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日本一旨い丼の作り方
特集１／パスタの冒険
腕利きの職人たちをクローズ・
アップ
男の丼はカツ丼で決まり
乾麺とソースの相性を探る
●外食業界・消費者動向
全
国
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タ
︑
山
の
パ
ス
タ
薪窯の魅力︑ガス窯の実力
野菜を使ったヘルシー丼
米粉入り生パスタの実力
ナポリピッツアＳＴＧを作るな
風土に寄り沿うニッポンの手打 ら︑粉選びにこだわりたい
井筒まい泉と共同開発
経営の対抗策となるか注目され 家丼７
ちパスタ
ドルチェピッツアをあなたに
る︒ ︵日経ＭＪ／８月 日︶ 東京の丼の旨い店
プロントの第３弾
厳選！絶品ご当地丼お取り寄せ 最後の仕上げでパスタは変わる ▽食楽︵徳間書店︶ 月号／
プロントコーポレーションは
︿
グ
ル
メ
誌
の
特
集
紹
介
﹀
異業種料理人による自由発想の 月６日発売
特集２／漬物入門
トンカツ惣菜経営の井筒まい泉
パスタレシピ
大特集／みんなで食べれば︑旨
︵東京・渋谷︶と共同開発した ▽食楽︵徳間書店︶ 月号／発 ぬか漬けを作ってみよう
さ倍増
マイ漬物にも挑戦！
特集２／ピッツアの真髄
メニューを販売する︒井筒まい 売中
焼きそば
泉のレストランで提供するメン 特集１／日本一旨い丼 名店の ▽料理王国︵料理王国社︶ 月 本場ナポリピッツアの今を知っ お好み焼き︑たこ焼き︑
号／販売中
ていますか？
ハイボールで楽しむ本格焼酎
チカツをもとにビールやハイボ 味教えます
ールに合うような味わいに仕上
げた﹁まい泉鉄板メンチカツ﹂
︵５００円︶︒メンチカツの作
当時ですでに老朽化がひどく︑二階
そ
の
６
／
﹁
地
に
足
の
着
い
た
人
﹂
の
力
建ての木造で 世帯くらいあったので
り方もまい泉と同じレシピを採
しょうか︒六畳一間で共同トイレが１
用する︒プロントと井筒まい泉
学生時代から 年︑私は都内・板橋 び出していけるのです︒
階︑２階に一つずつ︒共同の炊事場で
とは今回で３回目の共同開発︒
の﹁睦荘﹂というアパートで生活をし
仕事の面においても︑また精神的な 井戸水をくみ上げて炊事をしていまし
︵日経ＭＪ／８月 日︶
ていました︒美術学校を卆業したあと︑面においても︑へこたれずにぐんと伸 た︒隣が風呂屋だったのでその点は助
割安居酒屋ウェディング
副手から助手となり︑１９５５年には びていく︒ぬるま湯に浸かったままで かりましたが︑とにかくいろいろな人
東京・五反田のさいた堂
結婚して所帯を持ちましたが︑非常勤 悩んでいたのでは︑その成長のスケー が住んでいました︒
東京・五反田の居酒屋﹁鶏・
公務員という立場ゆえ一人が食べるの ルが違ってくるのです︒
けれども︑彼らはみんな心温かい人
酒・人情 さいた堂﹂は９月か
がやっと︑という暮らし︒子どもも生
また﹁仕入れの時代﹂を経験すると︑たちだった︒︵中略︶
ら︑和服のレンタルや着付けな
まれて︑生活は火の車です︒家内も高 人間的な深みも出てきます︒自分たち
どの込みで４５００円という割
仕事がうまくいかなかったり︑さま
校の美術の先生をやって家計を助けて を支えてくれる人たち︑あるいは︑苦 ざまな事情でお金に困っているような
安の﹁レストランウェディング﹂
くれました︒
労してがんばっているのに︑なかなか 人たちが入居しているアパートでした
を始める︒
先に述べたように︑体も生活も仕事 芽が出てこない人たちの気持ちもよく が︑このような人たちがまわりにいた
リーマンショックの影響で売
も大変なこの時期を切り抜けたという わかるようになる︒
からこそがんばれた面がありました︒
上げが下がり︑閉店も頭をよぎ
経験は︑私にとって大きな力となりま
﹁苦労は買ってでもしろ﹂と言われ
る中︑﹁最後の一手﹂と思いつ
自分が苦労しないと︑人の温かみは
した︒どんな状況になってもへこたれ ることは︑まさにその通りだと思いま わからない︒人生の勉強とは︑こうい
いたのが営業時間の延長︒そし
ない﹁がんばり力﹂が養えたのです︒ す︒
て︑土日に月１回の音楽イベン
うことをいうのでしょう︒お金とモノ
人間には︑その人生に一度﹁仕入れ
手塚治虫さんたちマンガ家が集って だけを追いかけるような生活からは︑
トの開催︒これらの取り組みが
の時代﹂とでもいうものがあったほう いた﹁トキワ荘﹂は有名ですが︑私が 心の通った人間は生まれてこないと思
功を奏し業績を回復︒次の一手
がいい︒この﹁仕入れの時代﹂を乗り 住んでいた﹁睦荘﹂もそれに負けませ います︒
が和服に着目したレストランウ
越えれば︑人間は強くなり︑大きく翔 ん︒
ェディング︒﹁仕掛けをすれば
︵三笠書房より︶
客は増える﹂と︑個人・小企業

骨太に自分を耕す方法
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菜は器のフチから７センチ以上
の高さになるよう盛り付けてい
ます︒並々と盛り付けられた野
菜のボリューム感という分かり
やすい演出が︑値上げ分を上回
る﹁価値﹂として客に認められ
ているのです︒
お客が店にお得感を感じるか
どうかで︑意外に大切なのが接
客です︒飲食店への消費者によ
る覆面調査︵ミステリーショッ
パー︶を請け負っているＲＯＩ
の関敏取締役は調査員の報告デ
ーターを検証していて︑同じ価
格・商品のチェーンにもかかわ
らず︑店によって客の感じるお
得感がまるで違うことに気がつ
きました︒
調べてみると︑接客レベルの
高い店ではお客にとってコスト
パフォーマンスの高い店側のお
薦め料理をきちんと薦めて売っ
ており︑接客レベルの低い店で
はお薦めをきちんとＰＲできて
いないことが分かりました︒
お値打ち感のある料理を用意
しても︑食べてもらう機会をつ
くらなければ︑まったく意味が
ないというわけです︒
︵日経ＭＪより抜粋︶

1
0

写真は﹁うわさの５杯目﹂︒ワイン１本からとるグラ
スワインは５杯︒違いは歴然です︒

会長兼社長︶︒
厚生労働省が成人
１人当たり１日３５
０グラム以上の野菜
摂取を勧めているこ
ともあり﹁１食で︑
１日に必要な野菜を
摂れる﹂というのは
大きな魅力です︒野

小さなお店︒ この店の商品はお値打ちだとい が﹃野菜たっぷりちゃんぽん﹄
大家からは︑ う印象を多くのお客に与えやす は５人に１人が注文する人気商
﹁この通りに く︑たとえ既存の商品より価格 品になった﹂︵同社の米浜和英

価値を認めてもらう分かりやすい演出を
お得感を感じさせるのに大切なのは接客
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お値打ち感ある店づくり／お薦めのＰＲしっかりと

1
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ワタミが客単価２０００円を 杯と決めていて︑５杯目だけか が高くても︑わかりやすい﹁価
下回る低価格店に参入するなど︑なり量が多くなります︒客にと 値﹂を伴っていれば︑お得感を
飲食店同士の価格競争は厳しさ っては︑空きかけのボトルの銘 与えることはできます︒
を増しています︒しかし︑単純 柄を注文した方がお得で︑グル
２００９年 月に発売したリ
に価格で競うのは無謀です︒大 ープ客なら場も盛り上がります︒ ンガーハットの﹁野菜たっぷり
切なのはお客が店を利用したあ 売れ残りによるロスを出さない ちゃんぽん﹂︵６５０円︶は以
とに﹁お値打ち感のある店だっ という意味でも興味深い方法で 前の﹁長崎ちゃんぽん﹂︵旧価
た︒また来たい﹂と感じてもら す︒
格４５０円︑現在は地域別価格
えるかどうかです︒
原価１５０円のパンの盛り合 で４９０円〜５５０円︶より２
東京都世田谷区の住宅街にあ わせは提供価格が１００円とい ００円高いが︑野菜は２３０グ
る立ち飲み店﹁世田谷ＢＡＬ﹂ う超奉仕品だが﹁パンを頼む人 ラムから４８０グラムと２倍以
は︑店舗面積 は料理も頼むので元は取れる﹂ 上です︒その結果︑﹁外食チェ
は約 平方メ ︵高城直弥店主︶と言います︒ ーンの新商品は 人に１人が注
ートルという 誰もが頼む商品を安くすれば︑ 文すれば大ヒットと言われます
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平山郁夫●ぶれない

食ビジネス考

飲食店を出してもすぐつぶれる
から﹂と止められたような悪立
地ながら︑ 人も入れば満員と
なる店に週末には 人も詰めか
けます︒
人気の理由は︑ドリンクや料
理の提供方法にあります︒まず
ワインは赤白 種類ずつ揃え︑
価格は一律︑ボトル売りで１本
２５００円︑グラス売りなら１
杯５００円︒ボトルワイン１本
から取るグラスワインの量は５
20
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六 二
日本酒ならではの旨さ

世界各国のおいしいビールを
日本各地の自社工場で製造して
発売するアサヒビールの﹁世界
ビール紀行﹂︒シリーズ第１弾
はドイツのメルツェンタイプの

プレミアムビールでした︒吹田
工場で製造して販売︑好評を博
しました︒
シリーズ第２弾はベルギーか
らベルジャンエールタイプのプ

レミアムビールです︒アサヒビ
ール福島工場で製造します︒発
売は 月 日 です︒
このビールは︑ちょっと高め
のアルコール︵６・５％︶によ
る豊かなコクと上面発酵による
フルーティで華やかな香りが特
長のプレミアム︒
商品構成は５００ 缶︑３５
０ 缶︑５００ 中ビンの３種
ですが︑６缶パック︑ 缶函な
どもあり︑贈り物としても重宝
されそうです︒
価格などのお問い合わせ︑ご
注文はフリーダイヤル０１２０
・２１・０８５２︑株式会社コ
ヤマカンパニーへ︒数量限定商
品ですのでお早目のご予約をお
すすめします︒
m
l
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アサヒの世界ビール紀行
第二弾はベルギーから

されます︒そうして初めて酔
いを感じるわけですから︑飲
んでから﹁酔ったな﹂と感じ
るまでに時間差が生じること
になるわけです︒その結果︑
実際に飲んだアルコール量が
つかめずに︑飲みすぎてしま

ワイィンでルネッサ〜ンス！

身体にやさしい燗酒を
湯煎でおいしさも倍増

冷えた飲み物ばかりでは身
体に負担がかかってしまいま
す︒﹁燗酒﹂なら身体にもや
さしく︑味わいが深まります
からお奨めです︒また︑飲用
温度帯の幅広さは︑日本酒な
らではの魅力ですから︑ぜひ
知っておきたいもの︒﹁燗酒﹂
のメカニズムと︑おいしい湯
煎の方法を紹介します︒
冷やしたお酒を﹁きょうは
あまり酔わないな︑もう少し
いけそう﹂なんてスイスイ飲
んでいたら︑後で急に酔いが
回ってとんでもない事態に陥
った⁝⁝︑そんな経験はあり
ませんか︒どんなお酒も限度
を考えずに飲みすぎれば︑身
体に負担がかかるのは当たり
前︒飲み過ぎを防ぐのに最適
なのが﹁燗酒﹂です︒
一般にアルコールは︑体温
に近い温度で吸収されます︒
冷たいお酒は体内に入ってか
ら時間をかけて温まり︑吸収

19

m
l

1
1

3
0

(
火)

んだよ︒中には数十年以上熟成
させた﹁マルサラ・ヴェルジー
ネ﹂などもあるんだよ︒
シュペちゃん へえ〜︑そう
チェラスオーロ・ディ・ヴィッ なんだ︒
トーリア！ネロ・ダーヴォラを
ネロくん 続いて地中海に浮
主体に造られる州唯一のＤＯＣ かぶイタリア第二の島サルデー
Ｇワインなんだ︒
ニャ州︵州都カリアリ︶︒島で
ピノくん あとシチリアで最 唯一のＤＯＣＧ白ワイン︑ヴェ
も有名なワインがフォーティフ ルメンティーノ・ディ・ガッル
ァイドワインのマルサラだね︒ ーラ！軽やかでみずみずしく爽
︵醸造途中でアルコールを添加 やかな風味が特徴なんだ︒
し︑コクやアルコール度数︑保
ピノくん あと島で有名なの
存性を高めたワインで﹁シェリ がナポリ沿岸に浮かぶカプリ島
ー﹂︑﹁マルサラ﹂など︶
︵青の洞窟で有名︶︒キンキン
ネロくん 主にシチリア島で に冷やして食後酒として振る舞
栽培される甘い香りのジューシ われるリモンチェッロというレ
ーな白ブドウ﹁カタラット﹂が モンリキュールが有名だね︒
マルサラの原料に使われている
ネロくん 今日はここまで︒
んだ︒
ではＣｉａｏ☆
シュペちゃん お菓子や料理
今月の新着ワイン
によく使われてるよね︒
ネロくん 飲んでもおいしい インディペント・プロデューサ
ーズ
メルロー／シャルドネ

部下は上司を常に見ていると けでは説得力がないと思いま
思います︒部下の手本になる す︒
行動を心がけ︑まず上司が先 行動あるのみ！
に行動する︒言葉で言っただ
︵Ｓ・Ｊ︶

率先垂範すれば部下はついてくる

従業員教育の一つのヒント(20)
てみせ︑言って聞かせて︑さ も部下の鏡になりますが︑言
せてみて︑ほめてやらねば︑ うだけではなく︑すぐに行動
人は動かじ﹂があります︒ま に移すリーダーであれば︑部
さに︑まず︑やって見せるこ 下も行動を取ります︒リーダ
ーが結果をどんどん出せば︑
とです︒
社内規律や仕事の進め方は 部下もそうしたいと思って前
ピノくん 今日はブーツの形
基本です︒このあたりはあま に進みます︒いや︑部下はそ
をしたイタリアのつま先に近い
り説明がいらないと思います︒うしたいのです︒立派なリー
イタリア最大の島︑シチリア州
つぎに︑同じ率先垂範でも︑ダーであれば︑部下は自分を
︵州都パレルモ︶からだよ︒
考え方や思いがしっかりして 同化させたいのです︒
お手本を見せるのは︑規則
ネロくん まずは赤ワインの
いれば︑部下はもっとついて
や基本をただ守るのではなく︑
きます︒
規則があるからただそれを もっと幅の広いものにしたい
イタリア編⑧
守っているという上司ではな ものです︒

部下がリーダー く︑キチンとした倫理観を備
について行くのは︑えている人ではないといけな
上司が自ら先頭に いのです︒
立つからです︒部
自分のよいところは見習っ
下はリーダーに見 てくれずに︑悪いところばか
習うものです︒や り真似をすると嘆く上司は︑
るべきことをキチ 自分自身を高めることです︒
ンと進めていくこ
仕事に前向きに取り組み︑
とが重要であり︑ しっかりと仕事をして︑勉強
自分の姿を見せる も自らする︒﹁大変だなあ﹂
必要があります︒ ですって？いいえ︑上司が成
第二次大戦の連 長するのは自分のためでもあ
合艦隊司令長官の ります︒自分を高める絶好の
山本五十六の有名 機会なのです︒
な言葉に︑﹁やっ
正しいことを言うリーダー

連 載

７５０
各１８００円 税(
別 )
飲むことになるため︑空腹に が大きく影響を及ぼしていま
お酒を飲んで負担をかけるの すから︑温度で大きな味の違
を防ぎます︒
いが生まれるのです︒また︑
そもそも酒を温めて飲むこ 相互関係においては﹁酸味﹂
とは奈良時代から行われ︑平 が﹁甘味﹂を強め︑﹁酸味﹂
安時代の中期以降に民衆に広 が﹁甘味﹂によって弱められ
がったと伝えられています︒ るという関係にあります︒で
貝原益軒の﹁養生訓﹂からも︑すから︑ますます﹁甘味﹂が
先日行われた三国ワイン試飲
当時の自然思想や自然療法の 強く感じられるというわけで
会で︑２人のワインアドバイザ
考えで︑体温に近い物の方が す︒
ーが自信を持って選んだワシン
身体によいとも考えられてい
やや﹁酸味﹂が強く︑﹁甘
トン・ワインのパイオニア﹁ヘ
たことがわかります︒﹁燗酒﹂ 味﹂を抑えた酒質のお酒を冷
ッジス・ファミリー・エステー
やと燗酒で飲み比べれば︑そ
ト﹂よるディレクションの﹃イ
の味わいの違いを楽しめるで
ンディペンデント・プロデュー
しょう︒
サーズ﹄︒
大きめの鍋に湯を沸かして
コロンビア・ヴァレー産であ
火からおろし︑徳利を肩まで
ること以外︑醸造家などはすべ
浸けます︒しばらく置いて︑
て非公開︒純粋にテロワールを
好みの温度で引き上げましょ
表現しょうというワインです︒
う︒温度計の使用をおすすめ
﹁誰が造っているかではなく︑
しますが︑徳利の底に手が触
テロワールのみに注目してもら
れられるくらいが上燗︒この
いたい︒醸造家の名前やイメー
方法では︑アルコールが揮発
ジに左右されることなく︑品質
する温度より低い状態で燗が
のみで価格設定がされているこ
行われるため︑過加熱を起こ
とを理解してほしい﹂とクリス
して辛すぎる酒になることも
トフ・ヘッジス氏︒広告を打た
ありません︒
ず︑ワイン評価誌にも一切掲載
お店でも家庭でも気軽に湯
されない型破りなこのワインを︑
煎燗酒を試してください︒
あなた自身で評価してみてくだ
︵資料提供／日本酒造組合
)
さい︒

ml

ベルギーのベルジャンエールタイ
プをアサヒビール福島工場で製造
した国産品です。

うということが起こるのです︒ は昔から受け継がれてきた健
ところがこれが燗酒の場合︑ 康的な飲み方なのです︒
時間をおかずに体内に吸収さ
では︑温めることで︑お酒
れ︑一杯飲めば一杯分の酔い はどのように変化するのでし
を感じることができます︒で ょうか︒
すから体の調子を確認しつつ
各温度による味の強さを調
飲むことができ︑飲みすぎを べると︑﹁甘味﹂は 度で最
防ぐことができるのです︒
も強く︑それより高くても低
また燗酒は和食だけでなく くても弱くなります︒一方︑
様々な料理に合わせやすく︑ ﹁酸味﹂は温度の影響を受け
肴が欲しくなるお酒です︒し ず︑いつも同じ強さです︒お
たがって︑自然と食べながら 酒の味は﹁甘味﹂と﹁酸味﹂
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