四〇〇年の歴史を誇る近江牛を核に
地域を元気にする豊かな食文化を発信

湖国で輝く企業を訪ねて

株式会社千成亭

代表取締役社長

上田 健一郎氏

トグルメショップとしての展開に舵を切ります。それまでの経営の柱で
あったスーパーマーケットを閉店して、
レストランや無店舗販売に力を
入れることになりました。
同社では創業以来、未経産
（子牛を産んでいない）
牝牛のみを扱い、
契約農場で通常より飼育日数を長くしてじっくりと育てた、肉質の柔ら

かけて芹川堤のけやき並木を毎月

た。生産者の顔が見えるお肉を販売するため、平成14年にはトレーサ

５のつく日に散策する
「けやき倶楽

ビリティ
（生産履歴）
のモデル店として店頭で個体識別番号の表示を始

部」
という活動を、15年以上続けて

め、平成20年には農業生産法人千成亭ファームを立ち上げるなど、一

います。

貫して安心安全で質の高い製品の提供に努めています。

お客様が笑顔になる
人間味あふれるサービスが基本に
お店に来られたお客様に笑顔で帰っていただけるような接客を行う
ためには、マニュアルにはない部分でさりげない気遣いができること

失った後、故郷の犬上郡に帰郷し、昭和23年に前身となる上田精肉店
を開業しました。
その後、現社長の上田健一郎氏の父である上田健吉氏が、
より市場
を広げようと彦根市橋本町
（現河原２丁目）
に出店し、
この時から
「千成
亭」
という屋号を使うようになりました。

創業時から育んできた、地域のお客様との絆を何よりも大切にする

た。“モノ”ではない“コト”を売れる商いがしたいと、例えば、
お客様への

上田社長は、商工会議所の青年部会時代に全国各地の商店街を訪れ

お礼のはがきを手書きしたり、お客様に喜ばれたことを社内SNSで共

た経験から、地域の文化を大切にして、それを活かした特色のある取り
組みをしていくことで、地元の商店街を元気にすることができるのでは
彦根に受け継がれた食文化に着目したり、歴史的な物語を大切にし
人に知ってもらいたいと、さまざまな社会貢献活動に取り組まれてい
る姿勢から、地元をもっと元気にしたいという想いが伝わってきます。
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地域に愛される企業を目指し
これからも夢のある事業を展開
倫理法人会が推奨している活力朝礼を取り入れて、各店舗ごとに毎
日行う朝礼では、挨拶と基本動作の確認を行った後、朝礼用の冊子『職
場の教養』の輪読や経営理念の唱和を日課にしています。
「朝礼をきち
んと行うようになってから、伝達事項が社員全員に素早く周知できるよ
うになった」
と上田社長は評価します。
また、朝礼委員会や理念浸透委員会、
コトづくり委員会など７つの委
員会が活発に活動しています。
「会社はどうしても縦の組織で動いてい
るため、若い従業員が責任を持てるような場を作って、横のつながりが

秘薬」
として牛肉の味噌漬けを徳川将軍
に献上していたことがわかり、その後、牛
肉の味噌漬けや干し肉の商品化に取り組
んで、郵便小包を使って全国に配送する
ビジネスをスタートしました。
昭和46年には橋本町の店舗を３階建て

を伝えていくため。フェイスブックで毎月配信する社内報
「月刊よつ葉」
に、毎回『社長の一筆入魂』
という記事を掲載し、社員に想いを語りか
けています。
そして、女性や高齢の従業員が働きやすい職場環境の整備にも取り
組み、食品衛生責任者をはじめ、さまざまな資格の取得には費用や時
間的な援助を行っています。

社内報の “ よつ葉 ” という名称に
は、お客様満足、従業員満足、取引
先満足、株主満足のそれぞれ４つが
バランスよくきれいな形になったら
みんなが幸せになれる、そして最終
的に会社の繁栄につながるという想
いが込められています。
今、私には二つの夢があります。
一つは地元彦根に自社牧場を開設し
て彦根牛を復活させること。もう一
つは、彦根に訪れる人をもてなす料
亭旅館を作ることです。店舗数の拡
大や全国展開ではなく、地域に愛さ
れる店舗づくりに力を注いで千成亭
のファンを増やしたい、
「彦根といっ
たら千成亭」と言っていただけるよ
うにしたいと思っています。

のビルに改築して、
２、
３階にレストラン千
成亭を開店、すき焼きやしゃぶしゃぶ、ス
テーキのほか、“牛トロ握り”は同店の名物となりました。
平成13年にBSE
（牛海綿状脳症）問題が起こったことを機に、低価
う精肉店から、
しっかりした製品

年の歴史を持つ近江牛についての文献を読んで、
お肉に関する知識を

を扱うお店にしたいと店舗を改
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います。

た商品開発や店づくりを行うほか、彦根や滋賀の魅力をもっと多くの

お客様を増やしたいと、名前や住まいなどの顧客情報を集めたり、400

1

オフィスに協力して、県内で行われる映画やドラマロケの支援も行って

ないかと考えています。

格品から高級品までを幅広く扱

近江牛の原点が彦根牛であることや、江戸時代に彦根藩が
「養老の

江牛の歴史について課外授業を行ったり、最近では滋賀ロケーション

姿勢を変えることなく、地域に密着して事業を展開していきたいという

有できるようにしています。

すでに近隣にいくつかの精肉店があったことから、当初はなんとか

深めることに努めた健吉氏。

協賛するほか、市内の中学校で近

は、
「人と人の関わりを大切にする」
企業風土づくりに力を入れてきまし

も連帯感を失わず、創立時のスタッフが創り上げてきた
「千成亭DNA」

神戸市内の精肉店に丁稚奉公にあがった初代社長の上田豊吉氏

また、多賀町にある里山の保全
活動を行う
「富之郷里山クラブ」
に

が求められます。平成22年に代表取締役に就任した上田健一郎社長

生まれるようにしたいと考えた」
と言う上田社長。店舗を休業にしてで

は、のれん分けを許され昭和８年に神戸で独立、戦争によって店舗を

同社では、琵琶湖の水と環境へ
の関心を広げたいと、市民に呼び

かい本来の近江牛を提供することで他店との差別化を図ってきまし

も年２回は全社員が集まる機会を設けているのは、スタッフが増えて

安全で質の高いお肉にこだわり
トレーサビリティにもいち早く取り組む

歴史や文化を大切にしながら
地域の経済発展を支える

装、近江牛とお肉の惣菜、
自家製
ソーセージを３つの柱にしたミー

企業データ
本 社／彦根市平田町808
創 業／昭和32年
従業員／150名
事業内容／食肉及び食肉加工品の製
造販売・飲食店事業

企業ポリシー
●商いを通して地域の発展と、よりよい社会の実現を目指す。
●文化を伝承しつつ、新しい食文化の創造に取り組む。
●誠実を尽くし、プロとして知識・技能の向上に努める。
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