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ド
Ⅳ期・蔵元発信の酒造りの時代 而今﹁あまてらす﹂池袋／貴
﹁吟
吟﹂大森／天青﹁天★﹂東高円
・銘柄の系譜
Ⅴ期・日本酒の未来予想図
寺／宝剣﹁日本酒はなおか﹂大
日本酒年表
日本酒蔵探訪
●外食業界・消費者動向
塚／奈良萬﹁酔香﹂押上／伯楽
Ⅰ期・飲めよ造れよモーレツ期 剣菱／１００年残る味
星﹁和﹂恵比寿／十四代
﹁串駒﹂
Ⅱ期・地酒ブームがやってきた 獺祭／﹁磨き﹂の美学
トップに聞く今年の重点施策
▽ｄａｎｃｈｕ／３月号
大塚
相場康則サントリー酒類社長
特集 新しい日本酒の教科書／ Ⅲ期・新御三家は﹁吟醸・山廃 ・名酒と居酒屋
真髄を知るならこの居酒屋へ
・おいしい家飲み攻略法
ウイスキーでは高級分野に力
分でわかる日本酒のキーワー ・純米﹂
日本酒と肉つまみ
を入れる︒昨年は対面接客型ボ
牛肉 簡単ローストビーフみか
トルキープに対応する﹁ボトル
んソース／ミートソースキャベ
・バー﹂を提案した︒今年４月
ツスバゲッティ
には大阪市に工場見学のような
﹁ソニーの社長時代︑最新鋭の設備を 下への指導力︑統率力だと考えていまし
鶏肉 鶏のりんご照り焼きトマ
雰囲気を楽しめる情報発信拠点
備えた厚木工場ができ︑世界中から大勢 たが︑誤りだと分かったんです︒
トソース／ゆで鶏と菜の花のか
﹁ウイスキーハウス﹂を開業す
の見学者が来られました︒
以来私はリーダーシップを︿影響力﹀
ぼすマリネ／ミートボールとね
る予定︒
しかし一番の問題だったのは便所の落 と言うようにしました﹂
ぎのスープ煮込み
﹃ハイボールスタイル﹄の定
書きです︒会社の恥だからと工場長にや と言われたんです︒
豚肉 豚肉の白菜ロール胡麻味
着化とともに﹃ロックスタイル﹄
めさせるよう指示を出し︑工場長も徹底
リーダーシップとは上から下への指導
噌ソース／梅風味のサルシッチ
を提案していく︒
して通知を出した︒それでも一向になく 力︑統率力が基本にある︑それは否定し
ャ
昨年の販売量６２０万ケース
ならない︒
ません︒けれども自分を中心として︑上
・クールな飲み方新発見
／年を今後 年で１０００万ケ
そのうちに﹃落書をするな﹄という落 司︑部下︑同僚︑関係団体⁝⁝その矢印
冷たい日本酒のおいしい愉しみ
ース／年まで伸ばしたい︒
書きまで出て︑私もしょうがないかなと の向きは常に上下左右なんです︒
方
ウイスキー以外では︑ＲＴＤ
諦めていた︒
だから上司を動かせない人に部下を動
酒米最前線／そんな雄町に魅せ
︵低アルコール飲料︶に力を入
するとしばらくして工場長から電話が かすことはできません︒
られて
れる︒女性を軸に据えた商品提
あり︑﹃落書きがなくなりました﹄と言
上司を動かせる人であって︑初めて部
世界のＳＡＫＥ／フランス人シ
案ができるかが消費拡大のポイ
うんです︒
下を動かすことができ︑同僚や関係団体
ェフの﹁料理×ＳＡＫＥ﹂
ント︒
﹃どうしたんだ？﹄と尋ねると︑﹃実 を動かすことができるんです︒
日本酒を買いに行く／情熱の全
シニア層にも注目し﹁こだわ
はパートで来てもらっている便所掃除の
よきリーダーとはよきコミュニケータ
国酒販売カイド
り果樹園のお酒﹂を発売︒小容
おばさんが︑蒲鉾の板二︑三枚に︑
ーであり︑人を動かす影響力を持った人
・進化する﹁大吟醸﹂
量・品質など消費パターンを分
を言うのではないでしょうか︒
︿落書きをしないでください︒
大吟醸って何だろう？
析して商品開発する︒
ここは私の神聖な職場です﹀
あの便所においては︑パートのおばさ
﹁天の戸﹂森谷杜氏が造る大吟
高級ビールのザ・プレミアム
と書いて便所に張ったんです︒それでピ んこそがリーダーだった︒そうやって自
醸は︑いま
・モルツの刷新が効を奏してい
タッとなくなりました﹄と言いました﹂ 分が望む方向へ︑相手の態度なり行動な
料理人が考える／大吟醸と料理
る︒より商品価値を高めるなど
りが変容することによって︑初めてリー
井深さんは続けて
酒屋店主が叫ぶ／オレの最高峰
オーソドックスな発想を推進す
﹁この落書きの件について︑私も工場 ダーシップが成り立つのです︒
はこれだ！
る︒
長もリーダーシップをとれなかった︒パ
︵致知出版社︶
・ためしてガッテン名物ディレ
︵日経ＭＪより︶
ートのおばさんに負けました︒
クターと一緒に考えた︑脱﹁辛
その時に︑リーダーシップとは上から
口の酒ください﹂のススメ
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﹁リーダーシップとは︿影響力﹀である﹂
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生ハムと燗酒
斬新なマリアージュ
日本酒の聖地
大塚から始まる
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ソニー創業者・井深大氏が語ったリーダー論
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日本酒の名店が数多くあることで知られる東京・大塚︒その地 メリア ﹂の生ハム︑サラミ類︒ に優しい有機野菜も味わえます︒
ドリンクは日本酒とワイン︒
にまた新たに﹁ Ｒｏｔｉｅ︵ニッキューロティ︶﹂という一店 切り立ての美味しさと共に︑か
が加わりました︒とは言え︑生粋の日本酒専門店ではありません︒たい塊を極薄くスライスするこ ほかに数は少ないが焼酎︑梅酒
﹁ Ｒｏｔｉｅ﹂は厳選こだわりの生ハム︑サラミとタンドリー とで︑旨味が際立つことから︑ などを取り揃えています︒日本
窯で焼く肉料理に熟成チーズと︑日本酒とワイン︑双方の醸造酒 塊で仕入れます︒だから飲食店 酒は１２０ グラスで提供する
とのマリアージュを楽しむ店です︒しかし︑同店最大の特徴は日 ではめずらしいスライサーを置 冷酒が４５０円︒その時々で銘
本酒の新しい魅力︑﹁燗酒とのマリアージュ﹂にあります︒
き︑﹁オーダーごとにカットす 柄︑タイプの異なる日本酒が７
る﹂というこだわりようです︒ 種類︒燗酒もやはり季節などで
大胆で繊細な出会いを演出し 出店を決定づけたといいます︒
よく知られている熟成したパ タイプも変わるが︑純米酒︑純
たのは︑オーナーシェフの江澤 ﹁燗酒の熱が生ハムの脂を溶か ルマ︑プロシュート・ディ・サ 米原酒︑純米無ろ過生原酒など︒
雅俊氏︒証券マンだった江澤氏 し︑熟成した香りと一体化して ンダニエールやサラミ類︑豚の しっかりと米を感じ︑体にも優
はもともと好きだった料理の世 旨味が口中に広がります︒じん 脂の塩漬けを熟成したラルド︑ しい︑自然派の造りにこだわっ
界に将来を求め︑調理学校でフ わりとした余韻は格別です︒﹂と 豚のほほ肉の生ハムグァンチャ ています︒価格は７５０円〜９
ランス料理を学んだといいます︒美味しさの理由を説明します︒ ーレなど︑その時々に仕入れる ００円で︑正１合で提供します︒
卒業後は本場フ
ワインはグラ
ランスへも渡り︑
ス︵６８０円〜
帰国後は有名フ
８５０円︶のほ
レンチ店で修業
か︑白を中心に
した﹁王道のフ
泡︑
赤のボトル
レンチシェフ﹂
が 〜 種類 (
なのです︒
３８００円〜︶︒
そんな彼が日
日替りのボトル
半分量のデキャ
本酒へ傾倒する
ンタもあります︒
のは︑有名和食
居酒屋の２号店︑おでん業態立
生ハムと熱燗の魅力があます ５種類ほどが常時揃います︒お
生ハムを日本酒とワイン︑そ
ち上げへ誘われたことから︒和 ことなく味わえる﹁ Ｒｏｔｉ すすめはそれぞれの個性を一皿 れぞれと飲み比べるのもおもし
食はおろか︑おでんを作った経 ｅ﹂は大塚駅から徒歩 分︒日 で味わえる２種盛り︵１０００ ろい︒冷酒は肴だけで飲め︑燗
験もない同氏はまったくの自己 本酒の名店が並び︑昭和の雰囲 円︶︑３種盛り︵１５００円︶︒酒は料理ありきで︑料理を引き
流でスタート︒立ち上げにかか 気を残す通りにあります︒軒先 そしてもう一つの名物はタンド 立て︑ゆっくり長く飲めるとい
わるうちに江澤氏は日本酒︑と に杉玉が下がる築 年以上の古 リー窯でじっくり焼く︑仔羊︑ います︒そんな違いを楽しめる
くに燗酒の深い味わいに魅せら い建物の同店は︑一見すると小 和牛もも肉︑
鶏︵１５００円〜︶︒のも︑フレンチ︑日本の飲食文
れたそうです︒
料理屋のようです︒店内は昭和 オーブン焼きとはまた違う肉の 化双方を知る江澤氏だからこそ︒
﹁酒を温めて飲む日本独自の酒
そんななか︑高品質なサルー の和風なイメージでいて︑どこ 美味しさを実感します︒
ミ︵生ハム︑ソーセージなどの かモダンアンティーク仕上げで︑ 熟成チーズのほかに︑ 種類 文化を外国人にも知ってほしい﹂
食肉加工品︶を専門とするショ 燗酒と生ハムの斬新なマリアー 近くある一品総菜から３品選べ と江澤氏は言います︒ぜひ若い
ップ︑﹁サルメリア ﹂との感 ジュを盛り上げます︒︵写真︶ る︑１０００円の小つまみがあ 世代にこそ味わってほしい名店
動的な出会いが﹁ Ｒｏｔｉｅ﹂ オンメニューの筆頭は﹁サル ります︒また︑長野から届く体 です︒︵フードスタジアムより︶
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ブ稲葉のママ︑白坂亜紀さんは
﹁私たちは﹃第二秘書室﹄とも
呼ばれているんですよ と
｣いう︒
早稲田大学を卒業し︑ 歳で自
分の店を構えてから︑ 年以上
銀座という街に関わってきた︒
﹁重要なお取引先の接待では
に鍛えられ︑百戦錬磨の女性た 担当ホステスまで決まっている
ちだ︒男性だけでなく︑人間観 会社もあります︒この会社の接
察のプロでもある︒
待ではこの子︑というように大
吉行淳之介︑遠藤周作︑柴田 きな接待は会社とクラブの連携
錬三郎など︑名だたる文化人が プロジェクトのようなもの︒だ
通ったクラブ魔里の大久保マリ からこそ︑部下やクラブのスタ
子ママはこんなふうに語ってく ッフをうまく使える人が成功す
れた︒
る男性です︒
﹁出世する人は若いころから
そのために一番大切なものは
勢いがある︒今は大先生となっ ﹁コミュニケーション能力﹂と
た人も知り合ったころは新人だ 亜紀ママは語る︒伸びる人は接
ったわけですが︑情熱的で努力 待の仕方︑部下や店のスタッフ
家で︑まず目が違うんです﹂
への振る舞い方がまず違うのだ
という︒
部下に対して威張らない
﹁好き嫌いを言わず︑どの女
サービス精神にもたける
の子にも気持ちよく接してくれ
る︒ご接待のときも︑いろいろ
そして伸びる男たちはいつも な子が自分の席でよいサービス
﹁人﹂に囲まれているとママは をしてくれた方が助かるのがわ
語る︒
かっているので︑まず︑どのス
﹁人として魅力に溢れていて︑タッフに対しても分け隔てなく
魅力に人が吸い寄せられていく︒よくしてくださるんですね ｣
亜
(
この人のためなら努力を惜しま 紀ママ︶
ないという人に恵まれることで
接待のとき︑お客さんはもち
仕事は成功を収めるのです ク ろん︑部下やお店の子まで全員
｣
(
ラブ由美／伊藤由美ママ︶
が楽しめるように気配りを欠か
銀座とはただ成功者が集い︑ さない︒部下を連れてくるとき
湯水のように美しい女性たちに は﹁お疲れさま︒今日は遠慮な
お金を注ぐ場所ではない︒銀座 く飲め﹂という具合に︑部下を
をうまく使いこなし︑味方につ 接待しているのかと思うぐらい
けた男性が出世するのだ︒
上司という顔をしないし︑威張
その意味でクラブは﹁第二の らない︒部下を抑えつけず︑い
ビジネスの場﹂でもある︒クラ いところを引き出そうとしてい
るのがわかるのだという︒
﹁だからこそ︑いざというと
きに
﹃この人のために頑張ろう﹄
と周りの人たちが一丸となるこ
とができるんでしょうね﹂︵亜
紀ママ︶
そしてサービス精神にもたけ
ている︒﹁知識があっても一人

銀座クラブママが証言する
エラくなる男の共通点

政財界をはじめ︑数多くのエ け︑灯をたやさずに看板を掲げ
リートを接待する銀座のクラブ︒てきたクラブという存在と︑そ
超一流のクラブのママたちは将 こで働く女性たちだ︒女性たち
来の出世頭をどう見分けるのか︒はもちろん︑日本の浮沈ととも
に︑幾多の男たちの浮き沈みも
見ている︱︱︒そんな一流クラ
情熱的で努力家で
まず目が違う
ブのママに﹁出世する男﹂の特
徴を聞いてみた︒
夜の灯がともると︑銀座はま
﹁私がお客様について︑あれ
ったく別の顔を見せる︒主役は これ言うのは僣越ですが⁝⁝﹂
もはや表通りのブランド店では と口調は上品だが︑ママたちの
ない︒日本の好況不況を潜り抜 金言は鋭い︒いずれも銀座の水

計画にネーミングすると
共通認識が高められる
計画やプロジェクトにイ す︒それだと他の会社の人
ンパクトのある名前をつけ がいるところで多少のこと
ましょう︒
を話しても︑誰にもわかり
繰り返しですが︑社是も ません︒
自分が関係するプロジェ
目標も︑目先の忙しさにか
まけて忘れてしまうもので クトにいろいろ名前をつけ
す︒ですから︑部下︵自分 るときに大切なのは︑部下
も︶が日々忘れないように にもその意味を説明し︑部
名前をつけるのです︒数字 下から名前を募ることです︒
計画やプロジェクトのネ
を織り込んでもかまいませ
ん︒たとえば﹁○○５５５﹂ーミングについて話し合う
のも︑共通意識を高めるこ
であるとかです︒
営業部門以外でも同じで とにつながります︒
す︒たとえば 戦
｢う経理部 ｣ 社内の勉強会や読書会に
﹁ありがとうと言われる総 もつねに名前をつけると︑
務部﹂などでもいいでしょ 会が結構長続きするもので
す︒
う︒
大事なプロジェクトには
計画にネーミングすると︑
名前をつけましょう︒社外 興味を持つことで共通認識
の人や関係のない人が聞い が高められ︑営業成績にも
てもわからない名称がいい 自然に表れてくると思いま
です︒近くにある山や河︑ す︒
名所あるいは頭文字などで
︵Ｓ・Ｊ︶

その八十八●酒造好適米とはどのような米か

たんぱく質含有量少なく
大粒で心白も大きい米

80
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す︒
心白の発現率は ％以上です︒
玄米の粒の大きさは品種に その他︑大粒心白米は吸水も
よって違います︒粒の揃った 早く︑蒸すと粒の外側が硬く
玄米１０００粒の重量を千粒 内側が柔らかい︑いわゆる外
重といいますが︑一般の飯米 硬内軟でさばけのよい蒸米に
の原料が 〜 グラムである なりやすく︑酒母やもろみの
のに対して︑ グラム以上の 中での消化性がよい︑などの
ものをとくに﹁大粒米﹂また 特徴を有します︒
は﹁大粒種﹂と呼びます︒そ
また︑米にはたんぱく質や
｣
して︑大粒種のなかでも︑粒 脂質︑灰分が含まれています︒
これらの成分は酒造りに必要
ですが︵たとえば︑日本酒独
特の旨みは︑麹カビがたんぱ
く質を分解してつくるアミノ
酸に由来します︶︑多すぎる
とかえって︑味や香りを損な
の中心部︵心白︶が白くうる ってしまいます︒これらの成
んで見えるものを﹁大粒心白 分の多くは米の表層部に含ま
れているため︑酒造りでは必
米﹂といいます︒
心白はでんぷん粒が粗い部 ず米を精白するわけですが︑
分で︑これが大きいと麹カビ 米の内部にも少ない方が酒の
が繁殖しやすく︑麹造りの重 質への影響がより小さくなる
要なポイントの一つである破 わけです︒
︵日本酒百味百題︶
精込み︵はぜこみ︶が容易に
なります︒
酒造好適米の検査基準では︑
2522

コラム
●従業員教育の一つのヒント(47)
日本酒の原料として使用さ
酒造好適米は︑一般の飯米
れる米は︑主食用の米 飯
に比べて栽培がむずかしいと
(米 )
と同じジャポニカ系統の水稲 いうこともあります︒たとえ
うるち米に属します︒わが国 ば︑大粒米のなかでも 雄
｢町
では多くの品種の米が栽培さ は米粒が大きく優秀な品種で
れており︑そのうちのどの品
種の米を使っても日本酒を造
ることはできますが︑なかで
も酒造りに適した米は﹁酒造
好適米﹂と呼ばれます︒
酒造好適米は︑一般の飯米
粒米 )
に比べて粒が大きく 大(
すが︑茎が長いため結実期に
白い芯の部分︵心白︶も大き 倒伏し︑機械での刈り取りが
いうえに︑たんぱく質含有量 しにくいという欠点がありま
が少ないという三つの条件を す︒したがって︑作付け面積
満たした品種です︒
はなかなか増えず︑雄町のよ
代表的な品種は︑山
｢田錦 ︑｣うに年々減少している品種も
﹁五百万石﹂︑﹁美山錦﹂︑ あり︑価格も高くなっていま
﹁雄町﹂などですが︑その生 す︒そのため︑一般の飯米も
産量はすべての酒造需要をま かなりの量が酒米として使わ
かなうにはとても及びません︒れているのが現状といわれま
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で抱え込むようなケチくさいこ
とはしない︒誰かに教えてあげ
たいというサービス精神がある﹂
ク
(ラブザボン／水口素子ママ )
という言葉の通りだ︒
これと全く逆なのは﹁お気に
入りじゃない女の子が来ると︑
手でシッシッと追い払うような
人﹂だ︒接待の席で威張ってい
ても︑偉い人とはち合わせする
と走っていって平身低頭する︒
﹁裏表がないことも︑夜の銀
座では信頼される要因です︒案
外狭い世界ですから︒接待で威
張っている人が︑自分より偉い
人と出会ったとたん︑豹変する
と興ざめです﹂︵亜紀ママ︶
威張るならずっと威張るキャ
ラでいてほしい︒そういう人は
案外可愛いな︑と女性に思われ
ていたりする︒
﹁最近は部下が年上なことも
あるでしょう︒年長の部下を下
の席に座らせて平気な顔をして
いる人もいますが︑伸びる人は
夜の席では役職抜きで︑年長者
を敬える人ですよ ︵
｣亜紀ママ )
銀座のクラブは闘う男が
素になれるわが家でもある
﹁クラブは仕事の場であると
同時に︑癒やしの空間でもあり
ます︒
日ごろから︑家族のような
お付き合いができる人は銀座の
使い方が上手だなと思います﹂
ただし︑わが家同然だからと
いって︑いつも会社の愚痴や悪
口を言っているような男性は出
世しない︒どうしても言いたい
ときはママだけに﹁今日は愚痴
を聞いてくれ﹂と前置きする︒
普段は愉快な楽しいお酒の席︒
でもしんみりと語るときもある︒
メリハリをつけているのだ︒
そ｢
れも小さな愚痴ではなく︑
大きな愚痴ですね︒部下にも奥
さんにも話せないことを︑話す
ことで決断しているんでしょう︒
人事を相談されることもありま
すよ﹂︵亜紀ママ︶
そんな男性は遊び方もきれい
だ︒もちろん夜の銀座であるか
ら︑色っぽい側面もあるが︑伸
びる男性は女性も口説かない︒
﹁本気で女性を口説いたら︑
その席はもう﹃わが家﹄でなく
なってしまう︒そこをわかって
らっしゃる方は︑下ネタの扱い
も上手で︑女性たちが不愉快に
なる線まで落ちる前にパッと話
を変えるんです﹂︵亜紀ママ︶
そして﹁優しさ﹂も共通する
ところだ︒お客様の目の前で失
礼なことを言ってしまった新人
に対して 後
｢で注意してあげて ｣
と亜紀ママに耳打ちしてくれる
人がいる︒﹁失敗しても目の前
では怒らない︒でも悪いことは
ちゃんと伝えてくれます︒懐が
深いんですね﹂
ただの優しさではなく︑本当
に人のことを考えている人だけ
が持つ﹁独特の優しさ﹂がある
のだとママたちは口々に語って
くれた︒
︵プレジデントより︶

