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４％と多い︒値下げの効果につ
︿グルメ誌の特集紹介﹀
いては﹁客数は増えたが予想の
●外食業界・消費者動向
範
囲内﹂が ・４％︑﹁客数は ▽料理通信／８月号
予想以上に伸びた﹂が ・３％ 特集１／本場の味は︑﹁ご近所
と﹁客数は減ったが予想の範囲 で︑値下げによる集客効果が実 ピッツェリア﹂へ
飲食業調査＝価格政策
内﹂が ・３％︒
・使い方自由自在︑本格ピッツ
証された︒
今年度︑値上げ焦点に
一方︑値下げした理由と企業
集客のための商品と︑利益確 ァをご近所で
日経ＭＪが５月下旬までに実施 の狙いは︑﹁来店客数の増加を 保の商品を巧みに使い分けるノ ・ご近所ピッツェリアガイド
・ピッツァ生地で作る新顔メニ
した第 回飲食業調査︵２０１ 狙うため﹂が ・７％で最多︒ ウハウが重要になりそうだ︒
ュー
︵日経ＭＪ／６月６日︶
０年度／回答企業２０７社︶の さらに﹁競合店と対抗﹂が ・
結果よると︑２０１０年度の飲
食業界は顧客獲得競争の激化で
値下げする動きがある一方で︑
原料高を受けて値上げを断行し
た企業もあった︒２０１１年度
注意が必要です︒ただ︑それとは逆に︑
②
細
か
く
こ
だ
わ
り
す
ぎ
る
心
は
は国内消費はデフレ傾向が続き︑
大胆に行動することもまた︑事業の成功
元気をすり減らす
値下げと値上げが交錯する︒中
には不可欠だと言えるでしょう︒
でも値上げが焦点になりそうだ︒
細かいことばかりにこだわると︑法律
あまりに堅苦しく物事に拘泥し︑細
この１年間のメニュー価格は
事に没頭する時は︑自然に溌溂たる やら規定やらが際限なく関わってきて︑
﹁一部引き下げた﹂と﹁全般的
気力を銷磨し︑進取の勇気を挫くこ ﹁その法律を踏み外すまい︑その規定に
に引き下げた﹂の合計が ・７
とになる︵中略︶︒溌溂たる活動を 収めなければ⁝⁝﹂ということが︑目的
％で︑昨年の ・８％から下が
なし︑初めて大事業を完成し得るも のようになってしまいます︒
った︒﹁一部引き上げた﹂と
﹁全
インサイダー取引などの不正は︑もち
のであるから︑近来の傾向について
般的に引き上げた﹂の合計は
ろん︑きちんと追求しなければなりませ
は︑大いに警戒せねばならぬ︒
・０％で︑昨年度より４・４ポ
︵﹁論語と算盤﹂成敗と運命︶ ん︒ただ︑それを追求することばかりが
イント上昇している︒
社会正義になれば︑善良な市民たちは︑
大胆な行動が取りにくくなって︑その結
値上げした理由を企業に聞い
現代の言葉で言うと⁝⁝
てみると︑﹁食材価格の上昇﹂
あまりに既存の常識にこだわったり︑ 果︑日本は世界を相手にした競争を乗り
が ・０％で最多︒さらに﹁人
物事の細部にばかり気を取られていると︑ 越え︑勝ち抜くことが難しくなってしま
件費の上昇﹂が ・７％と続く︒
前向きに行動する気力がすり減ってしま うでしょう︒
中には﹁ブランド力の向上﹂が
イエローカードやレッドカードを恐れ
う︒精力的に行動して︑ようやく大きな
・０％にのぼったほか︑﹁サ
事業が完成できるのだから︑細部にこだ ていては︑世界一のワールドカップを手
ービス向上の原資を捻出する﹂
わる最近の傾向には大いに注意しなけれ に入れることはできません︒ときには大
が ・３％あった︒
胆な行動も取るべきなのです︒
ば
な
ら
な
い
︒
値上げのもっとも大きな影響
︵日経ビジネス人文庫より︶
大胆さのない者に勝利はない
は︑﹁採算性が向上した﹂で
事をなそうとすれば︑もちろん細心の
・３％︒ブ｢
ランド力が向上した﹂
5
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︵第二章︶行いを研ぎすますための教え
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余計な仕事をやめてみる
集客や利益を生む転機に

渋沢栄一 訓言集
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・肉を楽しむロゼ
特集２／暑さに打ち勝つ︑夏の
スープ
▽料理王国／８月号
特集１／伝えたい︑華やかさと
力強さと日本料理の美しい手仕
事
・技も経験も︑今輝きだす︒７
人の日本料理人
・今︑和食の職人の世界で働く
ということ
・日本料理・人気繁盛店のつく
り方
・初夏を盛り込む︑器使い
・ニッポンのお酒と日本の食事
・お寺で楽しむ日本料理
特集２／クールスイーツ
▽ｄａｎｃｙｕ／９月号
特集１／居酒屋
居酒屋は日本の夏のオアシス︒
気軽に行けて︑ちゃんとおいし
い﹁美食と美酒のパラダイス﹂
店を徹底的に収集︒料理が旨い
店なら家族とだって楽しめます︒
夏休みにぜひ！
特集２／冷やかけ 江戸蕎麦の
新定番
のどごしさわやかで体に涼風が
吹き渡る︒夏の新定番﹁冷やか
け﹂の旨い店
特集３／沖縄ゴーヤの知恵
▽食楽／９月号
特集１／男のスイーツ
涼味を満喫できる真夏のダブル
特集
特集２／おいしいバー
料理と楽しむ﹁夏の一杯﹂

体客の利用があるときだけ営業
しています︒
同店は店舗面積は２フロアで
合計２００坪︑２４０席︒もと
もと予約のない顧客からの売り
﹁本当に効果があるのか分か そこで周辺にサラリーマンが多
﹁ドリンク付きで６８０円﹂ 上げは月 万円ほどにすぎませ
らないが︑他の店もやっている いこと︑近隣の店がドリンク付 というお値打ち感はまたたく間 んでした︒そこで平日の通常営
から﹂︒そんな理由で︑費用対 きランチで繁盛していることに に口コミで広がり︑若いサラリ 業をやめ︑団体予約に焦点を絞
効果に疑問を感じながらも様々 注目し︑店の前を行き交うサラ ーマンを中心に昼の来客数が増 る決断をしたのです︒
な販促策や手間のかかるサービ リーマンのランチ需要を獲得す 加︒１日 〜 人だったのが︑
団体予約だけなら︑１ヵ月く
スなどを続けている飲食店は少 るため︑店頭や店内での販促に １ヵ月後には約 人︑３ヵ月以 らい前に営業スケジュールが固
なくありません︒だがそうした 力を入れました︒
降は 〜１００人になりました︒まるので︑余ったスタッフは系
余計な仕事を思い切ってやめれ
まず︑１６０グラムの豚肉が
昼の来店客増加は︑夜の来店 列店に回せば人員配置にムダが
ば︑経営効率が高まり集客力が 載ったボリュームたっぷりの目 客増加にもつながり︑今年１〜 生じません︒実際︑同店の月商
アップする可能性があります︒ 玉メニュー﹁帯広ぶた丼﹂︵６ ４月の売り上げは前年比 〜
は現在４００万〜５００万円で︑
大阪・堀江にある豚料理専門 ８０円︶の写真を店頭の看板で ％増になりました︒看板の制作 通常営業をやめる以前とほとん
店﹁豚公司 堀江﹂は昨夏︑集 大きく掲示︒圧倒的な﹁肉﹂感 には 万円かかりましたが︑販 ど変っていません︒
客のため活用してきたグルメ情 で顧客の目をくぎ付けにし︑店 促費を減らしたので︑すぐに元
リンガーハットはかつて実施
報検索サイトとクーポン誌への へと誘導することを狙いました︒は取れました︒
していた割引クーポンなどをや
依存度を大きく減らすことにし 同時に無料ドリンクコーナーを
め︑不採算店の閉鎖を断行して
設け︑コーヒーやジュースをセ
ました︒
業績のＶ字回復を果たしました︒
米浜和英会長兼社長は﹁新しい
２つのサイトとクーポン誌で ルフサービスで好きなだけ飲め
ことを試みるためには︑必ず何
月 万〜 万円分の集客効果が るようにしました︒
あったが︑販促費用も月 万円
予約のない日 かをやめる必要がある﹂と言い
かかっていました︒その販促費
は店を閉めるよ ます︒既存のメニューやサービ
をグルメサイトとの契約内容の
うにしたのが︑ ス︑販促策などを維持しつつ新
見直しやクー
富山県高岡市に しいことを始めれば︑﹁現場の
ポン誌の利用
あるカジュアル オペレーションが追いつかず︑
をやめること
レストラン﹁ビ 従業員が疲弊し︑肝心の商品力
で︑月８万円
ーライン ＴＡ が間違いなく下がる﹂︵米渓会
まで圧縮した
ＫＡＯＫＡ﹂︒ 長兼社長︶からです︒
のです︒
何かをやめる︱︱そのときこ
団体予約専門の
もっとも︑
店にしたのは昨 そが︑過去に縛られず新しい価
ただ減らすだ
年９月のことで 値を打ち出す攻めの姿勢が生き
けでは売り上 販促費を月 万円以上減らす一方で︑ 万円掛 す︒以来︑週末 てくるのです︒
げまで減る恐
︵日経ＭＪ﹁日経レストラン
の宴会や結婚式
け
て
看
板
で
道
行
く
人
の
目
を
引
く
︵
大
阪
・
堀
江
の
れがあります︒﹁豚公司﹂︶
の２次会など団 寄稿﹂より︶
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予約のない日は
お店はお休みに
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●おことわり／﹁ワイィンでルネッサ〜ンス！﹂は休載します︒

本物志向の串焼きチェーン
ちょうえもん

﹃串屋長右衛門﹄
大阪・京都限定！
加盟店募集
お問い合わせ
フリーダイヤル
クシヤク
０１２０ ６‑６ ９‑４８９
株式会社イノベーション

お待たせいたしました！
２０１１年度のボージョレヌー
ヴォー︑予約スタートです！解
禁日は 月 日 です︒
とれたての葡萄で造る新酒︑
﹁ボージョレ・ヌーヴォー﹂︒
その可愛らしい︑フレッシュ
でフルーティな味わいのガメイ
種は女性をはじめワイン初心者

オープンキッチンの目の前で
展開する包丁の刃さばきの巧み
さと︑京料理を食べ慣れた客の
体と箸のバランスの取れた動き
は︑まさにアートである︒料理
人と客が醸し出すハーモニーな
のだ︒
そのころ藤井に閃いたことが
ある︒人間の舌は春夏秋冬味わ
う感覚が違うのではないか︒春
と秋はほとんど同じとしても︑
冬はこってり系を好む︒藤井は
夏と冬のお出汁をかえて作って
みた︒さすがの師匠︑熊三郎も

にも飲みやすく大人気です︒
もちろんワイン通にも︑﹃そ
の穏やかなタンニンと柔らかい
味わいが魅力﹄と支持されてい
ます︒
イタリアの新酒ノヴェロ︵
月６日 解禁︶も予約受け付け
てます︒予約締め切りは８月
日 です︒

２０１１ヌーヴォー予約スタート

朗が風呂に誘った︒
﹁今日は文字通り裸でおまは
んと話すからよう聞いてや︒料
理を美味しく作り︑上品に盛り
つけるのは当たり前のことや︒
それよりも何より︑京料理の真
髄は︑もてなしの間やな︒お茶
の世界でも一緒やね︒お客様と
の間の取り方が肝心なんや﹂
食を愉しみに来た客を待たせ
てもよくないし︑急がせてもダ
メ︒京料理の真髄は料理人の心
と客の心の間というか︑呼吸に
ある︒

酒となります︒
ここまでは︑﹁純米酒﹂の
醸造過程における﹁甘口﹂﹁辛
口﹂の説明になりますが︑﹁辛
口﹂と書かれたお酒の中には︑
醸造アルコールを添加して︑
人口的に﹁辛口﹂に仕上げたも

は︑﹁日本酒度﹂と呼ばれる
数値で︑水と糖の比重によっ
て計られます︒水を０と設定
し︑それよりも糖の比重が重
いものを甘口としてマイナス
﹁−﹂で︑軽いものは辛口と
してプラス﹁＋﹂であらわし
ます︒
数字が大きい方がより甘辛
の傾向が強くなります︒たと
えば︑マイナス１のお酒より
マイナス３のお酒の方がより
甘口︑プラス１のお酒よりプ
ラス３のお酒の方がより辛口
ということになります︒
ただし︑口中の酸とのバラ
ンスによっても変わってきま
すので︑日本酒度の数字は︑
あくまでも目安程度にとどめ
てください︒

（水）

（日）

相好を崩して認めてくれた︒そ
れが今でも京ふじで頑固に守り
続けている料理の要諦である︒
﹁夏と冬︑器が替わるように︑
うちでは出汁を替えてます︒ど
んなふうにですかって︑それは
企業秘密ですわ︒しかし︑料理
というものはいくら典雅に盛り
つけしても︑あっという間にお
客様のお体の中に呑み込まれ︑
消えてしまう︒そこがはかなく
ていいんです︒オーバーに言え
ば︑〝こわされる芸術〟ってい
うんでしょうかね﹂と藤井は胸
を張る︒
わたしは藤井の料理を 年以
上食べてきた︒
１月のふぐ料理︑
白子の握り︒２月のシラサエビ
の握り寿司︑５月過ぎの丹波の
豆ご飯と日本海の鱒のカマの塩
焼き︑そして︑ 月の松茸づく
し⁝⁝︒どれもこれも頬が落ち
る︒そのときわたしはいつも料
理人︑藤井富美朗と出逢った大
きな幸せを噛みしめている︒

談社︶など多数︒過去 年間︑
朝食︵タマゴ１個︶を除き︑す
べて外食の生活を送る実践的食
いしん坊︒

1
1
31

!!

ＢＯＹ﹂の編集長︑集英社イン
ターナショナル社長などを歴任
し︑２００８年 月から作家活
動に︒著書に﹁甘い生活﹂︵講
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笑顔のいいリーダーになろう

作家︒１９４１年生まれ︒﹁週
刊プレイボーイ﹂や﹁ＰＬＡＹ

●島地勝彦

人を動かすこと 毎日朝から晩まで常に笑顔で な人がいます︒相手を分かっ
ができるリーダー いる人などいません︒
ているのと︑分からない人と
は︑いい笑顔を持
笑顔がいい人でも︑不機嫌 の違いです︒イヤミを言いな
っています︒笑顔 なことがあったり︑悲しいこ がら薄ら笑いをしている人は︑
がいい人は︑どの とがあったりします︒笑顔の 同じ笑うという行為でも︑笑
職場でも私たちの いい人でも文章を読んだり︑ 顔ではありません︒
周囲にいるもので 書いたりしているときにもニ
笑顔が多く明るいというの
す︒男性にも女性 コニコしている人はまずいま は︑職場においても︑どんな
にもいます︒そん せん︒
社会においても大切なことで︑
な人は︑生まれつ
逆に︑笑顔ができていない リーダーシップの基本中の基
いたときから笑顔 人でも︑ご機嫌なときも︑嬉 本です︒
ができているので しいときもあり︑いい笑顔を
大きな器のリーダーになる
しょうか︒たしか する瞬間はあるものです︒
には︑笑顔は必須です︒笑顔
に︑そういうこと
では︑この差は何でしょう はいい顔の基本だからです︒
もあるでしょうが︑？ 笑顔が多いだとか︑笑顔
笑顔とは作って出るもので
子どもの頃にかわ が印象的だということと思い はないと思います︒心の底か
いいと言われたこ ます︒どこの世界でも︑いつ ら出てくるものではないでし
とであったり︑子 の時代も︑人は挨拶をします︒ょうか︒そのためには︑いつ
ども心に周囲の笑顔のいい人 笑顔の多い人は︑こういう場 も心の広い性格にならなけれ
を見て共感したりすることが 合も笑顔であり︑少ない人は ば良い笑顔にならないような
笑顔をしないで挨拶している 気がします︒難しいことです
あったと思います︒
が努力して行きたいものです︒
﹁あの人の笑顔は素敵だ﹂ のでしょう︒
心底共感して笑顔をする人
︵Ｓ・Ｊ︶
﹁あの人は笑顔でいるときが
多い﹂と周囲が判断しても︑ と︑共感できないから無表情

一流料理人の真髄
﹁京ふじ﹂は赤坂で 年︑そ
の後︑銀座で 年続く京料理の
老舗である︒主人の藤井富美朗
は 歳で京都の﹁たん熊本店﹂
の板長になった超エリート料理
人である︒京料理を究めたたん
熊の創業者︑栗栖熊三郎が︑息
子に任せていたたん熊北店に働
いていた若い藤井を見出して抜
擢した︒
たん熊はまさしく１００年以
上続く歴史ある料亭である︒た
ん熊本店にはお客様用の風呂が
あった︒店仕舞いした後︑熊三

最終的にお酒を搾るタイミ
ングが近づいてきたときに︑

決め手となる搾る時期
アル添酒は人工的辛口
のもありますので︑購入時に
は注意を払ってください︒瓶
のラベルなどに書かれている
原材料欄をきちんとチェック
しましょう︒
ちなみに︑日本酒の甘口︑
辛口をあらわす目安となるの
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でお願いします︒料理を味わっ ってもらいたくないですから﹂ がら食べた料理屋の弁当のおい
てもらうお客さんに先入観を持 と語る︒学生時代に麻雀をしな しさに感動して料理の道へ︒
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甘口・辛口はどこで決まる？

年齢不詳
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京ふじ／料理は﹁こわされる芸術﹂だと思います

●藤井富美朗
﹁生年月日ですか？

七十
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まだ糖の残っている段階で︑
甘さを残すことを目的として
少し早めの時期に搾れば︑そ
の酒は﹁甘口﹂となります︒
反対に︑清酒酵母が完全に糖
を食べ尽くすところまで待っ
てから搾れば︑﹁辛口﹂のお

・おもてなし お客様︑ご紹介
客様方々に京料理のおもてなし︑
間と料理に特に気配りを心掛け
ております︒間というのは永遠
のテーマです︒京ふじは銀座に
ありながら︑ひとたび店内に入
りますと静かで﹁和び雅び﹂を
感じるお店です︒その中で心ゆ
くまでお楽しみください︒
・料理について 京料理京ふじ
では素材に特にこだわります︒
日本は小さな島国ながら︑四季
折々に恵まれ︑色々な食材があ
ります︒京ふじは特に新鮮な食
材を地方より取り寄せ︑京料理
を作っております︒

︿京ふじのこだわり﹀

30

従業員教育の一つのヒント(29)

日本酒は︑原料の米をまず
麹菌の力で糖化し↓その糖を
清酒酵母が栄養として醗酵が
進み↓アルコールが生成され
るという醸造過程をたどるお
酒です︒
したがって︑仕込みのスタ
ート時には︑麹米由来の糖が
もろみの中にたっぷりある状
態ですが︑醗酵が進んでいく
につれ︑清酒酵母が糖をどん
どん食べていきますので︑も
ろみの風味も醗酵前半の甘口
から︑後半の辛口へと変化し
ていきます︒
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