る若手世代の日本料理店まで︑
関西の日本酒・食文化を再発見
する充実の内容
関西の作家を取材した﹁注目す
べき作陶家と日々のうつわ﹂も
注目
▽あまから手帖︵クリエテ関西
社︶９月号／８月 日発売
特集１／キタ〜北新地・西天満
・お初天神〜
今最も動きのあるエリアに照準
を合わせ︑旬の店舗を紹介

34.
1

2
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大阪名店の底力／４月号﹁老舗
の凄み﹂に続く︑名店シリーズ
第２弾
祝 周年！新梅田食堂街
▽食楽︵徳間書店︶ 月号／９
月６日発売
大特集／日本一旨い﹁丼﹂
名店の傑作丼︑名料理人のまか
ない丼︑ご当地丼︑男の贅沢丼︑
究極の﹁丼﹂特集
特集／﹁漬物﹂入門
ぬか漬けから浅漬けまで
1
0

上げを実施した店で︑上半期 し︑値下げして利益向上に結
の売り上げが前年同期より向 びついた店は実に１割でした
上したのは ・１％だったの ので︑数学を見る限りでは︑
に対して︑値下げした店の結 やはり今は値上げの方が成功
果は ・１％でした︒値上げ の確率は高いと言えます︒
した店の方が売り上げアップ
なお︑この調査では︑値下
を勝ち取った店が多かったの げに失敗した理由として﹁来
です︒また︑値上げ店の方が 客数が増えなかった﹂﹁大幅
値下げ店よりも﹁利益が増え 値下げでなかったため︑イン
た﹂と答える店の割り合いが パクトが薄かった﹂といった
多かった︑という結果でした︒意見が散見されました︒
もちろん︑値上げをすれば
値上げして︑その分は料理
どの店でも業績がアップする の盛りつけなどで高級感を演
わけではありません︒値上げ 出し︑お客が価格に納得でき
を実施して利益が向上した店 る工夫をします︒安さ慣れし
は全体の約３割でした︒しか た消費者にはむしろ︑この方
が一般的な低
価格業態との
違いをアピー
ルできます︒
値上げと同
時にいくつかのメニューでは
値下げをし︑お客にプラスマ
イナスゼロの印象を与えると
いった方法も︑値上げを成功
させるテクニックです︒ＡＢ
Ｃ分析のＡランクの商品中︑
出数の多い人気商品は価格を
据え置き︑比較的少ないもの
を値上げします︒一方で︑Ｂ
ランクはＡランクの値上げ幅
以上に値下げするなどの方法
もあります︒
売り上げアップ策に行き詰
まっているなら︑値上げを真
剣に考えてみるのも一つの策
ではないでしょうか︒
%
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間違っていた

(日経レストラン2010飲食店景気調査より)

高級感を演出し︑違いを強調
値下げ店より多い﹁利益増えた﹂

59

1
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︿グルメ誌の特集紹介﹀
▽ミーツ リージョナル︵京阪
神エルマガ社︶９月号／発売中
特集／日本酒と和食
キレキレの日本酒 本とコスパ
上々の新しい日本料理 皿を厳
選指南︒厳選された日本酒と安
くて旨いアテが揃う立ち呑み居
酒屋から︑専門料理店による純
米酒×メシの絶品マリアージュ
指南や︑心も財布も気軽に行け
60

データ＆トピックス
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●外食業界・消費者動向
りたい女性客を取り込めると踏
んだから︒
店の従業員などの意見で﹁２
５００円という価格設定ではど
んなものが出てくるか不安だけ
ど︑かといって３５００円は高
い﹂︒現場の意見は参考になる︒
︵日経ＭＪ／７月７日︶
6
9

相撲の社会では﹁三年後の稽古をし
その５／﹁がんばり力﹂を蓄える
ろ﹂と言うそうですが︑どこの世界で
も同じことでしょう︒今やっているこ
遊んでいるときの子どもは無心です︒しても失敗しても面白くてしかたがな とが︑三年後︑五年後︑十年後に自分
ご飯を食べることも忘れて︑没頭しま いから︑また挑戦していく︒それに伴 に返ってくる︒才能の芽は︑そこから
す︒そして︑子どもたちはこの遊びを って︑技術的なことも向上してくる︒
大
きく伸びていくのです︒︵中略︶
通して︑人間としての﹁基礎体力﹂を すると︑もう放っておいても自分から
最近は﹁ほどほど﹂というスケール
つくっていく︒彼らが無心で遊ぶのは︑どんどんやるようになる︒
の目標しか抱かない人が多いような気
知らず知らずのうちに自然を知り︑体
子どもたちのこの姿は︑自分の才能 がします︒そんなときだからこそ︑自
力をつくり︑友だちとの関係から社会 をみがいていく上で︑大人にとっても 分だけは一人踏みとどまって﹁何かや
性をつくっていくことに役立っている︒とても参考になると思います︒何事で ってやろう﹂という志を立てれば︑チ
意識せずとも︑大人たちの言う﹁努力﹂ もそうですが︑一番に秀でるための特 ャンスが生まれてくるはずです
をしているわけです︒
効薬はありません︒﹁一本注射をうっ
変なたとえ方かもしれませんが︑志
野球やサッカーをやるのもそうでし たら︑ぐっとよくなる﹂ということは︑を実現していくのは戦争の準備と同じ
ょう︒俊敏さが必要なことを学ぶ︒あ 絶対にない︒興味がわき︑面白くなる だと思います︒食糧や武器︑弾薬とい
るいは︑ただボールを蹴飛ばせばいい まで無心に打ち込む﹁がんばり力﹂で った兵站をきっちりと確保し︑戦略・
のではなく︑友だちとどう連係して攻 基礎的な力をつけることが一番の近道 戦術を練り︑また︑体を鍛えて戦闘に
めるか︑といった知恵を学んでいく︒ です︒
備える︒何が起こっても動揺しない強
また︑自分勝手なことは社会では通用
そして︑無心に基礎力をつけている い心をつくる︒
しないことがわかってくるのです︒
うちに︑いろいろなことが見えてくる︒ こういうことさえできれば︑志を実
そして︑このようなことがわかれば 私はよくこのことを﹁稽古︵練習︶量 現するチャンスはいくらでもあります︒
わかるほど︑興味が湧いてくる︒失敗 がモノをいう﹂と言っています︒
︵三笠書房より︶

9
0

正しかった

分からない

若者はしご酒 ガイド本続々
老舗酒場に長蛇の列
街に潤いをもたらす居酒屋や
バー︑大衆酒場︱︱︒飲食店の
飲み歩きが︑若い世代を中心に
街探索の新たな楽しみとして広
がっている︒
東京の下町などでは出版物や
ネットの口コミ情報の影響もあ
って︑老舗の大衆酒場に行列が
できる現象も︒
兵庫県伊丹市では﹁伊丹まち
なかバル﹂が昨年 月に初めて
開かれた︒参加店舗数が初回の
店から 店︒チケット販売冊
数が１５００から２０００に増
えた︒地ビールレストランやお
得感からすし店に行列ができた
そうだ︒
︵日経ＭＪ／７月７日︶
女性限定コース 好調で延長
居酒屋チェーン﹁かまどか﹂
レインズインターナショナル
が居酒屋チェーンの﹁かまどか﹂
で始めた女性限定の宴会コース
﹁ガールズ特コース﹂︵２９８
０円︶が好調︒宴会売上は前年
同月に比べ１・５倍︒６月末で
終了予定を９月６日まで延長し
た︒
﹁居酒屋﹂では飲むよりもし
ゃべりたい︒飲み放題の制限時
間を３時間としたのも︑しゃべ

食ビジネス考

骨太に自分を耕す方法

飲食店景気調査／業績回復へ値上げが得策

平山郁夫●ぶれない
﹁近隣に均一価格の居酒屋 はなく値上げを行った店の方
ができて︑お客をすっかり取 が︑料理の提供価格を変えた
られてしまった﹂﹁うちも値 結果に満足する店が多かった
下げするしかないのかも知れ のです︒
ない﹂︒低価格店に押される
値上げした店では ・１％
飲食店の嘆きがあちこちから が自店の価格変更に対する判
聞こえます︒
断を﹁正しかった﹂と答えた
そんな時代に﹁業績回復の のに対して︑値下げした店で
ためには︑むしろ値上げすべ は ・１％でした︒つまり︑
き﹂と言ったら︑﹁何をバカ 値上げした店では６割近くが
なことを﹂と思うでしょうか︒価格変更に満足する一方で︑
しかし︑体力のある大手チェ 値下げした店では約６割がそ
ーン店でない限り︑値下げ競 の結果に不満や疑問を持った
争に参加する
ことになります︒
のは得策では
値上げというと﹁客離れ﹂
ありません︒
を心配する向きは多いが︑値
値下げは新
規の客数をし
っかりと増や
し︑値下げ分
を補わない限
り︑その効果
は薄い︒ただ
でさえ低価格
業態の台頭で消費者は﹁安さ
慣れ﹂してしまいました︒ち
ょっとやそっとの値下げでは︑
お客は見向きもしてくれませ
ん︒値下げはよほど用意周到
にやらねば︑失敗したとき︑
大きく損をする確率の方が高
いのです︒
実際︑６月に日経レストラ
ン誌が全国の飲食店４４５店
に対して行った﹁飲食店景気
調査﹂では︑１月以降︑売り
上げアップ策として値下げで
43

値上げをしたことについて
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ユーモアが言い合える職場の雰囲気をつくる

!!

mg

dl

dl

(木)

年末年始の需要に向けてのワ
インや注目度アップのニューワ
ールド︑お手ごろワイン・実力
派ワインなど︑世界各国から総
数２５０アイテムをフリーティ
ングスタイルでじっくりと試飲
いただけます︒
秋に向けてワインメニューの
変更などをお考えの方︑これか
らワインを扱おうという方︑ぜ
ひご来場ください︒
今後︑ほかにも数社の試飲会
が予定されています︒

ワイン試飲会へのごあんない

40
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ステロール︶の２種類があり
ます︒このうち悪玉は︑全身
にコレステロールを運ぶ働き
をもちます︒それと反対に善
玉には︑血管や組織に溜まっ
たコレステロールを肝臓まで
運び︑処理するという働きが
あります︒
バランスが崩れて悪玉が増
えすぎると動脈硬化が起こり
やすくなるわけですが︑逆に
善玉の方が増えれば︑たとえ
総コレステロール値が高くて
も︑動脈硬化にはなりにくい
d
l

!
!
!

ワイィンでルネッサ〜ンス！

再び︑適量飲酒の奨め

!!
!

毎日２合で善玉増やす
心臓病の予防にも効果

96

連 載

さまざまな実験から︑お酒 ロールとは︑血液中の脂肪の
をまったく飲まない人よりも︑一種で︑体の細胞をつくった
適量を飲む人の方が︑狭心症 り︑体調を整えたりするホル
や心筋梗塞など動脈硬化性の モンの材料となる物質です︒
心臓病にかかりにくく︑長生 ﹁体に良くないもの﹂という
きすることが明らかになって イメージをもつ人も多いかも
います︒これは日本だけでは しれませんが︑人間の体にと
なく色々な国で同様に調査さ っては大切なものなのです︒
れていて︑適量飲酒が心臓病
コレステロールには︑いわ
に良いということが︑国際的
に認められてきました︒なか
でも日本酒には︑これまでに
紹介した﹁ガン抑制﹂や﹁糖
尿病予防﹂などからもわかる
とおり︑さまざまな健康効果

kg

k
g

六 一

ますね﹂と笑顔で上司に言え
るような雰囲気をつくれるの
も︑ユーモアがあって人間力
人を笑わせるこ るわけではないのですが︑職 たまにはスベるかもしれませ なく︑部下や女性社員も一緒 の高いリーダーと言えます︒
明るい職場はとても大事な
とが仕事ではなく 場での時間︑オフの時間︑男 んが︑たまにしかスベらない に冗談が言える職場にできる
ても︑﹁あの人は だけの場面︑男女一緒︑年下 から︑おもしろい人と言われ リーダーは︑なかなか懐深い ことです︒私の心がけている
ことは︑チーム以外の人にも
おもしろい人だ﹂ の人と一緒の場面など︑さま ます︒いつもスベっていたら のです︒
とか︑﹁その人の ざまな場面で持ちネタが炸裂 ﹁場違いの人﹂と言われるか︑ また︑冗談の中に憎まれ口 声をかけることです︒たいし
周りには笑いがあ します︒
単なるダジャレオヤジです︒ があっても︑信頼関係にもと た話はしていませんが︑ユー
る﹂というのは︑
おもしろいと言われる人は︑だからおもしろい人は︑頭が づくものであれば︑それはよ モアのある会話をすることが
大切なことだと思います︒
人間として惹かれ 概してＴＰＯをわきまえて︑ 良いのです︒
いことだと思います︒
︵Ｓ・Ｊ︶
るものがあります︒おもしろいことを言います︒
自分がおもしろいだけでは
﹁○○課長︑またスベって
ものごとをおか
しいと気づく人で
あり︑うまく表現
・ヴェズーヴィオだよ︒天界を
ピノくん 他にも有名なワイ
できる人です︒観
追放になった大天使サタンがカ ンがいっぱい！アリアニコ種か
察力があり︑説明
ンパーニャのポンペイで大暴れ ら造られる赤ワインのタウラー
能力が高いとも言
！それを見たキリストが涙を落 ジ︑白ワインのフィアーノ・デ
えます︒
はイタリア語で﹁これだ﹂とい とし︑そこから生えたブドウの ィ・アヴェリーノやグレーコ・
う意味で︑ 世紀︑ある食い道 木から出来たワインがラ・クリ ディ・トゥーフォなどがあるん
ふだん何気なくあたりまえ
楽の司教がローマに行く際︑従 マ・クリスティになったと言わ だよ︒
と思っていることを︑﹁待て
ネロくん 今日はここまで︒
者に先に行かせ︑うまい店の戸 れているんだよ︒
よ︑それ︑何かおかしくない
シュペちゃん へえ〜︑そう
ではＣｉａｏ☆
口に﹁エスト﹂と目印を書くよ
かい﹂と気がつく人が︑その
うに命じた︒従者はある店で飲 なんだ︒
事象を違う角度から据えて︑
んだ白ワインのあまりのうまさ
うまく表現する︒聞いている
に﹁エスト！・エスト ・エス
人は︑﹁なるほど言われてみ
ト ﹂と書いた︒あとから着い
ると︑そのとおり︑おかしい
よね﹂と感心することもおも
た司教はその店でワインを堪能︑
しろさです︒
ローマに来た用も忘れて飲み続
今回は﹁今月のおすすめワイ
ネロくん 今回はラツィオ州 けたという話から︑このワイン ン﹂をお休みして︑ワイン試飲
おもしろい話をたくさん知
︵首都＝州都ローマ︶からだよ︒名が付いたんだよ︒
っている人は︑記憶力がよい
会のお知らせです︒
ピノくん 現地でも人気の白
人であり︑話題の引き出しを
シュペちゃん へえ〜︑おも
大阪を拠点に︑造り手の想い
ワインがエスト！・エスト ・ しろい由来があるんだね︒
たくさん持っている人です︒
のこもった素適なワインを直輸
エスト ・ディ・モンテフィア
いろいろなおもしろい人が
ピノくん 続いてカンパーニ 入している株式会社飯田が主催
スコーネ︒このワインのネーミ ャ州︵州都ナポリ︶︒ここにも する﹁秋のワイン試飲・展示会
話すのを聞いてきましたが︑
ングの由来は︑﹁エスト﹂
その場にいるメンバーが違え
おもしろいネーミング由来のワ ＩＮ 大阪﹂です︒
ば︑前と同じネタであっても
インがあるんだよ︒
日時は９月 日 ︑会場は帝
笑いを取っています︒山のよ
ネロくん ラ・クリマ・クリ 国ホテル３階のエンパイアルー
イ
タ
リ
ア
編
⑦
うにたくさんネタを持ってい
スティ︵キリストの涙︶・デル ムです︒

従業員教育の一つのヒント(19)

があります︒ここでは心臓の ゆる悪玉︵ＬＤＬコレステロ のです︒
話を紹介します︒
ー
ル
︶
と
︑
善
玉
︵
Ｈ
Ｄ
Ｌ
コ
レ
一
般
に
成
人
に
おけるコレス
狭心症や心筋梗塞といった
テロール量の
心臓病は︑心臓の動脈硬化と
目安は２００
いう症状が進行することによ
／ が﹁望
って引き起こされます︒動脈
ましい﹂とさ
硬化とは︑心臓の動脈壁が厚
れていて︑２
く硬くなることをいいますが︑
０
０
〜２３９
これによって血管に血の固ま
／ では﹁
りができてつまったり狭くな
境界線﹂にあ
ったり︑痙攣が起きたりする
り︑２４０
のです︒
／ では﹁高
この動脈硬化は︑コレステ
すぎる﹂とい
ロール値が高くなることによ
われます︒ま
って促進されます︒コレステ
た︑そのうち
mg

1
6

くわしくはコヤマカンパニー
の善玉コレステロール量が
の各担当者までお問い合わせく
／ 以下で﹁低すぎる﹂状
ださい︒
態です︒
この善玉コレステロールが
日本酒に含まれる成分によっ
８月２日現在で
て増えることが︑数々の研究
ペットボトルキャップ
から明らかになっています︒
７万７５６０個
その一つに財団法人老年病
研究所の渡辺孝所長が行った
９６人にワクチン
﹁ＨＤＬコレステロールに対
６１０ のＣＯ ２
する酒・タバコの影響﹂の研
発生も防ぐ
究があります︒
調査は︑ 〜 歳の男性で
﹁お酒を毎日２合以上飲む人﹂
コヤマカンパニーでは︑ＩＳ
﹁２合未満飲む人﹂﹁時々飲
Ｏ１４００１活動の一環として
む人﹂﹁飲まない人・止めた
﹁地球に愛を・子供に愛を﹂を
人﹂のタイプに分けて善玉コ
テーマに︑﹁ペットボトルのキ
レステロール量を測定︒これ
ャップを集めて︑世界の子供た
によれば︑お酒を飲む人は飲
ちにワクチンを届けよう﹂の運
まない人に比べ︑善玉コレス
動に参加しています︒
テロール値が高い傾向にある
コヤマ新聞を読まれた方々か
ことがわかっています︒さら
らも多数のキャップが届いてい
に︑なかでも﹁お酒を毎日２
ます︒８月２日現在で︑７万７
合以上飲む人﹂の善玉コレス
５６０個のキャップが集まって
テロール量が高い値を示しま
います︒ワクチンにして 人分
した︒
です︒
量が過ぎてはいけませんが︑
ちなみに︑以上のキャップを
日本酒で毎日２合程度なら︑
ゴミとして焼却すれば︑ＣＯ ２
まずアルコール性の心筋症の
が６１０ 発生することになり︑
心配はありません︒おいしい
地球温暖化の防止に微力ながら
お酒は︑心と体の強い味方で
貢献できています︒
す︒楽しく仲良くつき合って
今後も集計等につきましては
いきましょう︒
随時コヤマ新聞紙上でご報告申
︵資料提供／日本酒造組合
し上げます︒
中央会︶
引き続きご協力のほど︑よろ
しくお願い致します︒
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