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寄  稿 等身大で経営する

株式会社岩崎食品

代表取締役　　岩　崎　寛　司

はじめに

　弊社は長崎県長与町に本社を置き、角煮ま

んじゅう、餃子、肉まんなどの製造、販売を

手掛ける食品会社です。

　1965年創業で今期で55年目を迎えます。創

業者は私の祖父で岩崎博孝です。

　2000年に父の岩崎栄司が２代目として社長

になり、一昨年2017年６月から私が３代目と

して後を継ぎました。

　従業員は正社員70人パート100人、合計170

名です。

　社員平均年齢が27歳ほどの若い会社です。

　販売店が長崎県内に９店舗と福岡に２店舗

の合計11店舗で、商品の製造はすべて長与に

ある工場で製造しています。

はじめに

長崎角煮まんじゅう６個入り 大とろ角煮まんじゅう６個入り
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自己紹介

岩崎寛司　34歳

　1984年岩崎家の長男として生まれ、小学、

中学、高校と長崎の公立校に進学しました。

　物心ついたころから両親は家業を共働きで

やっていました。当時は創業者の岩崎博孝

（祖父）が社長でした。

　私が小学生になってからはかぎっ子だった

ので家に帰っても夜遅くまで帰ってこない両

親、お腹がすきすぎてお菓子やカップラーメ

ンばっかり食べていました。

　その頃友達の家に遊びに行くと友達のお母

さんがいつもいてジュースを出してくれたり

して、それに比べるとうちは両親がほとんど

家におらず、商売って大変なんだなぁと感じ

ていました。

　私が小学５年生のころに、今でも当社の看

板商品である長崎角煮まんじゅうが初めて全

国テレビで紹介され、その後１か月は会社の

電話が鳴りやまなかったのを今でも覚えてい

ます。

　そのテレビがきっかけで当社と長崎角煮ま

んじゅうの売り上げが大変伸びて行きました。

進学、修行時代

　高校への進学を考えるころには家が商売を

しているからという事で自然と商業高校をめ

ざし進学しました。

　あらためて今、高校生の頃の自分の考え方

を振り返ると、とても恥ずかしいのですが、

高校生のころに岩崎本舗としてしっかりした

店舗もでき、角煮まんじゅうと岩崎本舗とい

う名前が有名になり、周りのみんなからもて

はやされるようになりました。まだ人間性も

出来てない高校生の頃でしたので自分が何を

成したわけでもないのに何かえらい気分に

なって自己中心的な考え方や行動をとって

いってしまいました。

　しかも高校生のころに車好き、乗り物好き

ということに目覚めてしまい、高校２年生ご

ろからレーシングカートというゴーカートの

ようなサイズの車をサーキットで走らせる

モータースポーツを始めます。

　せっかく商業高校に進学したのに簿記の勉

強はそのころまったくしていませんでした。

　とはいいつつも、少しの運転の才能があっ

たのか、レーシングカートを通じて日本国内

では鈴鹿、すごう、などの有名なカートコー

スも走り、イギリスにいきフォーミュラカー

の少し小さい入門車のような車でレースをし

たこともありました。

　しかし今思えば当然の事ですが、自己中心

的な考え方や行動をとっている人間がプロの

世界で結果を出し続けることもできず、次第

にレースで勝てなくなっていきました。そし

て自分が何をすべきか迷っていたころに父か

ら「この先どうするか（このまま車の世界で

生きていくのか、商売の世界に行くのか）今、

はっきり決めろ」と言われて家を継ぐという

決断をしました。

　この時、商業高校を卒業して車の世界へ進

むために総合科学大学へ進んでいましたが１

進学、修行時代

自己紹介
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年で大学をやめて、調理師の道へ進むことと

なりました。

　20歳のころに東京の調理師学校に就学し一

年で卒業して東京の焼肉店へ就職しました。

　25歳のころに父から長崎へ帰ってこいとい

う連絡があり、東京での修行期間を終え長崎

へ帰り岩崎食品に入社しました。

岩崎食品入社後

　会社に入社してからはひたすら百貨店の催

事に出張していくことになりました。

　催事というのはなかなか大変で、自分が客

として催事に買い物に行くときは「お祭りみ

たいで楽しそうだな～」と思うのですが、実

際働き始めるとその大変さに気づく事になり

ました。

　10年ほど前までの催事の働き方は一度出張

にでると１、２か月は帰ることができません。

　流れとしては水曜から始まった催事が７日

間で火曜日に終わり、次の日の水曜にほかの

百貨店に行き、準備をして木曜日から催事の

始まりというような流れで１か月、２か月働

きます。

　そのようにして全国百貨店を回って、長崎

に帰ってきたら１、２週間分まとめて休みを

取るといった感じです。

　ただ非常にハードワークな環境だったので、

現在は催事に出張するメンバーには長くても

３週間～１か月以内に長崎に帰ってこられる

ような状況にしています。

社長になるための助走期間

　その催事の担当も５年ほどたち、30歳のころ

常務となり、催事という仕事から少し離れて

社内の経営会議に参加するようになりました。

　そして経営会議に参加し始めて１年、当時

社長であった父から社長になるため練習とし

て父の隣の席で私の代わりに意思決定をして

みなさいと、会議の意思決定を任されました。

それまで会議ではアイディアを出す役割で参

加していましたが、このとき初めて意思決定

者として参加しました。

　今思い返しても冷や汗がでてきそうですが、

いよいよその会議で意思決定をする場面に

なった時、この決定に従って会社全体の方向

性や未来が決まると思ったら、頭の中が真っ

白になり何の決断も下せませんでした。内容

はしっかりとは覚えていないのですが、多額

の投資を必要とするような重大な案件ではな

かったことだけは覚えています。

　アイディアを出す役割のころは知りません

でしたが、意思決定にはこんな重圧があるの

だと知れたことで大きな心の変化があった

きっかけであると思います。

　そんな体験を重ねながら2017年６月、32歳

の時に社長に就任しました。

岩崎食品入社後

社長になるための助走期間
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意思決定プロセスでの自分の癖

　社長になれば毎日が大なり小なり意思決定、

決断の連続です。

　これは意思決定する際の私の持論ですが、

意思決定の本質は何をやらないか？だと考え

ています。

　過去意思決定してきた際、非常に重圧がか

かるものと、心理的に負担が軽いものがあり

ました。投資を伴うにしろ、伴わないにしろ

その傾向はかわりません。

　自分でなぜそんな違いが起こるのか自分自

身を観察すると、たとえば、今行っている施

策をよりよくするために会議で３つのアイデ

アが出た場合、「全部やってみよう」という、

増やしていくパターンは負担が軽いです。

　ところが、今行っている施策をやめて新し

いアイデアの採用をする、「何かをやる代わ

りに何かを手放す」という減らす方向の意思

決定がとても重圧がかかります。

　何かをやめて、そのやめる施策の可能性へ

の未練を断ち切り、新しい可能性を信じて意

思決定し、進めていく。その未練を断ち切る

ということが自分にとって一番重圧がかかる

ことのようです。

　私は自分が一番苦手、嫌いな分野に本質は

隠れていると考えていますので私が会社に

とって、最高の意思決定を下すために必要な

ことは未練を断ち切る、というプロセスが大

切だと思っています。

インバウンドへの対応について

　当社の店舗は長崎市内の主な観光地にある

こともあり、インバウンド、特にクルーズ船

で長崎に来られる中国からのお客様に購入し

てもらうにはどのようにしたらいいか？と考

えていました。店舗の前の道路の人通りも相

当増えています。しかし色々トライしてみて

も目標までとどきません。

　こちらの伝え方が悪いのかな？と考え中国

語の商品説明のポップを作って店内に貼って

みたり、スタッフが店の前を通る中国人のお

客様とのコミュニケーションの中で片言の中

インバウンドへの対応について

V・ファーレン応援の為に作った角煮まんじゅう

意思決定プロセスでの自分の癖

V・ファーレンの試合時の販売風景
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国語を覚えたり、中国人のアルバイトスタッ

フを雇ってみたり。それでも店の前を通るお

客様の数に対してこれくらい売れていいはず

なのに、という数字にも届きません。しかも

近くのドラッグストアや、免税店では景気よ

く爆買いなんて言ってとても売れているよう

です。うちだけ出遅れてるんじゃないか？と

感じていました。

　ある業者からは「中国向けSNSを使って有

料で記事を出したら売れますよ！」と言われ

ましたが、「そういう事じゃないような気が

するんだけど・・・」という違和感がありま

した。

　そのように悩んでいるときに、<18>次世

代経営塾主催の「中国の現状確認とインバウ

ンド体験セミナー」があると聞き、私の違和

感を確かめる為に、そして角煮まんじゅうを

もっと買ってもらうにはどうしたらいいかの

アイデアを得るつもりで参加しました。

　セミナーは長崎から飛行機で上海に飛び現

地で中国最新スーパーを見て、自動運転の研

究施設を見学し、インバウンドのお客様と一

緒になってクルーズ船で日本に帰ってくると

いう内容でした。

　最初に驚いたのは中国のスーパーの飲料

コーナー。「コカコーラ」が中国工場で作っ

た現地商品と日本から輸入した日本産が隣に

並んでいました。

　価格を見ると日本円で中国産コーラが60円

くらい、日本産コーラ（500ミリペットボトル）

が360円ほどでした。

　関税や、輸送費がかかっているからこその

価格差だと思いますが、商品が並んでいると

いうことは、きっとそれだけの価格差があっ

ても日本のコーラが売れる、という事だろう

な、と感じました。その中で、おそらく一般

用医薬品などでも同じこと（価格差やそれで

も売れていく）が起きているだろうと仮説を

立てました。

　そんな中、中国のハイテク化にすごいなぁ

と感心しながら、いよいよ最終日、私にとっ

てセミナーの目的である、クルーズ船に乗り

船内を体験し、インバウンドのお客様と同じ

時間を過ごす、という時間が来ました。得ら

れる情報はすべて手に入れようと色々と仮説

と問いをもちクルーズ船に乗り込みました。

　（ここでは私が体験したクルーズ船で長崎

に来る中国のお客様の話をしています。飛行

機で来る方、台湾のお客様はまた違うと思い

ます。）

　クルーズ船に乗り込んだらいきなり仮説の

中の一つは間違いであるという事に気づきま

した。

　その間違いだと気づいた仮説は「クルーズ

船に乗ってくる中国のお客様は富裕層であ

る。」という説です。

　間違いだと気づくきっかけの情報は、ツアー

ガイドさんの話では上海周辺の富裕層のお客

様はクルーズ船が、流行する前にすでに船を

使い日本旅行をしていて、その層がひと段落

した今、船に乗っているのはどちらかという

と内陸部のお客様が多い、とのことでした。

　そしてもう一つクルーズ船スタッフの中に

偶然一人だけ日本人がいて船の最近の情報を
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聞くことができました。

　日本人スタッフの情報とツアーガイドの情

報を整理して自分なりの仮説を立てると、

　「クルーズ船のツアー代金は日本円で５万円

くらい、日本での感覚的には激安ツアー」

　「船内の有料レストランでの食事などでお金

を使ってもらえないから船はふつう１日で日

本に到着するが、滞在を長くして少しでもお

金を使ってもらうためにスピードを遅くして

１日半の時間をかけて日本に向かう。ツアー

代金だけもらっても船の運航は赤字になって

しまう」という事から、中国視察に行く前は

クルーズ船で来るお客様は日本では想像でき

ないくらいのお金持ちの方たちが乗っている

のだろうという仮説は崩れ落ちました。

　同時にインバウンドのお客様の爆買いは、

日本の製品が素晴らしくて憧れているから高

くても購入する、ではなく、中国で買うより

も日本で買った方が安いから買われている。

（もちろん根本に日本製という事への信頼が

間違いなくある）と感じました。

　ただショックだったのは安いから買われて

いるという事でした。

　日本に帰国してよく考えましたが、今まで

角煮まんじゅうが思ったより買ってもらえな

いのは私たちの伝え方が悪いのではなく、

我々のビジネスの相手と考えるのが間違って

いたのだ、と答えを出しました。

　もちろん中国からのお客様だろうが、アメ

リカからのお客様だろうが人として親切に接

することは大事ですし、道で困っていたりし

たら出来るだけ手助けしてあげようとスタッ

フにも伝えています。

　しかし、お金も時間も限られるなかどこに

投資するべきか考えたときに、インバウンド

よりも日本国内のお客様へのアピールや、長

崎土産としての地位を確立するために商品開

発にお金と時間を掛けるべきだと感じ、イン

バウンド消費への施策の可能性への未練を断

ち切り、日本人のお客様への消費拡大の可能

性を信じて意思決定しました。それが2018年

10月でした。

　実際その意思決定が正解かどうかはわかり

ません。しかしその決断をしたおかげで集中

して進めることが出来たプロジェクトもあり

ます。

　世の中の流れとは違う立場をとることに対

して不安が無いと言えば嘘になりますが結局

のところ自分が思っている以外の事はやれな

いし、言葉にも出てこない、と思いますので

この意思決定を信じて従業員の生活を守り、

お客様に喜んでもらい、地域に貢献できる会

社として岩崎食品を経営していきたいと考え

ています。

てみやげ角煮まんじゅう


