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株式会社ボン・リブラン株式会社ボン・リブラン 

　　　　　　　　　　　　　　　年齢別従業員数
  雇用形態

50歳未満 50～54歳 55～59歳 60～64歳 65～69歳 70歳以上 合計

35人 5人 8人 0人 0人 0人 48人

0人 0人 0人 8人 0人 1人 9人

の他の非正規従業員 3人 0人 0人 1人 1人 1人 6人

合計（Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ） 38人 5人 8人 9人 1人 2人 63人

　Ⅰ　正規従業員

　Ⅱ　定年後、継続雇用時の嘱託社員等

　Ⅲ　そ

 
70 歳まで働ける制度の企業

 
 
 
 
 

エルサカエ 
高年齢者の勤務条件を本人のライフスタイルや家庭の事情に合わせ作り上げる企業 

 

 
 
 
 
 
会社概要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

外国有名ブランドの時計と宝飾品を販売している。

正規輸入品のみを扱うため、価格の透明性とアフタ

ーサービスで顧客の信用を確保している。 

富山、石川の集客力の高い中心商店街や郊外ショッ

ピングモールで 10 店舗を展開。若年、中年層の消費

行動を捉え人気ブランドを揃える一方で、高年齢層

には的確な顧客対応のセールス活動を展開。年商 33

億円の売り上げを確保している。 

● 所 在 地：富山市奥田町 3-14 

● 創 業 年：昭和 39年 11 月（1964 年） 

● 業 種：宝石・時計・メガネ等販売業 

● 資 本 金：個人      

● 平均年齢：44.0 歳   

● 最高年齢：77.0 歳 

● 従業員数：63 人 

 
 
 
 
 
年齢別従業員数と雇用形態 

先進企業の基本情報 

高年齢者雇用の現状 

 
 
 
 
 
 

＜全従業員数のうち高年齢者の従業員が占める割合＞ 
「60 歳以上の割合」…（19.0％）    

「65 歳以上の割合」…（4.8％）
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正社員 嘱託社員 嘱託社員
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60歳 65歳

勤務時間は本人と調整
（1年毎更新）

勤務時間は本人と調整
（1年毎更新）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

◆６５歳までの雇用制度 

・定年年齢        60 歳  

・雇用延長の種類     継続雇用制度(再雇用) 

・上限年齢        65 歳 雇用期間は 1年更新 

・対象者基準       希望者全員再雇用 

・雇用形態        嘱託社員 

・勤務時間        勤務時間は本人と調整（フルタイム 短時間勤務選択可） 

・賃金制度        月給制 定年前水準の 7 割程度 賞与有り 

◆６５歳以上の雇用制度     

・上限年齢        上限の定めなし 雇用期間は 1年更新 

・対象者基準       本人意欲と健康を考慮し会社で選択     

 ・雇用形態        嘱託社員  

 ・勤務時間        勤務時間は本人と調整 

・賃金制度        月給制  賞与有り 

 

 
 

概 念 図 

当社の雇用制度 

高年齢者雇用制度 

制度改善の考え方、経緯 

すてきな出会いと感動を演出する舞台回しの役 

エルサカエは昭和 39 年富山市下奥井にて時計店として創業。昭和 46 年に現在の総本店である

奥田へ移転。有名ショッピングモールを中心に店舗を拡張してきた。 
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現在、年間売上高は 30 億円を超えており、日本海側では屈指である。主な商品は外国有名ブラ

ンドの時計と宝飾品。日本総代理店を経由した正規輸入品である。顧客からみて常に価格が透明

で、アフターサービスの保証が付くので、安心と信用が確保出来ることが強みである。高額商品

であり販売機会が多いわけではないが、ブランドそのものが持つ商品力があるので、少ない機会

を取りこぼさないことが決め手となる。 

感動の出会いをサポートするのが「舞台回し役」としての店舗スタッフである。「われわれの世

界では、『生涯客』というのですが、お客さんと一生付き合いさせてもらうことが大事です。お客

さんとの世間話や、愚痴を聞いてあげたりして、話をしながらつきあって行かないと、販売の糸

口は出てきません。」と栄幸雄社長は語っている。 

高年齢者のライフスタイルに合わせた勤務条件を作ることが基本 

 「高年齢者には、若い人には無い接客・販売で身につけた技があります。その技は年を重ねて

も落ちるものではありません。だから本人の働く意思さえあればいくらでも働くことが出来るの

です。」と社長は語る。 

 その一方で、「若い人と同じように働こうとすると何処かに無理が出ます。」と高年齢者に対す

る配慮の必要性にも目を向けている。 

 当社では、本人のライフスタイルや家庭の事情などを詳細に聞き取り、本人のニーズに合わせ

た勤務条件を作ることを基本方針としている。 

 60 歳からの公的年金の給付制度が持続されているので、女性の場合、退職後は趣味の世界に生

きたいと言われる人もいる。しかしその一方で就労希望がありながら介護など家庭の事情を抱え

ていたり、体力面に問題がある人もいる。こうした事情を個別に斟酌し、働きやすい勤務条件を

作るなど、弾力的制度運用を行っている。 

自然体で出来た当社の高年齢者雇用制度 

当社の高年齢者雇用制度は法律にどう対応するかということで制度化したものではない。勤務

していた社員の高年齢化にともない、本人希望や家庭の事情を詳しく聞いて、実情を理解し、そ

の上で定年後どうするかを決めてきた慣行をもとに作られたものである。言わば自然体で出来上

がっている制度である。 

その意味で、当社の場合には、「企業」対「従業員」という関係よりも、家族主義的な人事管理

を下にして作られていると言える。 

個々人のメリットを考えて勤務時間や給与額を決める 

60 歳以降の給与額は年金額を考慮して定める。働いている職員のメリットが出るよう担当の総

務係とよく話し合いながら金額を決めている。勤務時間も要素として大きいので、金額算出の際

には、勤務時間で調整することもある。 

体力の低下への対応 

 高年齢者は体力面に関しては手厚い配慮が必要である。 

勤務そのものが長引いたり、夜が遅くなったりする日が続けば疲れが残る場合もある。そうし

た場合には弾力的に休みを取ったり、勤務時間を調整したりできるように配慮されている。 
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 当社では、「高年齢者でも少しの時間でも休めば体力は回復出来るものです。会社の方できめ細

かい対応を行えば、高年齢者の体力の低下への対応は無理なく出来ます。」と言っている。 

業務上の研修への配慮 

業務上行う行事への参加に関しては、高年齢者に対しては一定の配慮を行っている。 

セールストーク、接客マナー研修などは、60 歳以上の社員には参加を免除している。こうした

分野は既に十分身についているので、能力や経験に応じフレキシブルに対応している。 

しかしその一方で、新製品の商品知識の研修会は必ず参加させる。若い世代とのギャップの発

生を防ぎ、高年齢者の業務知識が陳腐化しないように配慮している。 

高年齢者の方も新発売される商品知識の吸収については若い世代以上に積極的である。 

60 歳以上にも、売上に応じた賞与を支給し、モチベーション向上 

 60 歳以上でもボーナスは支給がある。モチベーションの維持向上のために形だけ支払うという

企業とは異なり、高年齢者だからという理由で金額に差をつけない。 

 基本的に給料や賞与は、お客さんへの『ご奉仕高』という考え方が徹底されており、お客さん

に『ご奉仕』した分、お客さんが給料や賞与を払って下さるという捉え方である。 

この考え方が高年齢者にとっては頑張った分が報われるということで大きな励みとなっている。 

事業者サイドのメリット 

 高年齢者の雇用に関する経営サイドのメリットは明確である。高年齢者は「生涯客」を管理す

るには相応しい能力と見識を有していることは数字が示している。当社の年間総売上 33 億円のう

ち、高年齢者は 5～6 憶円を売り上げている。すなわち 60 歳以上高年齢者の人数は約 2 割、上げ

ている売上は約 2 割となっており、人数的に期待されている売上額は十分に達成していると言え

る。短時間勤務が多いことを考えれば、高年齢者の生産性はむしろ高く、高年齢者雇用制度の貢

献度は高いと言える。 

人生は心の置き方一つ 

 栄社長は述べる。 
「高年齢者の方がその持てる力をプラス志向でとらえることが出来れば、まだまだ出来ることは

沢山あります。現役をやめると折角持っている力を使わないのだから勿体ないです。人生は心の

置き方一つで変わります。経営者の私の責任は、そういう方々に頑張って働ける場を提供するこ

とだと思っています。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

③勤務日数・時間の弾力化    ④新製品の研修による業務知識の向上 
⑤接客・販売で身に付けた技   ⑥高年齢者は「生涯客」を持つ 
⑦高年齢者がすでに身に付けた技能は研修を免除 

＜高年齢者雇用考察キーワード＞ 

①年金併用型の基本給の設定   ②頑張った分報われる賞与  
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高年齢者へのインタビュー  

 
 

佐伯さん（77 歳） 

勤続年数 35 年 

社長の紹介によると、従業員 70 人の中で、お客様奉仕額（いわゆる売

上高）が全店舗で常にベスト 5 位以内とのこと。それを勤務時間単位

で換算すると、実質トップの成績を維持しているスーパーレディー。 

 

 

 

 

 

 

 

失礼ですが、お年を伺ってよろしいですか？ 

昭和 9 年 5 月生まれ、現在 77 歳です。勤続はもう

35 年になります。 

私は元々正社員で入社したのではなく、パートで入

社しました。当時から、朝は１時間遅い勤務でした。 

初めから、家庭の事情で勤務時間には無理を聞いて

いただいておりました。 

ですから、出勤時間が遅い分、皆さんに追いつくよ

うに気を引き締め、お客様へのご奉仕に努めました。 

今の勤務時間も、貴女の希望どおりですか？ 

今はパート職として、9 時半から 4 時半までです。

お陰さまで、希望の通りのいい時間帯を戴き、ずっと

本店の勤務でしたので通勤も楽で、今まで元気に続い

ております。お客様にご奉仕する仕事は、いくつにな

っても基本は同じですから、・・・。 

どうして、働き続けられるのですか？ 

会社に勤めている以上、会社から目標が課せられてい

るという自覚、それが大事です。その心の張りが、自分を支

えてくれているのです。 

その「心の張り」は、どこから来るのですか？ 

「仕事を楽しくやりたい」という思いからです。で

も、仕事はいつも楽しいことばかりではありませんよ。

会社から自分に期待されている限りは、やっぱり、ご

奉仕額(売上目標)に協力しないことには、本当に楽し

くはなれません。その心の張りがあるから、お客様に

ご奉仕する仕事を楽しくすることに自然に気持ちが向

かいますね。 

一番楽しいのはどんな時ですか？ 

店頭での接客の仕事ですから、お客さんが、お知り

合いの方を紹介して下さり、わざわざ、お店の方に来

てくださいます。そんな時が、一番楽しいときですね。 

プレジデントは欠かさず読むと聞きました。 

 私のお客さまも高年齢者の方が多く、立派な方々も

多くいらっしゃいます。私も勉強していかないとよい

会話が出来ないので、こうした本は目を通し、話題を

豊富にするよう心がけています。 

収入の面でも十分に報われていますか？ 

私は主人が早く亡くなりましたので、主人の遺族年

金と自分の年金とがあります。でも、今では、年金の

収入がだんだん少なくなっています。ですから、こち

らで貰う給料の方が、年金より多くなりました。 

私は勤務時間が短いのに、たくさん給料を戴いて申

し訳ないです。 

健康維持の面で、努力されていますか？ 

ここのお仕事では、重い物を持ちませんから、体は

楽なので特別なことはいたしておりません。ただ、体

をできるだけ、休めることに努めております。接客の

お仕事ですから、疲れをためないように気をつけてい

ます。疲れが表にでるようでは、お客様にご奉仕する

仕事に差し支えますから・・・。 
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