

江花 戦争とかいろいろな時代

るタイプでした（笑）
。

ると「わしの出番だ」と元気にな

船形 創業者は商売が厳しくな

ている業界なんて他にないんじゃないかな。

います。市場規模はピーク時の５％ですが、それでも生き残っ

船形 着付け教室の振興できものを自分で着られる人は増えて

いし、コーディネートもしてあげないと売れない。

江花 着物はステイタスの部分があるから安いだけでは売れな

いが起こる。

ですが、今は限界集落ならぬ限

に関心があって需要があったん

品でね。昔は地方ほどしきたり

れくらい売れない（笑）
。売れる商品は変わったなと思いますね。

船形 商品の供給は少なくなっているのに全然困ってない、そ

の時代だから技術を継承する人材がいなくなってきています。

江花 織りの技術者もどんどん減って、染めはインクジェット

礼装よりお洒落着が売れる。訪問着でなく街着、
お出かけ用です。

界呉服屋と言われる時代です。

江花 学歴とか教育にお金をかける時代になりましたね。

──これからの丸上に対しての思いを
聞かせてください。

──現社長が需要を作らなければと動き出しましたね。
江花 昔は花嫁道具といったら２〜３百万円使いましたが、今は
船形 この 年間丸上がなぜ残れたか、これからの若い社員の

お客さまとの交流がありました。呉服屋に来て愚痴を言うお客

船形 昔はお直しなどに見えた方に新しいものを勧めたりと、

から、よそはみんな不思議でしょうがないと思っているはずで

しいです。数ある問屋の中で生き残ったところは本当に少ない

みんなはそれを各自しっかり把握して守るべき部分は守ってほ

土日も娘さんが忙しくて、呉服屋まで来られないんです。

さまが多いから、それを聞いてあげる癒やし産業の側面が呉服
す。なぜ丸上がと。

船形 着物は褒められたらまた欲しくなるものですし、染織技

割合が大きくなっているように思います。

江花 今まで着物だったのが健康器具に取って代わって、その

船形 適切な値段で買って適正価格で売るのは自己責任なんで

く売る」というスタンスは変わらないですから。

江花 迷ったら基本に返ることだと思います。
「安く仕入れて安

のところはわかっていないと思います。

今でこそしたり顔で「さすがは丸上さん」と言うけれど、本当

術の素晴らしさがわかってくるとまた欲しくなる。黄八丈の次

すよ。問屋やメーカーに委ねているところが多いから。商売も

年の歴史
年） 東京 蔵前
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年５月（昭和 年） 別館用地

年７月（昭和

本橋久松町の現在地に店舗を移転

年３月（昭和

達次郎が中央区橘町に株式会社 丸 上 を
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年４月（昭和 年） 創業者 上

にて創業
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写真でたどる丸上

は琉球だとか。着物を買う動機を理解しないと売れないと思い

八丈の百万の、もらってくわ」となる。

屋にはあるんです。一生懸命お客さまに努力すると「じゃあ黄

70

人生も自己責任です。

中左／ 1970 年頃の本館

ます。必要だから買うものだと思っているからボタンの掛け違

上左／ 1965 年頃の旧社屋

下／結社 30 周年記念式典
での集合写真

70
中右／結社 20 周年記念式典で
挨拶する上達次郎

写真でたどる丸上

上／創業者 上達次郎
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右から江花 圭介、船形 勝比古
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おもなできごと
1945年 終戦
1950年 朝鮮戦争勃発
1951年 サンフランシスコ平和条約締結
日米安全保障条約調印
1955年 55 年体制成立
1960年 所得倍増計画発表
1962年 キューバ危機
1964年 東海道新幹線開通
東京オリンピック開催
1965 〜1970年 いざなぎ景気 57 か月

60 周年の記念旅行では滋賀県の彦根城へ

左右・上／ 1980 年 別館
の竣工披露にて

1973年 第一次オイルショック
1976年 ロッキード事件

下／ 50 周 年 の 記 念 旅 行
で香港へ

1979年 第二次オイルショック
1985年 プラザ合意：円高ドル安
1986 〜1991年 バブル経済
1987年 国鉄分割民営化、JR 発足
1989年 平成元年、消費税導入３％
1991年 バブル経済崩壊
1995年 阪神・淡路大震災
地下鉄サリン事件
1997年 消費税５％に引き上げ
1999年 ユーロ導入
2000年 介護保険制度開始

現在の別館

2
0
0
5

年５月（平成 年） 東京織物
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卸商業組合理事長に就任
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年６月（平成 年） 上達功が

年） テレビ東
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三代目社長に就任

2
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年７月（平成

京の経済ニュース番組『ワールドビジネ

27

スサテライト』に注目企業として紹介さ

年４月（平成 年） 日本橋 丸

周年
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れる

上
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年８月（平成 年） テレビ東

TBS ドラマ『陸王』撮影での内場勝則さんのシーン

T
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29

京系列のドラマ『金沢のコロンボ』の呉

2019年 新元号「令和」元年

10

2
0
1
7

年１月（平成 年）北京テレビ

2014年 消費税８％に引き上げ

2
0
1
7

年 月（平成 年）

現在の本館

年４月（令和２年） 設立 周年

2011年 東日本大震災

2
0
2
0

服問屋撮影に協力

2008年 リーマンショック

（北京電視台）に取材協力

2007年 郵政民営化

ビのドラマ『陸王』の撮影協力

2001年 アメリカ同時多発テロ

17
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