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︿グルメ誌の特集紹介﹀
▽料理通信／４月号
特集１ シェアする店の作り方
／続・シェフの﹁手仕事﹂いた
だきます
新しい店づくりのヒント＆実践
集
足りない部分は手を組んで補い
合ったり︑異なるもの同士が空
間を共有したり︑有機的な﹁繋
がり﹂から生まれる店づくりが
急増中︒
﹁シェアする﹂店づくり
で︑これまでなかった楽しさを
提供するオーナーたちの強さの
秘訣に迫ります︒
・空間をシェアする
・得意分野をシェアする
・昼と夜をシェアする
・定休日をシェアする
・元祖！？シェアする強い店
・小屋をシェアする
・異業種とシェアする
・農業とシェアする
・今︑なぜスタンドなのか？
スタンドを名乗る店がぽつりぽ
つり登場しています︒最近︑気
になる﹁スタンド﹂の店主に︑
﹁スタンド﹂に込めた思いを聞
いてみました︒
・世界のシェアする店づくり
シェアする店づくりは世界でも
進行中︒イギリス︑アメリカ︑
フランス︑イタリア︑オースト
ラリア︑スペインの﹁シェア事
情﹂をレポートします︒
‥

▽

▽

した︒参加が決定
すれば︑海外から
安い農産物や食品
が入ってきます︒
ダメ農家は競争力
を上げるよりも補
助金に頼るように
なり︑生産者のク

▽

▽

▽

▽

選ばれる店のポイント
セ｢ルフクオリティ で｣実現

｣

)

タントの指導などに踊らされて︑
ベンチマーク︵パクリ︶︑パッ
チワーク︵いいとこ取り︶︑リ
ライト︵業態の上書き︶ばかり
選ばれる店と選ばれない店の違いがハッキリしてきました︒そ アトモスフィア 空
(間・雰囲気 )に走る店や企業がいかに多いこ
のポイントは︑価値︵バリュー︶と品質︵クオリティ︶︒バリュ 追求による﹁ＣＤ＝カスタマー とか︒そうした情報やアドバイ
ーは抽象的だが︑クオリティは具体的︒いま︑３つの﹁クオリテ ・ディライト︵顧客歓喜︶﹂を スはあくまでマーケティング素
踏まえ︑さらにその上をめざす 材に過ぎません︒真のクオリテ
ィ﹂が求められています︒
﹁ＣＥ︵カスタマー・エクスペ ィは自分自身の中にあるのです︒
オリティ格差も広がります︒し リエンス︶﹂のことです︒
それを引き出して︑業態を﹁進
このＣＥの概念は顧客ニーズ 化させる力 ︑
まず一つ目のクオリティは︑ かし︑そこは飲食店にとってチ
それが﹁セルフ・
｣
日本のものづくりを支えてきた ャンス︒向上心の高い生産者と が多様化︑高度化 わがまま化
ク
オ
リティ﹂です︒
(
)
﹁ジャパン・クオリティ﹂︒食 組んで︑さらなる品質のレベル するなかで︑非常に重要な進化
そのためには︑マーケティン
の分野における日本の﹁地の品 アップをすればいい︒マーケッ のアプローチ手法︒ネクスト・ グ︑イノベーション︑クリエイ
質︵ジャパン・クオリティ︶﹂ トという川はこれから低きに流 クオリティ時代においては︑高 ティブ︑そしてブランディング︑
を見直し︑それをメニュー開発 れるのではなく︑高みをめざす 価格・低価格に関係なく︑いか すべてが必要となります︒
に顧客にとっての価値を高めて
や業態開発︑ブランディングに に違いないからです︒
マーケティングとは︑自店の
いけるかが勝負となります︒そ ポジション︵軸︶を明確にし︑
取り入れること︒いま飲食マー
ケットで注目されている﹁ネオ
二つ目のクオリティは︑﹁ネ のためのコンテンツとスタイル 他店との﹁差別化﹂を徹底する
地酒﹂﹁国産ワイン﹂﹁クラフ クスト・クオリティ﹂︒顧客に をクリエイトすることが︑いま こと︒イノベーションとは︑仕
トビール︵地ビール︶﹂﹁地ウ とって﹁価値あるスタイル﹂を 飲食のマネジメントにおいて重 入れや流通の仕組みを根本的に
要です︒
ィスキー﹂︑そして 発｢
提供するための ポ｢
酵食材 ｣
ストＱＳＣ ｣
再建築し︑新しい価値をつくる
﹁熟成技術﹂など︑ジャパンク です︒﹁ＱＳＣ﹂の中で︑とく
こと︒クリエイティブとは︑他
オリティ・コンテンツは豊富︒ にこだわっていきたいのは﹁Ｑ﹂ 三つ目のクオリティは︑﹁ジ 店が真似できない圧倒的なパワ
その造り手たちと一緒に価値を であり︑﹁Ｑｕａｌｉｔｙ﹂の ャパン・クオリティ﹂﹁ネクス フルＭＤをつくること︒ブラン
創ることがこれからの飲食店の レベルアップ︑進化を軸におい ト・クオリティ﹂を実現するた ディングとは︑自店︑自社の価
ミッションです︒
た新しいセオリーです︒重要な めの﹁セルフ・クオリティ﹂で 値を育て︑ブラッシュアップす
キーワードは︑カスタマー︵顧 す︒これを磨き上げて︑自分の ること︒そして﹁伝える力﹂︒
時あたかも︑日本は Ｔ
｢ＰＰ ｣
参加へ一気に進むことになりま 客︶に対し︑どういったエクス 店︑会社︑スタッフ︑客層のレ 従来の宣伝広告手法に頼るので
ペリエンス︵超越的な体験︶を ベルアップを図らなければなり はなく︑﹁価値のシェア﹂を訴
提供できるかということです︒ ません︒
求していくことが重要です︒
﹁ネクスト・クオリティ は
︑ 流行や繁盛店情報︑コンサル
︵フードスタジアムより︶
｣
ＱＳＣ時代の﹁ＣＳ＝カスタマ
ー・サティスファクション︵顧
客満足︶﹂からワンランク上の
﹁ＱＨＡ﹂＝エキサイティング
・クオリティ︑ホスピタリティ︑

いま求められる３つの ク｢オリティ

本田宗一郎のデザイン論

﹁想い﹂を高くしなければ︑
よい製品は生まれない

運営の他店同様︑ミシュラン星 列店とは違い︑席数１００を超
付きの超高級料亭や割烹で腕を える大型店となる予定︒同社で
ふるっていた料理人が集結し︑ は１日に３回転させるとして︑
●外食業界・消費者動向
超高級和食の徹底的な価格破壊 ３００人以上の来客を見込んで
腕を磨いた一流の料理人︒同社 を行う︒これまでの小規模な系 いる︒
キリンシティが出店再開
中高年開拓へ高級感を演出
キリンシティは約２年ぶりに
出店を再開する︒昨年メニュー
を大幅刷新︒高単価品を拡充し
たところ中高年の支持を得て売
上げが伸びた︒今年度の４月に
本田宗一郎さんはいつもしつこいくら せんから﹂と口にしてしまいました︒
は名古屋の商業施設内に最大級
本田さんはそれを聞くなり︑﹁バカヤ
いに﹁いいものをつくるには︑いいもの
の大型店を出店する︒投資額約
ロー！﹂と声を荒げ︑﹁じゃあ聞くが︑
を見ろ﹂とおっしゃっていました︒
６０００万円︑店舗面積２００
ある時︑こんな苦い経験をしたことが 信長や秀吉の鎧兜や陣羽織は一体誰がつ
㎡︑客席数１０２︒
あるんです︒
くったんだ？﹂と言われたんです︒
居酒屋大手でも業績不振が目
﹁アコード﹂の４ドア版をつくってい
大名の鎧兜をつくったのは︑地位も名
立つ中︑キリンシティは直営既
た時のことでした︒僕らのデザインチー もない一介の職人︒等身大の商品しかつ
存店の売上高は前年比６％増を
ムは︑４ドアを従来の３ドアの延長線上 くれないのであれば︑世の中に高級品な
確保した︒２０１５年度には単
に考えて開発を進めていました︒
ど存在しなくなる︒
体売上を 億円︵約 店︶に高
ところが本田さんは﹁４ドアを買うお
自分の﹁想い﹂を高くすればできる︒
める︒若者中心の居酒屋チェー
客さんの層は３ドアとは全然違うぞ﹂と 心底その人の気持ちになればできるんだ︒
ンを敬遠した中高年層をはじめ
言って憚りません︒ボディは四角く︑鍍 つくり手は︑その人が欲しいのはこうい
新規客の集客に成功し︑客単価
金を付け︑大きく高そうに見えるように うものなんだということが分からなけれ
は２５００円と従来より１００
しろと言われるのです︒
ばダメなんです︒
円アップした︒
僕は内心︑そんな高級車は︑よその会
想像する力ですね︒﹁像﹂を﹁想﹂う︒
︵日経ＭＪより︶
社に任せればいいと考えていました︒
その人になり切る︒それができなければ
ＶＡＬＵＥ ＣＲＥＡＴＥが
ほんの気持ち程度の対応しか見せない よいデザインは生まれない︑と教えてく
銀座に和食の﹁俺の割烹﹂
僕らに︑本田さんは︑
ださったんです︒
バリュークリエイト︵東京都
﹁君たちはお客さんの気持ちが全然分
僕が 歳になった時︑﹁形は心なり﹂
中央区︑坂本孝代表︶がフレン
かっていない︒自分の立場でしかものを という言葉がふっと胸の中に浮かんでき
チ︑イタリアン業態に続き︑和
見ていない﹂
ました︒やはりいい心で考えないといい
食の﹁俺の割烹銀座本店﹂を立
と日ごとに怒りを募らせてきます︒
製品はできないし︑形のいい製品はやは
ち上げる︒総料理長として指揮
毎日よく似たやりとりが続き︑我慢の りいい心でできているんだなと思うよう
をとるのは︑２０１２年１月に
限界を感じた僕は︑﹁私にはこれ以上で になりました︒︱︱岩倉信弥本田技研工
オープンした立ち飲み割烹﹁銀
きません︒そんな高級な生活はしていま 業元常務取締役︱︱︵致知出版社︶
座しまだ﹂
料理長の島田博司氏︒
同氏は﹁麻布幸村﹂で 年以上
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味覚の変化︑冷める速度を
遅めるぬる燗︑上燗が最適

す﹂

これらの答えは︑何となく
人柄だとか︑人間性が関係し
ているという想像はできます
ね︒
す︒
しょうか︒
人間性とは︑育った環境や
ある上司が言うと︑部署全
上司が声に出すかは別にし
体が納得して動き始めるのに︑て︑﹁言っている内容は正論 親達のしつけで決まるような
別の上司が言うと︑部下は何 だが︑お前に言われたくない﹂ 気がします︒人間性︵性格︶
だかんだと理由を持ち出して と思う気持ちが聞き手に少し を変えることは難しいと実感
断ろうとする︒命令だと押し でもあれば︑説得力は大いに しています︒しかし︑部下の
切ると﹁ハイハイ﹂と部下は 力を失うのです︒スキル以外 意見に耳を傾ける必要は大い
聞くが︑結局はやらない︒面 の何かがそう思わせるのです︒ にありますが︑リーダーは常
部下も︑あの上司が言うの に自分の考えをしっかり持っ
従腹背というやつです︒
言っても行動につながらな だから︑多少忙しくてもやっ ていなければなりません︒部
ければ説得力はゼロです︒
てみようと思うが︑同じよう 下の意見に振り回されないよ
上司に対しての説得力の違 な内容であっても︑別の人な うにすることも大事なことで
い︑部下に対しての説得力の らば無理してやりたくないと す︒
︵Ｓ・Ｊ︶
違いは︑単なるスキルなので 思うことがあるでしょう︒

説得力はスキルではない 人間性が関係する
どこの職場にも︑説得力の 合があります︒﹁今回の説明
高い人とそうでない人がいま はなるほどそうかもしれない
す︒説得力とは︑説明能力が が︑これまでの彼の実績を考
高いと言い換えることができ えると︑今回はＹＥＳと判断
ます︒事実にもとづいた分析︑せずに︑再検討させよう﹂と
論理的な考え方︑客観的な判 幹部同士が結論を出すことも
断︑だから何がやりたいかと 十分にあり得ます︒
反対に︑同じようなことを
いう意思表明などです︒
しかし︑これらの能力がそ 言っているのに︑別の人が提
れなりに高いからといって︑ 案にいけば話が通るとか︑あ
必ずしも上司や部下を常に説 の上司が説明すると社内で通
得できるとは限りません︒
りやすいというようなことも
相当論理的な人が説得して あるでしょう︒部下に対して
も︑幹部や上司に通らない場 は︑もっと説得力の差が出ま

その八十九●なぜ ℃に温めると旨くなるのか

味覚強度は温度で変化する
タイプ別の適温を選び燗を

﹁どんなにいい温度の燗を
古くは奈良時代から行われ 実に多用性があります︒東京
つけても︑杯についだ直後か
ていた日本酒を温める飲み方 農業大学応用生物科学部醸造
ら酒の温度は下がります︒こ
﹁燗﹂︒この﹁加温﹂という 科学科・酒類生産科学研究室
れは物理的に仕様がないこと
一手間にこそ︑酒の旨さを引 の佐藤和夫教授はこう語りま
で︑温度が高いほど下がり具
き出す理由がありました︒科 す︒
合いも大きくなりますから︑
学的根拠を知れば︑燗酒がよ
﹁日本酒に熱を加えるとア
熱燗はなるだけ一気に飲むほ
りおいしく楽しめそうです︒ ルコールや香り成分など︑揮
うが良いと思います︒つまり︑
発性の高い成分の蒸発がおこ
温度が低い燗の方が慌てて飲
温度の変化によって
るため︑香りの変化は強く表
まなくてもよいことになりま
左右される人の味覚
れます︒日本酒には︑酵母が
す︒また酒器の大きさや形で
世界広しといえども︑酒を 作る香りや米が作る香りなど
も冷めにくさが違ってきます︒
加温し引用する風土の国は珍 があり︑香りは味わいのひと
おいしい燗酒を飲むためには
しい︒燗酒は日本の文化であ
飲むタイミングに合わせて温
り︑はじまりは奈良時代と古
度と︑サービスのスピードを
く︑平安時代に貴族社会で広
変える必要も生じるんです︒
がりました︒民衆に普及して
昔の料亭には︑お燗番といっ
いったのは江戸時代と考えら
て︑
燗専門の人がいましたが︑
れています︒
それは燗の温度管理とともに
江戸時代の儒学者・貝原益 つ︒温度が高くなればなるほ れることは﹁日本酒の定義と いのですが︑
そのかわりに
﹃渋 このような気配りをする必要
軒は﹁養生訓﹂の中で︑﹁酒 ど︑蒸発量は増え︑香りをよ 特徴﹂︵右表︶を見ると納得 味﹄というのが入ってきます︒があったためでしょう﹂
は夏月も温めるべし︒冷飲は り感じることになります︒吟 できます︒
では︑家で上手に燗をつけ
苦味と渋味は温度が上がるこ
脾胃をやぶる︒冬月も熱飲す 醸酒などの香り高い日本酒は︑
とで味の強さは抑えられ︑酸 る秘策はあるのでしょうか︒
燗
す
る
と
甘
味
が
際
立
ち
べからず︒気を上せ︑血液を
﹁湯煎が一番と思います︒
加
温
が
高
い
と
香
り
が
立
ち
過
ぎ
︑
味
はほとんど変化しません︒
さ
ら
に
旨
く
感
じ
る
酒
へらす﹂として︑季節を問わ 味とのバランスが崩れて飲み
すなわち︑燗をつけることで 前述のとおり︑時間をかけて
ず︑熱すぎず冷たすぎない温 にくくなるため︑ぬる燗以下
﹁ここが最も重要なのです 甘味は際立ち︑苦味や渋味の 燗をつけると︑それだけアル
燗の日本酒の効用を説きまし の温度をすすめます︒酒を長 が︑人の味覚は温度による影 感覚は弱くなり︑飲みやすく コールや香りが蒸発しやすく
た︒ことわざにも﹁酒は燗︑ 期間寝かせておくと老香︵ひ 響を多分に受けるということ なります︒これこそが燗酒の なります︒水から日本酒を温
肴は刺身︑酌は髱﹂など︑燗 ねか︶とも呼ばれる熟成香を です︒甘味は温度が高くなる 旨さの最大の特徴なのです︒ めるよりはやはり湯煎︒まず
酒が庶民の日常と寄り添い︑ 出してきますが︑あまり熱く と強く感じる傾向にあります︒たとえば︑甘口の日本酒を熱 は燗をする前に一度︑日本酒
今に受け継がれたことがわか ない燗にすると穏やかになり︑味覚は︑甘味・酸味・塩辛味・ 燗にするとベトベトで甘った を舐めてください︒日本酒そ
ります︒
飲みやすい︒これも燗の効用 苦味・旨味の﹃五元味﹄が基 るく飲みづらいとよく聞きま のもののタイプをまず見分け
そんな身近な燗酒の味わい です﹂
本味です︒日本酒は︑原料に す︒また︑辛口の純米酒など 判断し︑自分好みの適当な温
は︑科学的な視点から見ると︑ 温度によって香りが左右さ 塩を使わないので塩辛味はな は︑ぬる燗以上の燗酒にする 度を選ぶのが良いつけ方では
ことで甘味が立ち︑ちょうど ないでしょうか︒温度の違い
良い頃合いになります︒この による味わいの差を探求して
ように燗をつけることでより ください︒日本酒はなんとい
飲みやすく︑さらに旨く感じ っても奥深いですから﹂
︵﹁サライ﹂より︶
る酒を﹃燗上がり﹄といいま
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従業員教育の一つのヒント(48)

