データ＆トピックス
の実力がわかる
▽食楽／ 月号
・﹁信越エリア﹂
・デラウェア／香り豊かな味わ 特集１ 日本ワインを巡る旅
・﹁関東エリア﹂
●外食業界・消費者動向
いでスパークリングも美味
北海道から宮崎まで︑旬のワイ ・﹁近畿・中国エリア﹂
・甲州／１０００年以上の歴史 ンを求めて
・﹁九州エリア﹂
をもつ唯一の伝統品種はさら ・ようこそ︑日本ワインへ！
・日本ワインを楽しむならここ
店舗面積は ㎡︑席数は 席︑
に進化中
・最新・日本ワイン地図
・﹁大地のマリアージュ﹂
客単価は３８００円︒
・マスカットベリーＡ／造り手 ・今こそ﹁日本ワイン﹂
▽ミーツ リージョナル／ 月
︿グルメ誌の特集紹介﹀
号
の努力と情熱で世界に認めら ・﹁北海道エリア﹂
れるワインに
・﹁東北エリア﹂
特集 餃子愛！
▽ｄａｎｃｙｕ／ 月号
ミーツ・リージョナル初の餃子
特集２ 世界に通用する日本の ・メルロ／日本のワインでは後 ・﹁山梨エリア﹂
特集は︑餃子への﹁愛﹂がキー
発品種だが︑やわらかな味わ ・男のワイン旅ｉｎ勝沼
ワイン
ワード︒
いの逸品も登場
・ワインのある食卓
この４品種を知れば︑ニッポン
王将の餃子から高級広東料理の
フカヒレ入りスープ餃子まで︑
京阪神の名店が揃い踏みし︑そ
こで作る人︑食べる人の想いを
フィーチャーします︒
酢じょう油だけじゃない︑黒煎
がちです︒
③わがままを
り七味や白味噌︑塩ダレ︑ポン
元気と誤解するな
酢などがスラッと並ぶ﹁
﹃タレ﹄
お酒の席で︑大声で自分のことを語る
ント名鑑﹂や︑韓国︑ベトナム︑
人と争って自分が間違っておっても強 のが元気で︑黙っていると元気がない︑
ロシア︑イタリアなどの﹁ワー
情を張り通す︑これが元気でよいと思 とは言えませんね︒
ルド餃子西遊記﹂など︑餃子の
道路で危険な運転をする車がきたから
ったら大間違いである︒
魅惑の世界を隅から隅までずず
︵﹁論語と算盤﹂人格と修養︶ といって︑ただ︑﹁オレは逃げないぞ﹂
〜いと⁝⁝
と胸を張って︑自動車に突き当たってみ
▽料理王国／ 月号
特集１ 秋の魚祭り！
・調理法別 魚調理虎の巻
・飲食店の賢い魚介の仕入れ術
・﹁納め屋﹂
を知っていますか？
・シェフたちの外国産魚介活用
法
・魚醤使いプロフェッショナル
・ファンタスティック！魚料理
∞︵ｕｎｌｉｍｉｔｅｄ︶
・魚を食べるって行為は︑未来
に受け継がれるべき日本文化
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ても︑これは元気ではなく︑無謀なだけ
現代の言葉で言うと⁝⁝
人と争ったときに︑たとえ自分が間違 です︒
えていても︑我を通す︒それは︑﹁元気
そうではなく︑自分の力で果敢に行動
がいい﹂というのはまったく別ものであ
し︑自分の信念を実現する︒あるいは︑
る︒
自分をより高めようと︑ひたすら努力す
自分を高める情熱が本当の﹁元気﹂である る︒
つまり︑自分自身の品位を保ち︑高め
元気がある︑威勢がいい︑覇気がある
︱︱これは︑人生をよく生きるために︑ る情熱︑それが﹁元気﹂というものでし
ょう︒
大切なことです︒
︵日経ビジネス人文庫より︶
けれど︑その意味はしばしば誤解され

︵第三章︶規律を学ぶための教え

‥

‥

‥
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店の価値をライブにリアルタイ
飲食店にとって︑出店する立地戦略は非常に重要なテーマですが︑
ムで伝えられるのが︑ツイッタ
﹁個店志向﹂﹁地域密着志向﹂に加えて﹁ソーシャルメディア化﹂という
ーやフェイスブックなどのソー
三つのマーケットの変化によって︑これまでの常識が変わってきました︒ シャルメディアです︒
店が発信するメッセージに共
食材やスタッフに振り︑そして 感した客は︑どんな悪立地にあ
利益は次の店に投資するのです︒っても一度は訪ねたくなります︒
一方で︑一等地の駅前の１階
その背景にあるのは﹁個店志
向﹂﹁地域密着志向﹂というマ 路面の店でも︑チェーン店的な
ーケットの変化です︒駅前のチ マニュアル性を感じる店には行
ェーン店には行かない︑自分の きたくありません︒
﹁あのチェーンがやってる店
価値観に合う料理やサービスを
提供してくれる店を選ぶ︑顔や はコンセプトだけで中身がない︒
名前を覚えてくれている店で︑ いつもガラガラですよね⁝⁝﹂
居心地のいい時間を過ごす︑﹁サ というようなネガティブ情報が
ク飲み﹂や﹁〆飲み﹂ができる ソーシャルメディアで伝わった
使い勝手のいい店に通う︱︱こ りしたら︑本当に厳しい︒その
うした顧客の個々のニーズやウ 店は︑どんなに安売りをしても
オンツに応えられるプロフェッ 続きません︒
しかし︑﹁あそこはチェーン
ショナリズムが必要な時代にな
店でも︑食材にこだわっている
ったのです︒
店と客が﹁価値のシェア﹂を し︑ホスピタリティが高い﹂と
いったポジティブ情報が拡散さ
し合う時代の到来です︒
そこで大きな役割を果たすの れれば︑チェーン店でも勝って
が︑﹁ソーシャルメディア﹂で いるケースが少なくありません︒
ソーシャルメディア時代には︑
す︒
﹁私たちはお金がないので︑ 忌み嫌われている駅前の﹁空中
こんな場所でしか開業できませ 店舗﹂でも︑コンテンツ力と発
んでした︒でも︑食材には特別 信力次第で勝ち組に入ることは
な思いがあり︑料理やサービス 可能なのです︒
にも自信があります︒コスパは ︵フードスタジアム﹁編集長の
言うまでもありません﹂と︑自 つぶやき﹂より抜粋︶

﹁立地戦略﹂の常識が変わった！

東北の日本酒︑応援特需
３県の出荷量︑２〜３割増
東北の蔵元が造る日本酒の販
売が好調だ︒岩手︑宮城︑福島
３県の日本酒の出荷量は４月以
降︑前年同月比２〜３割増で推
移している︒
岩手県で ％増︑宮城県で
％増︑風評被害の懸念が続く福
島県でも ％増だった︒
﹁精肉店とワイン﹂イメージ
人気博す南仏風ビストロ
ダイニング・バーを運営する
ダイナックがＪＲ東京駅そばの
オフィス街に開いたビストロ︑
﹁ラ・ブーシェリ・エ・ヴァン﹂
が人気を博している︒
コンセプトは﹁南仏にある精
肉店が運営するビストロ﹂︒店
頭には食肉入りのショーケース
を置いている︒
ソムリエの資格を持つ店長ら
がワインの産地や飲み方を客に
丁寧に説明する︒丁寧な接客態
度も同店の売りとなっている︒
フードメニューは︑おすすめ
ステーキを常に６種類程度用意
する︒肉は牛と豚だけでなく︑
羊︑鹿︑ジビエなども取り揃え
る︒
注文は１００ｇから受け付け
ており︑注文量は ｇ単位で増
やせる︒
48

これまでの立地戦略の常識は︑松涛神社駅と上町駅の真ん中の
店前交通量の多い﹁ターミナル 商店街を抜けた辺鄙な場所から
駅前の１階路面﹂が最高とされ スタートした﹁串かつ田中﹂は︑
てきました︒せいぜい専用階段 都心から離れた住宅街地で常連
のある地下と２階物件までで︑ 客をつかみ︑すでに７店舗目を
空中階は対象外という飲食企業 準備中です︒
は多い︒土日のきかないビジネ
﹁アガリコ﹂﹁ゴッチス﹂同
ス街やローカルエリアの住宅街 様︑グローバルダイニング出身
なども︑できれば避けるという 者が経営する﹁アジアンビスト
セオリーが一般的でした︒
ロＤａｉ﹂は︑たまプラーザ駅
しかし︑最近の繁盛店を見る 近くの２階物件で１号店︑藤が
と︑﹁えっ︑こんな立地で︑な 丘で２号店︑そしてさる９月
ぜ？﹂と驚くことが多くなりま 日︑新百合ヶ丘駅前商店街を抜
けた目立たない立地に３号店を
した︒
事例を挙げれば︑﹁ヴィノシ 出しました︒
ティ﹂は神田でもあまり人が通
これらのオーナーたちは︑﹁わ
らない外れに ざわざ競合店の多い駅前や家賃
あります︒池 の高い立地に出すことはない︒
袋の﹁アガリ いい店をつくれば︑お客さんは
コ﹂や﹁ゴッ 探してでも来てくれるし︑いい
チス﹂も信じ お客さんが常連になってくれる
られないよう 確率が高い﹂と割り切ります︒
な悪立地で開
結果的には︑﹁ブルーオーシ
業しながら︑ ャン戦略﹂ですが︑要はリピー
連日満席を続 ター客を呼び込む自信があるか
けています︒ ら︑初期投資や家賃が安くてす
世田谷通り︑ む立地を選び︑浮いたコストを
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明は︑詳細でより多くの情報 るときに﹁よく拭いてお上が
提供が求められます︒
りください﹂とだけ書いてあ
このような指示を出すのは︑ると︑﹁脱衣所の掃除を面倒
ほんの 秒ほどで説明できま 臭さがっているな﹂と読む人
す︒この 秒をはしょるから︑もいるのです︒﹁床がすべる
作り直しをさせることになっ こともありますから︑よく拭
いてお上がりください﹂とあ
てしまうのです︒
顧客への説明も同じことで れば︑お客様への心遣いと分
す︒相手が分かっていても︑ かるというものです︒
若干の説明が効いてきます︒
昔は﹁立入禁止﹂という看
﹁使った洗面所をきれいにし をよく見かけました︒でも︑
ましょう﹂ではなくて︑﹁次 なぜ入ってはいけないのか︑
の人が気持ち良く使えるよう ということを言わなかったの
に⁝⁝﹂と一言説明を加える です︒今は﹁怪我をするかも
ことです︒温泉の風呂場を出 知れないので﹂と︑分かりき

なぜ燗をするのか

﹁がぶ飲み系﹂のいわゆるカ
ジュアルワイン業態の店がもの
すごい勢いで増えている中で︑
﹁日本ワイン﹂﹁国産ワイン﹂
を出すワインバーやバル︑
﹁和食とワイン﹂の店も
増えています︒
﹁ワインバル﹂﹁ワイ
ン食堂﹂﹁ワイン居酒屋﹂
など︑カジュアルワイン
業態の店が急増したが︑
﹁高くて不味い﹂という
イメージのあった﹁日本
ワイン﹂﹁国産ワイン﹂
︵日本ワインは１００％
国産ぶどうで醸造された
もの︒国産ワインは輸入
原料を使用し日本で醸造された
ものを含む︶を強く打ち出した
店がここにきて目立ち始めまし
た︒

昨年 月︑ワインリストのほ
とんどを日本ワインで取り揃え
た新宿３丁目の﹁ＪＩＰ﹂がオ
ープンしました︒店内にはショ
ップが併設され︑２００
種類以上ある中から︑そ
の場で選んだワインが抜
栓料１５００円で店内で
楽しめます︒グラスワイ
ンは常時 〜 種類以上
あり︑価格は４００円か
らと︑気軽に色々な品種
を飲み比べることができ
ます︒甲州︑シャルドネ
はもちろん︑あじろん︑
ツヴァイゲルトレーベな
ど品種や地域も幅広く︑
北は北海道から南は九州・大分
のものまで取り揃えています︒
今年７月には︑﹁国産ワイン﹂
専門ワインバル﹁ＷＡ﹂が外苑

が増えている!!
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ってこいの容器だったわけで
す︒
では︑なぜ日本酒は燗をし
て飲まれるようになったので
しょうか︒燗は︑世界の飲酒
方法から見ても︑きわめて珍
しい飲み方だといいます︒燗
をするようになった理由につ
いての明確な答えはどの文献
にも記されておらず︑いまも

江戸中期から湯煎方式
背景に東洋医学思想も

の時代には︑大型だった徳利 って謎のままですが︑当初は
が１合入り︑２合入りという 寒い時期だけだったというこ
ように手頃な大きさになり︑ とから︑体を温めるためだっ
広く普及しましたが︑この頃 たのではないかとする説が有
から︑湯煎方式による燗が一 力です︒中国では古くから︑
般化したと考えられています︒寒い時期には温酒︑暑い時期
鉄鍋に酒を入れて直火で温 には冷酒として飲んだという
める直鍋方式では︑酒の温度 記録があり︑白楽天の有名な
の加減がむずかしいですが︑ 詩の一節に﹁林間暖酒焼紅葉﹂
湯煎なら調整しやすい︒チロ というのがあります︒
リや小型の徳利は︑湯煎にも
また︑日本で酒を温めた別
の理由としては︑東洋的な医
学思想が背景になっている︑
とする説もあります︒たとえ
ば︑貝原益軒の﹃養生訓﹄に
は︑冷酒は体によくないと書
かれています︒その他︑夏を
越して熟成させた寒造りの酒
は燗をすると口当たりがよく
なり︑こくも出るからという
説や︑燗をした方がゆっくり
飲むから悪酔いしにくいため︑
という説などがあります︒
燗酒は文化です︒大切につ
なぎましょう︒
︵柴田書店﹁日本酒百味百
題﹂参考︶

｢国産ワイン専門店｣

っていても︑説明が一言あり
ます︒
同じように︑会社の場面で
も︑ 秒ですむ説明や１行の
追加説明を惜しまないことで
す︒
私たちのマネージャー会議
のことですが︑進行係を決め︑
議題を決めて︑目的や理由の
説明をすることで無駄なくス
ムーズな会議になったことは
確かです︒説明は大切な言論
です︒
︵Ｓ・Ｊ︶

目的や理由を説明することが成果へとつながる
リーダーシップの高い人は︑番大事であるかを知っている
面倒臭さがらずに目的や理由 方が効果的に結びつくのは明
の説明をします︒昔は︑語ら らかです︒
ずとも悟れとか︑背中を見て
資料作成を依頼するときも
感じ取れなどと言われたもの 同じです︒誰に︑いつ説明す
ですが︑これは現代流ではち るのか︑目的は何かを︑作成
ょっと厳し過ぎると思います︒者に説明しておくことです︒
目的を説明する理由は︑そ
業界知識がある人への資料
れが分かっている方が部下が とそうでない人では︑同じ中
動きやすく︑また成果に近づ 身でも見せ方が違います︒年
くからです︒
配の人が多い場面では︑フォ
会議の目的が分かっていて ントを大きくすることや簡明
準備ができるのと︑まったく な箇条書きで提案書を作成す
趣旨が分からず手ぶらなのと ることに留意することでしょ
では違います︒どの議論が一 う︒若い実務家レベルへの説

プロのおもてなし
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飲食店経営者・店長・スタッフなど約２００名来場

原点回帰／ワイン＆日本酒

従業員教育の一つのヒント(32)
日本酒がいつ頃から燗をし ます︒燗鍋の材質は鉄でした
て飲まれるようになったのか︑が︑中世から江戸時代にかけ
定かなことは分かっていませ て一般には︑炊事用の鉄鍋が
ん︒燗についての文献上の初 酒を温めるのにも使われてい
見は平安時代中期に成立した たようです︒
﹃延喜式﹄で︑﹁土熬鍋︵ど
ところで︑この時代に燗を
こうなべ︶﹂という記述があ
ります︒土熬鍋というのは小
さな銅製の鍋ですが︑ここに
酒を入れ︑直接火にかけて温
めていたと考えられています︒
このような酒の温め方を﹁直
鍋︵じきなべ︶﹂または﹁直 して酒を飲んだのは︑９月９
燗︵じきかん︶﹂といいます︒日の重陽の節句︵菊の節句︶
燗という字の初見は江戸時 から翌年３月３日の桃の節句
代初期の﹃醒睡笑﹄とされま までの間だけだったとも言わ
すが︑初期から中期にかけて れ︑燗酒といわずに﹁煖酒︵
の頃には︑酒を温める専用の あたためざけ︶﹂と呼んだと
鍋として﹁燗鍋﹂が登場し︑ いいます︒寒い時期だけでな
井原西鶴の﹃好色一代男﹄に く︑一年中燗をするようにな
は︑﹁女郎の手つから燗鍋の ったのは︑江戸中期以後とさ
取まはし﹂という条が出てき れています︒また︑中期以後

七十三

名が来場しました。
皆さん各々、自店でのドリンク
類食中酒の品揃え・提供方法をい
かに充実させるかに思いを巡らせ
ながら、熱心に味わいを確かめて
いました。
去る10
月18日に西武高槻店６階
の多目的ホールで開催されたコヤ
マカンパニーの秋のイベント「原
点回帰／ワイン＆日本酒 プロの
おもてなし」には、飲食店経営者
・店長・スタッフらおよそ２００
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前にオープン︑日本各地から１
００種類以上のワインを取り揃
えました︒ボトルは３０００円
から５０００円までが中心︒料
理も肉︑魚介︑野菜はすべて国
産にこだわったうえ︑下味やソ
ースなどには味噌や醤油を使用
し︑ワインとのマリアージュに
こだわっています︒
８月に代々木八幡にオープン
した﹁おいしい日本のワイン三
ｓｕｎ︵さんさん︶﹂は国産ワ
インしか置いていませんが︑地
元客で毎晩立ち飲み席まで埋ま
っています︒山梨のワインが中
心ですが︑あまり手に入らない
ボトルも豊富に取り揃えていま
す︒
大阪でも北新地のど真ん中に
オープンした﹁北新地バル﹂
は︑
国産ワイン専門バル︒羽曳野市
にあるワイナリーの﹁河内ワイ
ン﹂など︑地のワインを中心に
品揃えし︑リーズナブルな価格
で提供しています︒
こうした専門店での﹁国産ワ
イン体験﹂を重ねながら︑﹁高
くて不味い﹂といったイメージ
を払拭し︑日本ワインに目覚め
た客が増えていると言っていい
でしょう︒
これまで︑輸入原料を使用し
た︑粗悪で低価格の﹁国産ワイ
ンが悪いイメージをつくってき
ましたが︑最近では国内にワイ
ナリーが増え︑醸造技術も格段
に向上し︑１００％国産の醸造
用ぶどうを使ったハイレベルな
﹁日本ワイン﹂が増えてきまし
た︒﹁日本ワイン﹂は食の安全
・安心という消費者の志向にマ
ッチします︒こうした背景に加
え︑﹁ジャパン・クオリティ﹂
追求というトレンドも手伝って
大きなフォローの風が吹き始め
たと言っていいでしょう︒それ
はまた︑
日本酒地酒への見直し︑
国産クラフトビールの復活など
と軌を一にするものでしょう︒
この追い風はかなり息が長い
ものと思われます︒﹁国産ワイ
ン専門店﹂ばかりでなく︑既存
のワイン業態の店にも普通に国
産ワインが並ぶ風景が見られる
ようになるでしょう︒
︵﹁フードスタジアム﹂９月
号より︶
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