データ＆トピックス
価格とし︑想定を上回る客数を
獲得している︒
売れ筋は一人前１９８０円の
しゃぶしゃぶコース︒長野県産
しめじ︑千葉県産春菊などの全
国の農家から直送された約 種
のカット済み野菜︵きのこ類︑
こんにゃく類を含む︶に加え︑
豚肉︑牛肉︑ラム肉が 分以内
食べ放題︒だしも昆布︑薬膳火

鍋︑豆乳など５種類の中から２ 社︶５月号／発売中
種類を選択できるなど多彩さが 特集１／名物料理人と油揚げ
・炙るが一番・２枚あれば３合
売り物だ︒
原価率は ％で推移している︒飲める・一生もんの加薬御飯・
今後も様々な試行錯誤を経て︑ まさかのフレンチトースト
次世代店を固めていくことに︒ いなり寿司の傑作
運営元がサッポロライオンと ・お江戸いなり寿司漫遊記・土
知っている来店客は３割程度︒ 井義晴のおいなりさん・弘前の
女性客比率が７割︒高島屋新館 若妻に教え伝わる郷土の味
９階︒店舗面積１８０㎡︑ 席︒ 京都は﹁おあげさん﹂の都
︵日経ＭＪ／３月 日︶ ・﹁菊の井﹂村田吉弘の﹁きつ
ねちらし﹂
︿グルメ誌の特集紹介﹀
日本一の油揚げ集めました
▽ｄａｎｃｈｕ︵プレジデント ・ 歳の油揚げ少年・東京の下

5
7

①心を常に楽しもう

92

大成功している人を見てください︒ち
ょっと成功して満足しているような人じ
ゃないですよ︒本当に︑本当に大成功し
ているような人たちです︒
いろいろな性格︑いろいろなタイプの
成功者がいますが︑彼らには︑ひとつだ
け共通していることがあります︒
それは︑人生をメチャメチャ楽しんで
いる︑ということ︒
大成功しているから︑人生が楽しいの
は当たり前？ いやいや︑それは逆です︒
絶対に︒
彼らは︑まず人生を楽しんでいる︒だ
からこそ︑いろいろなことに好奇心を持
って︑挑戦しよう︑と思えるのです︒
楽しく生きるために行動する︒成功は︑
その結果として得られるものなのです︒
︵日経ビジネス人文庫より︶

︵第一章︶心にも富を貯えるための教え

1
48
6

メニューを試さない﹂﹁店の中
核になっていたメンバーがよく
辞める﹂といったものです︒魅
力のある料理や店を引っ張って
いく人材がいなければ︑店の経
営が先細りになるのは当然でし
ょう︒
数字にこだわり過ぎるのも危
険な兆候です︒コンサルティン
グ会社︑ＦＢＡの石田義昭代表
は︑ある有名外食企業の店舗の
ランチで︑ご飯が前日の残りだ
ったことに驚いた経験がありま
す︒その店は業績不振に陥って
おり︑現場は経営者から原価率
を引き下げることばかり求めら
れていました︒そのため︑残っ
た食材を捨てられなかったとい
います︒﹁客数を増やしたいな
ら︑本来︑ランチのご飯は炊き
たてを出すといったテコ入れを

町においしい一軒・全国﹁お国
自慢﹂＆厳選﹁大図鑑﹂・３大
油揚げを食べ比べ・栃尾の揚げ
たてで飲める居酒屋・自分でつ
くる油揚げ・東京の﹁きつねう
どん﹂
▽食楽︵徳間書店︶５月号／発
売中
特集１／満開！ワイン食堂
この﹁名物﹂を楽しもう！
・東京ワイン食堂／ワイン界の
ドンと歩く
・肉料理が光る店／ワイワイと
ガッツリ豪快に︑ワインととも
に楽しめる
・魚介自慢の店／旨みたっぷり︑
海の恵みを堪能！
・野菜が充実の店／栄養満点︑
健康的なメニューが勢揃い！
・眺めも自慢の春ワインカフェ
／ゆったり︑のんびり過ごした
い
・和ごはんで堪能させてくれる
店／漬物︑干物︑豆腐にご飯︒
飾らず楽しむデイリーワイン
・ワインぐびぐびおつまみレシ
ピ／今夜はうちがワイン食堂
▽料理通信︵料理通信社︶５月
号／発売中
特集１／﹁小さくて強い店﹂は
どう作る？︵Ｖｏｌ・４︶
・異業種からの転職組が作る小
さな店が人気です︒
・﹁小さくて強い店﹂のキッチ
ンの作り方
・﹁小さくて強い店﹂登場店の
本音／ココが満足 ココが後悔

です︒ただし︑その基準は時代
と共に変わっていきます︒
一方で怖いのは︑店の欠点に
従業員が慣れてしまいがちなこ
とです︒例えば︑壁にできたシ
ミ︒１回目は汚れですが︑数日
すれば慣れて︑模様と同じで気
にならなくなっていきます︒
つまり︑長寿店になるには︑
①店の強みを磨き②ＱＳＣ向上
などの徹底で客離れを防ぎ③お
客の嗜好の変化や競合店の出現
など時代の変化に対応する力が
求められます︒︵単にお客に迎
合したり︑流行を追いかけるの
は最悪︶︒そのためには④経営
者として成長し続けることに加
え︑⑤優秀な部下を育てる努力
が欠かせません︒
︵日経レストランより抜粋・
加筆︶

お客の求めるものは変わっていく
何もしなければ 店は自然にダメになる

すべきです︒数字ばかりにとら
われるから︑それに気付かない︒
大切なのはやはり︑ＱＳＣ︵商
品︑サービス︑クレンリネス︶
だ﹂と石田代表は話します︒
当たり前のことですが︑商品
に魅力があり︑サービスが感じ
良く︑きれいな店でなければお
客は来ません︒逆に言えば︑そ
の基本さえ押さえられれば繁盛
店であり続けられるということ

v
s
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5

たとえその事業が微々たるものであ
ろうと︑自分の利益が少額であると
しても︑国家必要の事業を合理的に
経営すれば︑心は常に楽しんで事に
任じられる︵﹃渋沢栄一伝記資料﹄
青淵百話︶
現代の言葉で言うと⁝⁝
たとえ︑自分の仕事がたいしたもので
なくても︑たとえ︑自分の儲けが少額で
あっても︑それが社会にとって必要な仕
事だと信じて臨めば︑心から楽しんでで
きるはずだ︒
﹁まず楽しむ気持ち﹂から
成功が生まれる
なぜ︑﹁心を楽しむ﹂ことが大切なの
でしょうか？

5
4
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長寿繁盛店の５つの条件

渋沢栄一 訓言集

飲食店の総数は２００６年の約
万店から２００９年には 万
６７７０店に減少しました︒
創業後何十年経っても繁盛し続ける店がある一方で︑１年も経
ある食品卸の幹部は﹁毎年︑
たずに閉店する店もあります︒この違いはどこにあるのか︱︱︒
〜 ％の取引先が閉店してい
店の存亡を決めるのは結局のところ︑お客が来続けてくれるかど る﹂と打ち明け︑﹁ダメになる
うかの１点に尽きます︒だが︑そのお客の嗜好や店に求める基準 店には︑
いくつかの兆候がある﹂
は絶えず変化します︒それを追い続けられるのは︑５つの条件を と言います︒例えば﹁特徴のあ
兼ね備えた店だけです︒
るメニュー︑定番の人気メニュ
飲食店は熾烈な競争に絶えず ざるを得ません︒
ーを持っていない﹂﹁客足が減
さらされています︒総務省の調
さらに競争は激化しています︒っているにもかかわらず新しい
査︵下図参照︶によると︑２０
０１年の飲食店の数は約 万店︒
それから５年で約 万店が廃業
する一方で︑約１７万店が新規
開業し︑２００６年の店数は約
万店になっています︒
５年間で３店に１店が店を閉
める一方︑新しく１店が競争に
加わるという構図です︒２００
６年以降の廃業・新規開業の詳
しいデータはないが︑この構図
に大きな変化はないでしょう︒
新しくできる店の方がその時
代のトレンドに合った料理コン
セプトや内装の店を作れます︒
1
5

●外食業界・消費者動向

コヤマ新聞
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いわば︑後出
しジャンケン
のようなもの
です︒時流を
捉えるという
意味では︑後
発組の方が有
利であり︑生
き残った店は
そうした新し
い店と競争せ

20

ＦＣ店から接客術学べ
居酒屋流︑直営店に導入
エムグラントフードサービス
︵東京・渋谷︶はフランチャイ
ズチェーン加盟店が実施して集
客力を高めている接客サービス
を直営店に導入する︒
食事後におしぼりを出すなど
従来のファミリーレストランに
はあまりなかった新しい視点か
らのサービスを導入し︑テコ入
れを狙う︒エムグラントのＦＣ
店でもある﹁居酒屋甲子園﹂
で優
勝経験のあるジャパン興業︵愛
知県一宮市︶からサービスの指
南を受ける︒
一般的に客の滞在時間がファ
ミレスより長い居酒屋では︑従
業員が来店客に対する会話など
サービス面を磨かないと固定客
を掴めないとされている︒
エムグラントは居酒屋流のサ
ービスを導入することで︑固定
客を掴みたい考えだ︒
︵日経ＭＪ３月９日︶
しゃぶしゃぶ食べ放題
１９８０円／銀座ライオン
ビアホール運営のサッポロラ
イオンが２月初旬︑千葉県柏市
にしゃぶしゃぶ店﹁銀座ライオ
ン しゃぶ一文字﹂を開いた︒
３種類の肉と豊富な野菜の食べ
放題コースを２０００円をきる
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き︵中は空です︶︑店側を安心
させ︑知人が店の場所が分から
ないので迎えに行くと言って︑
携帯電話で話し
ながら店を出て
行きます︒その
際知人の分まで
飲み物を注文し
ます︒
それっきり帰
ってきません︒
いちいち人を疑
っていては商売
になりませんが︑
前述のようなこ
とがあれば︑い
ったん会計を済
ませてもらった
方が得策ではな
いでしょうか︒
判断は難しい

▲
▲
▲

４月某日︑茨木市の居酒屋で
食い逃げがありました︒
その店は以前にも食い逃げに
遭ったことがあ
るので︑気をつ
けていたにもか
かわらず︑また
してもしてやら
れました︒巧妙
な手口で無銭飲
食を繰り返す輩
︵やから︶から
だまされないよ
う︑参考までに
お知らせしたい
と思います︒
以前も店に来
たことをほのめ
かします︒やた
ら愛想がいい︒
店員におごる︒
ですが︑本当に迎えに行って帰
って来る人なら︑現金を置いて
いくのではないでしょうか︒

東日本大震災によって︑
外食産業はかつてない試練
のときを迎えています︒
物理的な損害以外に外食
産業を苦しめるのが行き過
ぎた﹁自粛ムード﹂︒先日
も︑ある有名作家が震災後
に︑﹁元気になるため﹂に
すしを食べに行ったことを
自身のブログで書いたとこ

どうかこうした感情論に萎
縮することなく︑胸を張っ
て店を開いてもらいたいも
のです︒
日本がこれから本格的な
復興に向かうときに必要な
のは︑明るく前向きなエネ
ルギーであり︑困難に立ち
向かう勇気です︒外食はそ
れらを人々に与える大切な
日後には︑空き店舗を１
日１万円で借りて営業を始
めました︒
水もガスも止まる中︑給
水車の水とカセットコンロ
で料理を作り︑﹁芦屋で最
初に復活した店﹂となりま
した︒
同店を営む清水麗子氏は
言います︒﹁儲けを考えず

1
0

仕事であります︒家族と︑ に︑被災者とともに助け合
恋人と︑仲間との楽しい食 う精神で店を続けてくださ
事は人に笑顔と勇気をもた い︒そうすれば必ずお客様
らします︒その意味で外食 は帰って来ます﹂︒
産業は︑未曾有の震災に見
今こそ︑日本の外食産業
舞われたこの国に大きなパ がその底力を発揮するとき
ワーを与えられる存在です︒です︒
日経レストラン編集長
年前の阪神大震災で被
災した兵庫県の韓国料理店
三橋英之
﹁高麗飯店﹂は︑地震発生

復興へ勇気を与える場に
ろ︑﹁こんなときに非常識
だ﹂というコメントが殺到
し︑その日の記述を削除す
る騒ぎになりました︒
﹁被災者のことを考えた
ら︑こんな時期に外食なん
て﹂という自粛ムードはし
ばらく︑暗雲のようにたれ
込めるかも知れません︒だ
が︑飲食店で働く読者は︑
16

▲
▲
▲

﹁あとから知人が来るが︑店の
場所を知らない﹂と言います︒
テーブルに財布らしきものを置

､

ご注意!!

頻発する
無銭飲食

−その巧妙な手口−

緊急呼び掛け

深刻なものがあります︒
そんな中︑震災で大きな被
害を受けた岩手県のある酒蔵
が﹁被災地岩手から﹃お花見﹄
のお願い﹂と題したメッセー

パソ・デ・モンテレイゴデーリ
ョ︵モンテレイＤＯ︶
７５０
１７００円︵税別︶

スペイン白ワインの名醸地リア
ス・バイシャスでも屈指の生産
者︒ミネラルや柑橘類︑熟した
アプリコットを連想させる香り
が複雑︒凝縮度が高くフレッシ
ュな酸味が心地良い白ワインで
す︒

ml

酸のきれいな素晴しい白の産地︑
スペイン北部モンテレイの地ブ
ドウ︑ゴデーリョ種１００％の
白ワイン︒コストパフォーマン
スの高さで５ツ星を獲得！
×
×
×
ご注文はフリーダイヤル０１
２０・２１・０８５２︑株式会
社コヤマカンパニーまでお電話
をどうぞ︒

m
l

ワイィンでルネッサ〜ンス！

ジ動画をＹｏｕ Ｔｕｂｅで 酒を飲むことで応援してほし
公開し︑話題になりました︒ い﹂と語っています︒
復興に向けて動き出す中︑
﹁震災は天災︑原発事故は
地元の人々が心配しているの 人災︑酒造りは人徳︑それを
は経済的な二次被害だそうで︑飲む人みんないい人﹂と表現
されるように︑被災酒蔵を心
配する愛酒家が関西にもたく
さんいます︒
負の連鎖を断ち切り︑閉塞
感漂う暗いムードを払拭する
ためにも︑飲食店様におかれ
ましても︑東北の日本酒を飲
み︑消費する機会と場をどん
どん提供し続けていきましょ
う︒
東北では﹁酒を飲んでいる場
合ではない﹂というのが現状
とのことには違いないのです
が︑だからこそ被災地以外の
人には﹁東北で作られた日本

招くな経済的二次被害
東北の日本酒を飲もう

東日本大震災から１ヵ月半
以上を経過しましたが︑依然
として世の中の流れは自粛ム
ードが強く︑被災地の酒蔵に
は︑経済的二次被害がもたら
されています︒
また︑首都圏の電力の３分
の１を担ってきた東京電力・
福島原子力発電所を擁する福
島県の酒蔵への風評被害にも

六十七

違いだと教えてやることです︒
約束を守るということは︑仕
事の上でももっとも大切なこ
さわやかなリー
部下とちょっと飲みに行っ と聞いてきました︒こちらが 先輩は教えてくれたのでした︒とです︒お客様との約束を守
ダーは︑個人的な て﹁あっ︑持ち合わせがない︒答えに窮してモゾモゾしてい 期限にいい加減であるのか︑ ること︒約束したことは早く
お金のことにもき 払っておいてくれる？﹂﹁コ ると︑その先輩は返した金額 それをキチンと守るのかの違 実行すること︒ケジメをつけ
れいです︒
ンビニにお金を下ろしに行っ 全部を﹁持って行け﹂とまた いです︒ちょっと借りて︑そ ることは︑営業活動の基本で
のうちに返せばよいと考えて はないでしょうか︒
私がリーダーシ て来る﹂などと︑しょっちゅ 貸してくれました︒
︵Ｓ・Ｊ︶
ップを発揮してい う言っているリーダーは︑非
ケジメをつけろ！と︑その いる部下がいれば︑それは間
ると思う人の財布 常にみっともない︒
の中には︑実際に
前から飲みに行く日にちを
いくら入っている 決めているのに︑そのありさ
ニョ﹂からフレッシュでフルー
かは知りませんが︑までは論外です︒そんな段取
ティなスタイルの白ワインが造
最低でも３〜５万 りもできない人と思われます︒
られているよ︒
円ぐらいは入って
部下よりも高給をもらって
シュペちゃん ヘェ〜︑魚介
いるのではないか いるのに﹁金がない﹂と部下
ピノくん 大西洋側の白ワイ 中心の料理と一緒に楽しんでみ
と思います︒いつ に言うことも相当に格好が悪
ンで有名なガリシア州の﹁リア たいネ！
なんどき︑同僚と いと思います︒
ピノくん では︑今日はこの
ス・バイシャス﹂から⁝⁝︒
鉢合わせしたり︑部下と急に
新入社員の頃︑先輩から数
ネロくん ガリシアはスペイ へんで☆Ｃｈａｏ☆
飲むこととなったりしてもお 万円の借金をしたことがあり
ンの西北部にあって︑スペイン
今月の新着ワイン
かしくないのは誰しも同じで ました︒給料日にそのお金を
最西端の緑豊かなところなんだ
す︒
返すことになっていたのです
よ
︒
そういうときに備えてリー が︑その他にもお金が必要だ
ピノくん スペインワインと バルミニョール アルバリーニ
ダーは︑それなりのお金を財 ったので︑その先輩に給料日
言えば︑リオハやリベラ・デル・ ョ︵リアスバイシャスＤＯ︶
布に入れているものです︒お の当日︑﹁今月は厳しいので︑
２４５０円︵税別︶
ドュエロの赤ワインが知られて ７５０
客様と鉢合わせして︑非常に 翌月の給料日でいいですか﹂
いるけど︑﹁スペインでもっと
高いお店に行かなければなら と︑深く考えずに聞いてみま
も上質な白ワインの産地﹂との
ないこともあるかもしれませ した︒答えは﹁ダメだよ︑サ
ネロくん 今回はスペインも 名声を受けているのが︑ここ﹁
んが︑そんなお店は間違いな ッサと返せ﹂︒困って︑他か
リ
アス・バイシャス﹂なんだ︒
大
西
洋
側
の
ワ
イ
ン
だ
よ
︒
くクレジットカードが使えま ら工面して先輩のところに持
ネロくん ここでは︑スペイ
す︒だから︑財布が札束で一 って行くと︑﹁おっ！ありが
ンでもっとも高貴な白ブドウ品
スペイン編④
杯という必要はありません︒ とう ｣
で
種と言われている﹁アルバリー
｢︑いくら要るのか﹂

小さな約束でも 期限をキチンと守る

従業員教育の一つのヒント(27)
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