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チやディナーの効果的なつぶや が問われています︒若手からベ のもてなしに徹する﹂など︑支
き方法などの実践例を紹介する︒テランまで︑フレンチ・イタリ 配人が語る﹁必要とされるため
サントリーはこうした取引先 アン・和食・中華料理のシェフ のキーワード﹂も必見です︒
●外食業界・消費者動向
支援から集客ノウハウを磨き︑ １００人が登場︒シェフたちが 特集２ ﹁新・ガストロノミー﹂
ＳＮＳで客と親密に
間の個別指導も手がけ︑マニュ 取引先の満足度を高めるほか︑ 描くヴィジョンの中に︑これか へようこそ
アルも配布する︒
料理以外の投稿にも注目
らのレストラン像＝必要とされ ﹁ガストロノミー﹂を遠い存在
新
規
開
拓
に
も
繋
げる考えだ︒
日本での登録者が７６８万人
サントリーによると︑取引先
︵日経ＭＪより︶ る店づくりをあぶり出します︒ と思っていませんか？高級でゴ
を超えたとされるサイトのフェ の飲食店から﹁ツイッターのア
今︑注目すべき支配人９人
ージャス︑重厚で難解︱︱そん
︿グルメ誌の特集紹介﹀
イスブック︒客とのつながりを カウントを持っているがどうや
料理だけでなく店としての総合 なイメージを抱いているのでは
深める道具として利用する飲食 って販促に生かせばよいのか解 ▽料理通信／５月号
力が求められる時代です︒そこ ？としたら︑ちょっと損してい
店も増えた︒目立つのは画像を らない﹂といった声があいつい 特集１ シェフ１００人
で注目すべき若手オーナー支配 るかも知れません︒最新のガス
上手に利用するケース︒
でいるという︒
今日から実践できる﹁必要とさ 人の店づくりをクローズアップ︒トロノミーはシンプルで軽快で
フェイスブックでのコミュニ
セミナーでは︑ツイッターに れる店﹂１４１の仕事術︒
﹁使い勝手のいいヤツになる﹂ す︒新しいガストロノミーの世
ケーションが客の囲い込みに繋 使う写真の撮り方や曜日別ラン レストランはどうあるべきか？ ﹁必要な無駄は残す﹂﹁日本式 界を覗いてみませんか︒
がっている︒ネットで繋がった
客が店に抱く親近感は想像以上
末学︑大虚を小室に逃す︵﹁秘密曼茶羅十住心論﹂︶
に強い︒フェイスブックの利用
わけか創業者である会長は彼を嫌って
者の多くは︑自分のプロフィー
いました︒Ｎ君はいつも目立たないと
未熟な学問の者は︑
ルをかなり詳しく公開している︒
ころで働かされていたのです︒
個人情報を共有していればトラ
いよいよ不況になり︑会長の指名す
優
れ
た
人
材
を
過
少
に
評
価
す
る
︒
ブルも起こりにくい︒フェイス
るものたちが︑みんな尻込みして誰も
ブックに限らずＳＮＳ︵ソーシ
﹁大きな丘︵大虚︶を小さな部屋に あるから︑外国人を横綱にするわけに 社長を引き受けません︒そこで仕方な
ャル・ネットワーク・システム︶
隠︵逃︶すって︑そりゃあ︑いったい はいかない﹂といったならば︑それは く社長になったＮ君は︑それまで蓄積
による交流サイトは店と客の心
どういうことなんだい？ まさか巨漢 文字どおり﹁大虚を小室に逃す﹂こと してきたノウハウを大いに生かして︑
理的な距離をぐっと縮めてくれ
力士の把瑠都を四畳半の部屋に閉じ込 になります︒そのような人は末学とい 社長就任以来ずっと黒字を出し続けて
る便利なツールといえる︒使わ
って︑学問が未熟だからです︒学問と います︒
めるんじゃないだろうね﹂
ない手はない︒
は
﹁
道
理
を
知
る
こ
と
﹂
で
す
か
ら
︑
も
の
﹁
あ
っ
︑
そ
れ
は
よ
い
た
と
え
で
す
﹂
末学だった会長は︑何十年間もＮ君
ツイッター集客を指南
大虚は大きな力とも︑大きな能力と の道理がわかっていないのです︒
という大きな丘を小室に閉じ込めてき
飲食店向け無料セミナーなど
も解釈していいでしょう︒それが見え
和尚の友人のＮ君は︑従業員一五〇 たのです︒
サントリー酒類は集客にツイ
ないので相手を過少評価し︑長い間冷 人ばかりの中小企業の社長です︒Ｎ君
空海さんには︑二千人以上のお弟子
ッターなどのソーシャルメディ
や飯を食わせている例は世間に多いの が社長に就任したのは四年前のことで さんがあったようです︒きっと東寺や
アを使う意向の飲食店を支援す
です︒
す︒それまでこの会社は︑戦後︑創業 高野山の後継者選びには︑ずいぶん気
る︒主に︑クーポン発行の効果
外国から来た力士が熱心にけいこを 以来︑毎期赤字続きでした︒
をつかわれたことでしょう︒空海さん
的な時間帯や天候を反映した内
積んで勝ち進み︑横綱になる実力をつ
どうして︑もっと早く社長にならな が末学でなかったからこそ︑東寺や高
容など︑ツイッターを使った集
けてきたとします︒横綱を審議する人 かったのかって？Ｎ君は二十五年間こ 野山は現代まで栄えてきたのです︒
客術を指南する︒専門講師によ
たちが︑もしも﹁相撲は日本の国技で の会社に勤めてきましたが︑どういう
︵中経文庫より︶
るセミナーを開くほか︑３ヵ月
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飲食は﹁逆転のマーケティング﹂時代へ

‥

ほどの理由がない限り︑２時間
最近の繁盛店に共通しているのは︑売り上げ重視から客数重視に
も３時間もかけて高級フレンチ
シフトしていること︒﹁原価率﹂﹁客単価×客数﹂といったこれ
や和食コースを食べる時代は終
まで常識とされた経営指標よりも︑﹁客一人当たりの利益﹂を重
わりました︒しかし︑いまやそ
視しています︒
のレベルの料理は︑街のカジュ
アルなビストロやバル︑居酒屋
で味わえます︒逆に言えば︑広
がっている﹁属性﹂にフレキシ
ブルに対応できる店に客が集中
する時代なのです︒
だから︑安さを売りにする店
は︑一品ぐらいバカ高い料理を
置きなさい︑高級店はランチサ
ービスなんかやるよりはディナ
ータイムに﹁リゾットだけでも
ＯＫですよ﹂とかやってみなさ
い︑ということです︒

コンセプトはまさに
﹁一流のカジュアル店﹂

です︒食材と料理の腕は一流︑
値段は格安という業態︒小鍋を
含めた小皿割烹料理が５００円
均一で食べられます︒
神楽坂には最近︑麹町のフレ
ンチレストラン﹁オーグードゥ
ジュール﹂が﹁フレンチ前菜食
堂ボン・グゥ﹂をオープンしま
した︒﹁ボン・グゥ盛り２９０
０円﹂ほか︑１０００円以下の
アラカルトも豊富です︒グラス
ワインも５００〜８００円︒カ
ルトとグラスワインだけでも︑
﹁オーグードゥジュール﹂ワー
ルドを体験できます︒
４月 日には︑２００２年度
全日本最優秀ソムリエの阿部誠
さんがプロデュースする﹁馬喰
町 東京ぶどう酒店﹂がオープ
ンしました︒メインコンセプト
は︑まさに﹁一流のカジュアル﹂
です︒料理は︑都内の一流ホテ
ルやフランスで研鑚を積んだ経
験豊かな中村達也シェフ︑料理
全般のアドバイザーにホテル西
洋銀座の総料理長である広田昭
二氏を起用しています︒
これからのマーケティングは︑
﹁店の価値観﹂から﹁客の価値
観﹂に逆転してくるでしょう︒
そこがポイントになります︒
︵フードスタジアムより︶

﹁店の価値観﹂から﹁客の
価値観﹂へがポイント

﹁一流のカジュアル店﹂も増
えています︒﹁俺のイタリアン﹂
の母体︑バリュークリエイトが
バックについているという﹁銀
座しまだ﹂︒ミシュラン星付き
の﹁麻布幸村﹂出身の島田さん
が店主の﹁スタンディング割烹﹂

‥
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その２

す︒
﹁原価率﹂﹁客単価﹂の
これらの店が大手チェーン店
発想を捨てるべきです
と違うのは︑集客のための値引
まずは︑﹁原価率﹂﹁客単価﹂ きではなく︑あくまで﹁顧客を
発想を捨てるべきです︒いまの 楽しませるためのキーコンテン
顧客は︑単価が高かろうが安か ツ﹂であることです︒だから︑
ろうが︑﹁原価率﹂が見えるよ 注文の少ない客でも店は追加オ
うな料理を出す店には行きたく ーダーを取りに行かないし︑追
ありません︒東京・新橋の﹁俺 い出しをかけたりしません︒客
のイタリアン﹂では輸入価格の にとってはそのアバウトな接客
値段そのままで高級キャビアを が心地いいのです︒
提供しています︒神楽坂の﹁竹
子﹂や六本木の﹁松ちゃん﹂︑ 客は行きたい店に行き
渋谷の﹁すみれ﹂などメガ居酒 使いたいカネを使う
屋を展開する竹ちゃんグループ
は︑生ビール１８０円︑オープ
いまの顧客は︑﹁こういう店
ン記念の数ヵ月は︑﹁生ビール︑がほしい﹂﹁こういう店で飲み
ハイボール
たい﹂と決めてから店に行きま
円﹂を売りに す︒そしてまた︑﹁この店なら︑
しています︒ これぐらい使う﹂と決めている
完全に原価割 のです︒だから︑店側が﹁これ
れですが︑バ だけ使ってくれないと困る﹂と
ランスのいい 考えていても︑そうは問屋が卸
メニュー構成 しません︒つまり﹁客単価﹂に
を見ると︑ト 顧客の﹁属性﹂を求めても仕方
ータルではし のない時代なのです︒
っかり利益を
客は﹁行きたい店に行き︑使
確保していま いたいカネを使う﹂のです︒よ
80
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やこしい状況を乗り切ろうと
することなどは︑よくある話
です︒これは自分の言葉に責
任を持っていないことになり
ます︒
言行一致︑言々一致は信頼
を築く上で最も大切なことで
す︒
私も部下に何気なく声をか
けて誘って︑そのままになっ
ているような気がします︒言
葉と行動は曖昧ではいけませ
ん︒そうすると︑いい加減な
軽いことは言えなくなります
が︑自分の言動に責任を持つ
とは︑言行も言々も完全一致
を常に心がける事だと思いま
す︒
︵Ｓ・Ｊ︶

小さなことでも言行一致︑言々一致を徹底すること
事です︒言々一致とでも言い
ましょうか︒
誰にでも同じことを言える
ことが必要です︒Ａさんに対
する説明とＢさんに対する説
明が違う場合があります︒こ
う言えばＡさんの顔が立つ︑
Ｂさんが気持ちよく聞いてく
れるだろう︑と思って︑違う
説明をしてしまうことです︒
いずれＡさんとＢさんが話し
たときに︑その違いを知るこ
とになります︒その瞬間に信
用失墜です︒
自分の上司と自分の部下に
違う説明をする人も散見しま
す︒極端に違う場合は少ない
にせよ︑微妙に違う表現でや

過ぎないでも︑満足感が得られ
ます︒お得感があるので︑安心
して︑人にも薦められるという
わけです︒
︵日経レストランより抜粋︶
今年で早くも
回目を迎えた高槻
ジャズストリート
ですが︑恒例どお
り５月３日︑４日
の２日間︑高槻現
代劇場大ホールや
高槻城跡公園市民
グランドなど︑高
槻市内の 会場で
賑やかに開催され
ます︒
各国各地から来
演するミュージシ
ャンは約６００グ
ループ３０００人︒注目される
のは米国からのスコット・ハミ
ルトン︵サックス︶︑英国から
のエド・ジョーンズ︵同︶︑日
本では宇崎竜童︑フライド・プ
ライド︑中本マリ︑ほか︒
野外のメイン会場︑市民グラ
ンドには２００卓８００席のレ
ストランが出現︑ビールを飲み
焼きそばなど食べながら︑特設
ステージでのジャズの演奏を楽
しめます︒
当日は 万人を超える聴衆が
来場︑２日間︑高槻の街は大い
に盛り上がります︒
なお︑株式会社コヤマカンパ
ニーも高槻ジャズストリートに
協賛しています︒
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︵写真は昨年の演奏会場風景︶
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言行一致の人は魅力的です︒契約書に書いてあることを実
やると言ってやらないと︑信 行するのは当たり前です︒小
頼性が低下するのは︑誰にも さな約束を果たす人が信頼で
明らかです︒会議や公の場で きる人です︒口約束を守れる
の発言であれば︑結構︑言行 人です︒
一致が多いのですが︑日ごろ
よく使われる言葉に﹁いつ
の小さなことに対する言葉に か﹂﹁そのうちに﹂﹁ま今度﹂
責任を持つことが重要なので などがあります︒﹁いつかや
す︒
ろう﹂﹁そのうちに飲もう﹂
部下や若手に﹁そのうちに ﹁また今度会おう﹂などと︑
飲みに行こう﹂と空手形を乱 小さな約束を悪気なくしてい
発している上司は︑きわめて ませんか︒実行することが必
みっともない︒人間力があり 要です︒そうでないのなら︑
これからは自分の口からそん
ません︒
約束なるもの︑相手が社長 な言葉が飛び出さないように
であろうと︑相手が新人社員 することです︒
やアルバイトであろうと︑関
行動と言葉の一致は大切で
係ありません︒大きな約束や すが︑言葉と言葉の一致も大

用して①では浄瑠璃﹁浦島﹂
の一節﹁酒の香聞けば前後を
忘るる﹂を︑②では狂言﹁伯母
が酒﹂の一節﹁好い酒か悪し
い酒か私が聞いて見ずばなり
ますまい程に︑一つ聞かせて
下されい﹂を挙げています︒
嗅ぎ試みることも味わい試
みることも︑いずれも﹁きき
酒﹂の意味に通じていること
から︑﹁酒をきく﹂の﹁きく﹂
は﹁聞く﹂から来たのではな
いかとする説があります︒た
だ︑﹁酒を聞く﹂と書いたの
ではいかにも耳の感覚のよう
でしっくりとしません︒
一方︑
﹁利く﹂には﹁
︑目が利く﹂とか﹁
鼻が利く﹂といった言い回し
があります︒そこで︑﹁利﹂
に口偏をつけて︑﹁口で以て
きく﹂という当て字ができた
のではないかとも考えられて
います︒日本酒用語の歴史を
辿ってみるのも酒の肴の一つ
ですね︒
︵日本酒百味百題︶

写真は店内に常時１００
本以上置かれているワイ
ンボトル。白字で販売価
格が書かれています。

１万円以上のものはほとんどあ 円から９００円︵外税表示︶︒
りません︒
５８０円という価格帯が最も多
注文時には︑スタッフがお客 く︑１０００円以上の価格にな
の嗜好に合わせて︑数種類のワ る料理は置かないと決めていま
インボトルを﹁候補﹂としてテ す︒人気メニューの一つ︑﹁ア
ーブルまで持ってきてくれます︒ンチョヴィポテト﹂︵３８０円︶
値段が分からないままつい高い は︑１皿にジャガイモを２個半
ワインを注文してしまって後悔 〜３個も使ったボリューム感が
するというストレスを与えない 好評です︒
工夫です︒ちなみに︑ワインリ
バケットが１人１００円で食
ストは置いていません︒お客と べ放題というのも同店の特徴︒
の会話のきっかけを作るためで スープにひたして食べられる料
す︒
理﹁ツブ貝のブルゴーニュ風﹂
料理メニューは︑グランドメ が出数ＮＯ１の人気です︒お客
ニューで 種類︑日替わりで８ にしてみれば︑バケットを好き
種類あります︒価格帯は２００ に食べられるので︑料理を頼み

こう︶﹂といいます︒聞香に
は︑香りを嗅ぎ分ける遊びと
いう意味もあります︒﹁にお
いを嗅ぐ﹂という鼻の感覚を
﹁聞く﹂という耳の感覚で表
現することは古くから行われ
ていたようで︑謡曲の﹁弱法
師﹂には﹁や︑梅の香が聞こ
えて候﹂という情緒ある台詞
があるし︑﹁今昔物語﹂にも

﹁鼻にて聞けば﹂という表現
が見られます︒
﹁広辞苑﹂によると︑﹁聞
く・聴く﹂には﹁︵﹃利く﹄
とも書く︶物事をためし調べ
る﹂という意味もあり︑その
語義を細分すると︑①嗅ぎ試
みること︑②味わい試みるこ
と︑などに分けられます︒そ
して︑用例として古典から引

﹁聞香﹂もあり古くから
﹁嗅ぎ分ける﹂を﹁聞く﹂

ていない当て字です︒
日本語の﹁きく﹂という言
葉には多くの意味があり︑こ
の音を持つ漢字も﹁聞く﹂﹁聴
く﹂﹁利く﹂﹁効く﹂などい
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コヤマカンパニー
ＩＳＯ委員会より
本紙読者の皆さまのおかげ
で︑ペットボトルのキャップ
が４月５日現在で 万９６０
個になりました︒ワクチンに
して６０１人分︒世界の子供
たちの尊い生命が救われてい
ます︒今後ともご協力のほど
よろしくお願い申し上げます︒
また︑コヤマカンパニーで
は︑両面印刷済のコピー用紙︑
古いパンフレット︑郵便物の
封筒など︑すべての紙類のリ
サイクルにも取り組んでいま
す︒毎日のゴミの量が半減し
ました︒このほかのエコ活動
にも積極的に取り組んで行き
たいと思っています︒アイデ
ア︑ご提案などございました
らぜひお寄せください︒

ＪＲ立川駅から徒歩４分の住
宅地という悪立地にもかかわら
ず平日でも連日満席という人気
店が︑ワインバーの﹁千年葡萄
家﹂です︒２〜４人のグループ
客が多く︑年齢は 歳前後︒女
性客が６〜７割を占めます︒
オープンから２年の新しい店
ですが︑販促には一切おカネを
使わず︑口コミで常連客を増や
してきました︒
その強味が︑料理とワインの
コストパフォーマンスの良さ︒
追求しているのは︑﹁食事を終
えたときに︑︵思ったより︶安
かったな︑
と感じてもらうこと﹂
︵苫米地紘史店長︶です︒
同店にはその工夫が随所に見
られます︒
例えば︑店内に常時１００本
以上置かれているワインボトル
には︑すべて白字のマジックペ
ンで︑販売価格が書かれていま
す︵写真︶︒価格帯は１８００
円から４０００円台までが多く︑

ワインリストを置かないワインバー
コスパの良さで平日でも連日満席

﹁
味わう﹂
をなぜ﹁
きく﹂
というのか

千年葡萄家(東京都立川市)

4
8

七十 九

30

従業員教育の一つのヒント(
3
7
)
ろいろあります︒これらの漢
字のうち﹁聞く﹂は︑もとも
とは声や音に反応する耳の感
覚を表す字ですが︑﹁におい
を嗅ぐ﹂という意味も持って
います︒
たとえば︑わが国には香を
薫いて楽しむ香道という芸道
がありますが︑そこでは︑香
りを嗅ぐことを﹁聞香︵ぶん

さあ､あつまろう
高槻ジャズストリート
10

｢全国繁盛店総点検｣〜１〜
日本酒のよし悪しを官能鑑
定することを﹁酒をきく﹂と
か﹁きき酒﹂といいます︒正
式には︑まず目で色の具合を
見てから静かに香りを嗅ぎ︑
それからごく少量を口に含ん
で味を吟味して︑それらの結
果から酒の出来具合を総合的
に判定します︒したがって︑
きき酒という行為の本来の意
味からすれば︑﹁見る﹂﹁嗅
ぐ﹂﹁味わう﹂といった動詞
が当てられてよさそうなもの
ですが︑なぜか﹁きく﹂とい
います︒
ちなみに︑通常国語辞典で
は﹁きき酒﹂の漢字表記とし
て﹁聞︵き︶酒﹂または﹁利
︵き︶酒﹂
が用いられており︑
一般によく使われる﹁ く﹂
という字は漢和辞典にも載っ
口利

（２〜３）

コ ヤマ 新聞
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