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そうは言っても︑視察で何か
を学んでも︑それを実行に移す
のは簡単ではありません︒﹁月
に一つ︑視察をきっかけに自店
を改善できれば︑１〜２年で
〜 の改善ができます︒店は以
前とは随分違う姿になっている
はず﹂︒関東で飲食店４店を経
営するウィルウェイキャリアバ
ンクの金村秀一社長はこう話し
ます︒
視察の手法は独特︒まず︑視
察したい飲食店に電話をかけて︑
あらかじめ許可をもらい︑開店
の１〜２時間前から店に入って
厨房やホールを見学させてもら
います︒その場で経営者や店長
に気になったことを質問します︒

特集１／呑むなら︑この６トレ ル﹀︑比較的安価で美味しいと ・ウイスキーはこのグラスで飲
ンド
話題の︿スパークリングワイン
んでこそ
●外食業界・消費者動向
﹀などについて注目
・ハイパー立ち呑み︑現る
▽ｄａｎｃｙｕ︵プレジデント
社︶３月号
・日本ワイン芽生の時
▽食楽︵徳間書店︶２月号
・薫る︑国産クラフト生ビール 特集２／ウイスキーという贅沢 特集１／日本酒
外食店に農地貸し出し
お客様の支持が得られた︒
今こそ飲みたい究極の食中酒が
無農薬野菜の栽培請負
︵日経ＭＪ／ 月 日︶ ・スパークリングの新しい輝き 冬の夜はこれに限る
勢ぞろい
・一酒の偏愛専門的バー
・今宵︑ウイスキーに酔う
農業生産法人ファームキャン
︿
グ
ル
メ
誌
の
特
集
紹
介
﹀
・関西酒蔵イベント花盛り
・私とウイスキーの親密な関係 ▽食楽︵徳間書店︶３月号
パス︵千葉県長生村︶は外食店
大特集／なごみの和食
に農地を貸し出すサービスを始 ▽あまから手帖︵クリエテ関西 専門に扱うレストランまでもが ・ウイスキー基礎知識Ｑ＆Ａ
登場している︿日本のワイン﹀ ・いま飲むべきウイスキー
﹁居酒屋以上︑割烹未満﹂のい
めた︒農作業自体はプロに任せ 社︶１月号
ることができるので︑店主が直 新年号の特集はなんと︑１冊ま やビール党を強く惹きつける︿ ・２大蒸留所ルポ ジャパニー い店︑集めました
樽生で呑める国産クラフトビー
ズウイスキーの現在
特集／日本酒番付２０１１
接農作業することはなく︑﹁自 るごと﹁お酒﹂がテーマ！
前の野菜﹂を店でふるまうこと
ができる︒１区画︵ ㎡︶あた
り年間 万９千円支払う契約︒
が寺子屋制度などで勉強したのは︑学
そ
の
／
自
分
を
﹁
粗
末
﹂
に
す
る
な
作付けはレタスなど約 品目︒
者︑僧侶︑医者などへは︑土農工商を
収穫はすべて契約者のものにな
越えて︑実力で上がっていけたからで
る︒現在の契約者は２外食店︒
最近の日本社会のありように大きな り守る者としての自覚︑心構えが行動 す︒何でも世襲だったのではなく︑そ
︵日経ＭＪ／ 月１日︶
危機感を抱いているのは︑私だけでは に表われていたものです︒
こでは実力主義が取り入れられていた
居酒屋で﹁二つ星﹂の味
ないでしょう︒
特に日本人は﹁自然﹂を敬ってきま のです︒
名店の監修で﹁かまどか﹂
後先を考えずに行動して自分の将来 した︒稲作農耕民族として︑自然の恵
明治になっても︑下級武士にすぎな
居酒屋の﹁かまどか﹂︵レイ
を粗末にするだけでなく︑人の命まで みで生き︑みなで協力して自然を守っ かった伊藤博文たちが勉学に励み︑ケ
ンズ インターナショナル︶で
粗末にする︒これは人間的に何かが欠 ていくことで栄えてきたのです︒
ンブリッジなど欧州に留学し︑憲法や
は︑﹁ミシュランガイド﹂
の﹁二
落しています︒また︑ある程度の分別
これからの時代は︑日本人のこんな 議会など新しい国の根幹を短期間でつ
つ星﹂を獲得した東京の和食店
があるはずの人でさえ︑﹁倫理観﹂と アイデンティティこそが世界で必要と くり上げた︒
﹁堀兼﹂の監修を受け︑２０１
いうものが欠如し︑自分の身辺を律す させるのではないでしょうか︒
それは現代でも同じです︒会社の規
０年 月から名店監修の料理を
ることすらできない︒
歴史をひもといても︑一六世紀に西 模は大きくても︑実力の伴わない世襲
提供している︒ミシュランの味
日本全体が病んでいるというべきか︑洋からやってきた宣教師は日本人を見 が行なわれたときに悲劇が起こる︒大
を居酒屋価格で提供することで︑
﹁これは何とかしないと﹂という思い て︑﹁一般庶民は貧しいけれど︑非常 学でも︑医学部の暗部をテーマにした
他の居酒屋にない価値を出そう
に礼儀正しく︑誰に対しても親切であ ﹁白い巨塔﹂ではないが︑だんだん腐
は︑多くの人に共通するでしょう︒
としている︒冬の目玉である鍋
日本人はこんなはずではなかった︒ る︒それと驚くべきことは︑民家や町 敗してくると︑派閥がはびこり︑崩れ
料理は１０００円台の商品を６
私たちには︑ずっと伝統的な良さがあ の辻々に立っている一般庶民の大勢が てくる︒師匠を凌駕するだけの素質を
品用意したところ︑﹁ミシュラ
りました︒女性であれば︑﹁美しさ﹂ 難しい字を理解する﹂と驚きの報告を や研究心を持った優秀な人物が認めら
ン二つ星級﹂とうたうことで︑
を単に着飾ることではなく︑女性とし 本国へあげている︒当時はヨーロッパ れ︑その後任となってリーダーシップ
前年同月の３倍の成果を得た︒
ての恥じらいや礼節を重んじることに でも︑識字率は非常に低かったのです︒をとるのが本来の姿なのです︒
低価格が主流の居酒屋で︑価格
求める︒男性の場合も︑弱者をいたわ
日本でこのように多くの子どもたち
︵三笠書房より︶
以外に集客できる企画として︑

つ星の店や創業１００年以上の ず︑どれくらいの価格とサービ
老舗など︑すぐにはマネできな ス内容でお客をつかんでいるの
い店︒﹁少しあこがれの店﹂と かを確認することが目的です︒
は︑ベンチマーク店のこと︒頑
では︑視察からより自店に役
張れば手が届くレベルであるこ 立つヒントを得るにはどうすれ
とが重要で︑定期的に視察を重 ばいいのでしょう︒
ねて︑良い部分を吸収し︑刺激
福岡県北九州市の繁盛店︑居
を得ます︒
酒屋﹁花と竜﹂を経営する中原
接客︑
最後が﹁近隣にある競合店﹂︒健一朗社長の場合︑料理︑
商圏の現状を知るための視察に 設備などテーマを決めて視察す
漠然と見るより︑
向いています︒業態にとらわれ るといいます︒

テーマ決め﹁秘密﹂を探る

他店視察から経営のヒント

2
2

３段階を思い描いて視察先決める
視察先で名刺交換︑会話も交わす

均一価格の居酒屋の台頭や女
性だけで宴会を楽しむ﹁女子会﹂
の定着など︑飲食店を取り巻く
環境変化はスピードを増してい
ます︒こうした中で︑より重要
になっているのが他店への﹁視
察﹂です︒新しいものを生み出
すときに︑何から何まで自分だ
けで考えていては︑出遅れてし
まいます︒
もっとも︑どんな店を視察す
べきなのか分からないという人
も少なくありません︒飲食店コ
ンサルタントの土屋薫さん︵集
客ＵＰ塾代表︶は﹁３段階で店
を思い描けば視察先を絞り込め
る﹂と話します︒その３つは︑
自店の目標になる﹁あこがれの
店﹂︒それよりは手が届きそう

こうした視察を
月１回以上のペ
ースで続けてき
ました︒この１
年ほどは飲食店
テーマを決めた方が︑効率的で の経営者や従業員を募り︑学ぶ
効果的だからです︒
べき部分がある飲食店をグルー
遠隔地の繁盛店を視察する場 プで視察する︑﹁パクリツアー
合︑中原社長は知り合いの同業 ズ﹂まで始めています︒
者に頼んで︑視察先を選んでも
ちなみに﹁企業秘密﹂を根掘
らいます︒さらに︑視察した店 り葉掘り聞くような視察を受け
の責任者などに紹介してもらい︑入れる飲食店は意外と多いもの
名刺を交換して会話を交わすよ です︒﹁友達が遊びに来るのを
うにしています︒見るだけでは きっかけに部屋をきれいにする
分からない店の裏側まで教えて のと同じで︑視察される側にと
もらうためです︒
っても成長の機会になるからで
はないかな﹂と︑金村社長は解
﹁花と竜﹂︒カウンター前にずら 説してくれました︒︵日経ＭＪ
﹁日経レストラン寄稿﹂
より︶
り並んだ焼酎の品揃えは圧巻
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なレベルで日
々の刺激やヒ
ントをもらえ
る﹁少しあこ
がれの店﹂︒
さらに身近な
﹁競合店﹂で
す︒
﹁あこがれ
の店﹂とは︑
ミシュラン三
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輸入ワイン
展示・試飲会の
ごあんない

木
月

ホテルモントレ
帝国ホテル
時からは同ホテル 階の浪
鳴館で︑スター・レーンヴィン
ヤード営業部長のカーツ・アマ
ン氏を迎えて︑﹁スター・レー
ン来日記念セミナー﹂も開かれ
ます︒
アメリカを代表する飲食誌の
﹁フード＆ワイン﹂主催セミナ

1
4

２月３日
２月７日
２０１１年春の輸入ワイン展
示・試飲会を二つごあんないし
ます︒
一つは２月３日 の 時から
時まで︑ホテルモントレ大阪
７階の﹁パルフィ・アマリエ﹂
で開く﹁モトックス輸入ワイン
グランド試飲会﹂です︒
1
0

ーで︑﹁ナパの新たなスーパー
スター﹂と大絶賛を受けたスタ
ー・レーンヴィンヤード︒その
秘話をカーツ・アマン氏が語り
ます︒
なお︑おすすめプレステージ
ワインの有料試飲も用意されて
います︒
×
×
×
つぎは２月７日 の 時から
時まで︑帝国ホテル大阪３階
のエンパイアルームで開く﹁株
式会社飯田ワイン試飲展示会﹂
1
7

料理別に日本酒を選ぶ

どういう解決策 うときは︑やはり原点に戻る
があるのか︑リー ことです︒原点とは︑社是で
ダーはそれぞれの あり会社方針︵もしくは部署
解決策の長所と短 方針︶です︒
所を比較し︑実行
リーダーがそういう方針に
のための判断が求 戻る姿勢を見せれば︑次から
められます︒優秀 は部下が同じようにそれをや
な部下は︑そのプ ります︒リーダーがそれをせ
ロコン︵プロ↓賛 ずに迷っていれば︑いつまで
成︑コン↓反対︶ 経っても部下が原点に戻りま
を用意して来ます せん︒
ので︑リーダーは
つぎに︑熟練したリーダー
それを検証する判 は︑プロとコンを一から︵ラ
断力を持たねばな ンダムに抽出して︶つくるの
りません︒
ではなく︑大事なプロと大事
部下がプロコンを持って来 なコンを順番に挙げていくこ
なければ︑それを要求するか︑とができます︒議論すればた
もしくは自分が自らそれを作 わいもないことであることが
成します︒プロとコンをラン 分かるプロコンは︑最初から
ダムに抽出して︑あとで重要 リストに挙げません︒
なものから並べ直すという作
このように︑プロコンをリ
業です︒
ストにできるリーダーを部下
誰しも︑その場合に迷うこ が見て︑育っていくのです︒
とがあります︒目先の損はし 部下が判断するようになるの
たくないが︑客先の要望も取 です︒
り入れなければならない︒そ
リーダーとは︑判断力を求
うなると︑社内調整がうまく
いかない︑などです︒そうい められる立場です︒判断を間

六 五

(
月)

1
1

ワイィンでルネッサ〜ンス！

ネロくん 今回はスペイン北
部のワインだよ
ピノくん スペイン北部の産
地ではリオハ︑ナバーラ︑ソモ
ンターノが知られているよね︒
ネロくん その中ではなんと

スペイン編②

です︒
来日者特設ブースも設けられ︑
アンペレイア ︵トスカーナ州︶︑
ヴァッレ デラカーテ︵シチリ
ア州︶など︑イタリアから注目
の生産者が来日します︒
ブルゴーニュの推奨アイテム
のほかイタリア︑スペイン︑南
フランス︑ニューワールド各国
の売れ筋ワインなど︑世界各国
からの総数２５０アイテムの新
着ワインが試飲できます︒
×
×
×
両試飲会とも参加無料︒参加
のお申し込みはＴＥＬ０７２・
６８２・２５２５︑株式会社コ
ヤマカンパニーまでお電話でど
うぞ︒乳幼児︑未成年者︑車・
バイクで来られた方は入場でき
ません︒

エレダー・ウガルテ・クリアン
サ
ラ・リオハＤＯＣ
７５０
１５７５円︵税別︶

今月の新着ワイン

︵リオハ︶って書いてあるから
分かりやすいよ︒
ピノくん それからチョット
贅沢したいときはワインのラベ
いってもＤ・Ｏ・Ｃのリオハが ルに﹁ＧＲＡＮ ＲＥＳＥＲＶ
Ａ﹂︵グラン・レゼルバ︶と書
有名だよね︒
シュペちゃん Ｄ・Ｏ・Ｃっ いてあるのを選ぶのもいいかも
ネ︒
て何？
ネロくん グラン・レゼルバ
ネロくん Ｄ・Ｏ・Ｃとは︑
﹁特撰原産地呼称﹂と言って︑ と表記があれば︑白ワインで最
スペインワインの品質を表す等 低４年︑赤ワインでは５年間︑
樽や瓶内で熟成されてから出荷
級なんだ︒
ピノくん Ｖ・Ｐと呼ばれる されることになっているんだ︒
シュペちゃん へえ〜︑そう
単一畑名を表記出来る等級を除
けば︑原産地表記では最上位で︑なんだ︒
ピノくん ナバーラ︑ソモン
地中海沿岸の産地プリオラート
とリオハだけがスペインでＤ・ ターノのワインも近年注目され
Ｏ・Ｃと表記出来る産地なんだ︒るようになってきてるよ︒
ネロくん お手軽価格で果実
シュペちゃん へえ〜︑すご
い
どんなワインがおいしい 味たっぷりのスペイン北部のワ
インは気取らずに飲みたいね︒
の？
ピノくん では☆Ｃｈａｏ
ネロくん リオハではテンプ
ラニーリョ主体の赤ワインがお Ｃｈａｏ！☆
勧めで︑ラベルに﹁ＲＩＯＪＡ﹂

違えるとチーム全体に影響し ーに判断したいものです︒
ます︒慎重プラススピーディ
︵Ｓ・Ｊ︶

迷ったときは原点に戻り判断力を高める

(
木)

食の美味しさ引き出す
相性を考えながら飲む

テンプラニーリョ種主体の赤ワ
イン︒完熟したぶどうやブラッ
ク・チェリーの香りとなめらか
な口当たり︑ふくよかで複雑味
があり余韻が長く︑深い味わい
が魅力です︒﹁クリアンサ﹂と
は︑樽と瓶で最低２年以上熟成
されたワインのことで︑うち最
低６ヵ月はオーク樽で熟成させ
たものです︒
ナバエルス・ボデガ・イヌリエ
ータ︵カベルネ ％・メルロ
％︶
ナバーラＤＯ
７５０
１３００円︵税別︶

スペインバルやレストランなど
で大人気のこのワイン︒シナモ
ンなどのスパイシーな香り︑完
熟ぶどうの美味しさが素直に伝
わってきます︒

5
0

1
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連 載

の古酒を合わせたり︑最後の 美味しく酒を飲んでもらって
〆にはデザート代わりに甘い いないからです︒
貴醸酒︵水ではなく酒で仕込
酒は︑酒米を造る稲作農家
んだ酒︶を用いたりと︑変化 から始まり︑酒蔵︑酒販店︑
に富んだ飲み方で臨機応変に 飲食店を通して消費者の口に
楽しめるのも日本酒の懐の深 届きます︒
さです︒
日本酒の消費を増やしてい
お酒そのものの個性︑さら くための飲食店の役割は︑食
には温度帯の違い︑熟成の度 べ物に合うお酒を楽しんでも
合いなどによって︑食との組 らうこと︒合わないお酒で無
み合わせは縦横無尽に広がっ 理やりご飯食べても美味しく
ないのです︒
それぞれ食に合うお酒を︑
好みも考えて︑何種類かを提
案できているお店はいま︑皆
無に等しい︑と言えます︒そ
のプロがいないからです︒
酒蔵としても︑そういう風
ていきます︒
ここで神亀酒造の小川原専 に合わせてくれる人はうれし
務から飲食店への応援メッセ い︒何も大吟醸ばかり有り難
がってもらう必要はないから
ージを紹介します︒
﹁現在︑日本酒の消費はま です︒
本当の食の美味しさを引き
だ減っています︒人口が減っ
ていることを考えたとしても︑出すためのお酒を手段として
それにしても酒の消費がこん 使えるお店︒そんなお店のた
なに落ち込むはずはありませ めに︑これからも全面的に応
ん︒結局︑その原因は︑食べ 援させていただきたいと思っ
物を美味しく食べてもらい︑ ています︒﹂
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日本酒の魅力は︑食べなが 性の良い料理との組み合わせ
ら飲むのが美味しい﹁食中酒﹂ です︒春の新酒の渋み︑苦み
であることです︒酒あっての と︑同じく旬の山菜のほろ苦
食︑食あっての酒︑その両輪 さとを合わせてみたり︑一見
のうちどちらが欠けても食卓 すると欠点にみえる要素も︑
での楽しみは半減してしまい 組み合わせによっては互いを
ます︒
飲むことで食事が︑食べる
ことでお酒が︑よりいっそう
の美味しさを増し︑互いに引
き立て合っていくのが︑日本
酒と食事の望ましい関係です︒
同じお酒であっても︑どん 生かしあう味わいに変わりま
なタイミングで何と合わせて す︒
どんな温度で飲むかによって︑ 反対に大吟醸酒とクサヤの
その印象も変わってきます︒ ように︑互いの香りが剋しあ
白身のお造りと合わせたと うような場合もありますが︑
きには少し重めに感じた純米 日本酒は︑タイプさえ間違え
酒︑それをお燗酒にして︑き なければ︑和︑洋︑中︑どん
んきの煮付けと合わせてみた な料理にも組み合わせること
ら︑今度はピッタリだった︑ のできるオールマイティな食
というように︑酒の味を一番 中酒です︒
に引き立ててくれるのは︑相
中華料理に長期熟成タイプ
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