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その問題点を解決するために取
塊が育む豊かな漁場／とろはた
︿グルメ誌の特集紹介﹀
り組む︒
・バイ貝・ほか
研修は中途で入社した外国人 ▽料理王国／ 月号
・アラスカサーモン／天然サー
●外食業界・消費者動向
を含む社員が対象となる︒入社 特集１ 冬の魚 どこを見極め︑モンのサスティナビリティを探
絞切り型接客から脱却
を強いられる中︑チムニーは２ 後２週間のプログラムを組んで どう料理するか
る
０１３年１〜６月期は増収増益 研修を行う︒研修プログラムは︑ ・二人の﹁魚名人﹂に学ぶ／
仙台市の居酒屋モーリー
・食べる世界遺産／白神山地の
仙台市で居酒屋５店を展開す を確保し︑２０１３年 月期は 同社の企業理念や店舗の運営方 ﹁魚﹂丸ごと１匹いただく／ア 前浜・沢辺漁港の１年
るモーリーではスタッフが接客
店ほどの出店を見込んでいる︒法などの座学から︑魚の捌き方 ンコウ・ヒラメ
・魚の﹁うま味﹂のメカニズム
力を磨く﹁修業の場﹂と位置づ
そのチムニーが社員教育を強 や接客の模擬実習まで幅広い内 ・田崎真也流フレンチのテクニ ・知っておきたい日本の近海漁
ける店を２０１２年にオープン 化する︒中途入社の社員を対象 容を準備する︒
業／日本を取り巻く海流と漁場
ックで魚をもっと旨く食べる
した︒１・７坪の立ち飲み店 べ
今後も店舗を拡大させる中︑ ・トップシェフに聞く／冬の魚 ・川鱒で国際料理写真フェステ
｢ に︑調理や接客方法などの研修
ろべろＢａｒ 北目くん﹂︒接 を実施する施設を開設する︒こ 中途入社の社員などの人材育成 はどこを見極めどう使うか／サ ィバル優勝
客が苦手なスタッフ一人に店を れまでは店舗ごとに指導してい をスピード化︑出店増に対応す ワラ・ヨロイイタチウオ・オオ ・ニシンの塩漬け／﹁クラウン
任せ︑メニューもその日の店長 たが︑店長の能力次第で教育内 る考えである︒
マッチェス﹂はなぜ旨いのか
ニベ・関サバ・ブリ
容に偏りが生じることがあり︑
が決めるスタイル︒
︵日経ＭＪ︶ ・食のみやこ鳥取／暖流と冷水 ・豊饒の国トルコの恵み／ヘー
料理経験がないスタッフは缶
ゼルナッツを求めて
詰を買ってくるなど︑おのおの
特集２ 農業と食の豊かな関係
が自分でできる範囲で運営する︒
・トップシェフに聞く／今︑知
一人で運営する以上︑どんなに
りたい野菜のあれこれ
接客が苦手でもお客さまに話か
・ベルギービールと野菜を味わ
けざるを得ない︒さらに一定額
う／ベルギー野菜
以上売れば歩合で給料を上げる
▽あまから手帖／ 月号
ため︑もっと売ろうと頑張る︒
特集１ 日本酒は関西が熱い！
●成功する人の ヵ条
１ 現状に甘え逃げる
﹁北目くん﹂で修業して元の店
・滋賀酒︑奈良酒︑灘酒に伏見
１ 人間的成長を求め続ける
２ 愚痴っぽく言い訳ばかりする
に戻ってきたときは接客力が大
酒などいま呑みたい関西の酒を︑
２ 自信と誇りを持つ
３ 目標が漠然としている
幅に高まっている︒
最旬の居酒屋情報とともにお届
３ 常に明確な目標を指向する
４ 自分が傷つくことは回避する
絞切り型の接客から脱却する
け
４
他
人
の
幸
福
に
役
立
ち
た
い
５
気
ま
ぐ
れ
で
場
当
た
り
的
取り組みは︑お客との接点を増
特集２ ジビエモード
５ 良い自己訓練を習慣化する
６ 失敗を恐れて何もしない
やし︑声をかける意識をスタッ
・国産ジビエの台頭や調理法の
６ 失敗も成功につなげる
７ どんどん先延ばしにする
フに根づかせることから始まる︒
広がりなど今どきジビエ情報と
７ 今ここに１００％全力投球する
８ 途中で投げ出す
︵日経ＭＪ︶
ともに︑多彩な１皿をご紹介
８ 自己投資を続ける
９ 不信感で行動できない
▽料理通信／２０１４年１月号
中途社員の教育強化
９ 何事も信じ行動する
時間を主体的に創らない
特集 小さくて強い店はどう作
増収増益のチムニー
時間を有効に活用する
できない理由が先に出る
る Ｖｏｌ６
日本フードサービス協会によ
で
き
る
方
法
を
考
え
る
不
可
能
だ
無
理
だ
と
考
え
る
・街を楽しくする﹁吸引力のあ
ると︑パブレストラン・居酒屋
可能性に挑戦し続ける
︵致知出版社︶
る﹂店づくり
の売上高が４年連続で前年実績
●失敗する人の ヵ条
・超低予算で店をつくる楽しみ
を下回るなど居酒屋業界は苦戦
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埼玉県のあるファミリーレス
トラン︒平日の夕方に若い女性
２人連れがビールを飲みながら
談笑しています︒つい最近︑こ
の光景を見た大手ファミリーレ
ストランの幹部は感慨深げに漏
らします︒
﹁ 年前にはファミレスでお
酒を飲むのは恥ずかしいと感じ
る客もいたが︑今や女性２人連
れが飲んでいることは珍しくな
い﹂
さらにこの幹部を驚かせたこ
とがあります︒﹁この店では焼
酎が 本もボトルキープされて
いた﹂のです︒
今︑外食に対す
る価値観と選択肢
が多様化していま
す︒もはや︑﹁酒を
飲むなら居酒屋﹂
は常識ではなくな
りました︒ファミ
レスで酒を飲む

﹁ファミ飲み﹂︑あるいは﹁日
高屋﹂のような低価格の中華料
理チェーン店で酒を飲みます︒
こうした利用はこの 年︑増加
しています︒
何しろ︑ちょっとしたつまみ
と主食に酒数杯なら２０００円
未満と︑低価格居酒屋に太刀打
ちできる価格です︒加えて︑今
や焼酎などはファミレスでもボ
トルキープが可能になっていま
す︒
この消費者の価値観の多様化
は居酒屋業態を直撃しました︒
日本フードサービス協会によ
ると︑２０１３年１〜８月の外
食全体の前年同月比売上高が１
００％を下回ったのは３回︒各
業界では﹁ファストフード﹂で
４回︑ ファミリーレストラン
｢
で１回︑ デ｢
ィナーレストラン
で１回となっています︒
ところが︑﹁バブレストラン
／居酒屋﹂だけは前年同月を上

復活する外食業界に逆行
挙げればきりのない原因

運営しているとは︑誰も思わな
いでしょう︒
実は今︑サラリーマンやＯＬ
が酒を飲む場合︑この種の食事
千鳥足ながらも︑回復し始めている外食業界︒業態によっては 回った月はゼロ︒振り返れば︑ を中心に置いた店を利用するこ
前年比プラスの月が定着してきました︒ところが︑居酒屋だけは
年の年間平均でも︑１００％ とが増えています︒ワタミに限
まったく振るいません︒居酒屋を追い詰める犯人は誰なのかを追 を下回ったのは居酒屋業態だけ らず︑ほかの大手居酒屋も︑同
ってみました︒
でした︒
様の業態の開発に乗り出したの
ある居酒屋の首脳はこう漏ら です︒
します︒
方針の転換を迫るほど居酒屋
﹁昔なら︑外食する際︑﹃飲 を追い詰めている犯人は誰なの
みに行こう﹄﹃外に食べに行こ か︒前述の消費者の価値観の多
う﹄と言っていた︒しかし︑今 様化以外にも原因を挙げればき
は﹃イタリアンで軽く飲もう﹄ りがありません︒
﹃焼き肉を食べよう﹄と誘う︒
今年の異常気象や︑ワタミが
つまり︑食べに行く対象︑目的 ブラック企業と糾弾され︑イメ
が明確になっている﹂︒
ージダウンとなったことが影響
とりあえずそこに行けば何で したと指摘する業界関係者もい
もそろっている店︑というので ます︒しかし︑居酒屋低迷の根
は満足させることができないの 本原因は︑もっと根深い構造問
です︒
題にあります︒
こうした状況を受けて︑大手
なかでも大きな要因は︑若者
のワタミは大きな決断をしまし のアルコール離れでしょう︒単
た︒同社は近年︑居酒屋以外の に︑若者が酒を飲まなくなった
新業態の開発には消極的でした︒という嗜好の問題だけではあり
その方針を今後は１８０度転換 ません︒社会的な糾弾と当局の
するといいます︒
指導は格段に厳しくなっていま
こ｢
れからは居酒屋ではない︑ す︒実際に︑末端の店舗で未成
新業態開発に力を入れていく﹂ 年者に酒を提供したことで︑本
︵桑原豊社長︶のです︒
社に家宅捜査が入ることもあり
東京・赤坂にあるイタリア料 ます︒
理店﹁ＢＡＲＵ＆ＤＩＮＩＮＧ
その結果︑大学生への身分証
｣／ＧＯＨＡＮ﹂︒内装はオシャ の提示などを強化︑学生需要の
｣レで落ち着き︑メニューはスペ 減少を生んだのです︒大学生の
イン産イベリコ豚のローストな 利用減は︑将来の潜在的顧客の
どこだわりの一品が並びます︒
減
少
に
も
つ
ながります︒
言われなければここをワタミが
︵２ページに続く︶

‥
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成功する人の ヵ条と
失敗する人の ヵ条

最終回にあたってのまとめ

夜明けの来ない居酒屋業界

一流たちの金言（その10)
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酒離れに加えて︑消費者の価
値観の多様化も進行し︑強力な
ライバルも登場しました︒
では︑その間︑居酒屋は何を
やっていたのでしょうか︒近年︑
居酒屋各社が消費者に提示して
きたのは︑多様な選択肢ではな
く︑﹁安さ﹂でした︒ここ４年
ほど︑２９０円均一などと銘打
って︑多くの低価格居酒屋が登
場しました︒しかし︑今では︑
多くの関係者が﹁低価格はまる
で振るわない﹂と話します︒

なかには企業努力により︑安
くて質のいいメニューを提供す
る低価格居酒屋もありますが︑
﹁居酒屋全体に悪いイメージを
もたらしそうなほど︑粗悪なメ
ニューを提供し︑雰囲気も悪い
店がある﹂︵大手居酒屋チェー
ン首脳︶︒安かろう悪かろうで
は︑客足が遠のくのは当然です︒
﹁大手が低価格均一業態から撤
退するのは時間の問題﹂と関係
者は口をそろえます︒
居酒屋の苦境は起こるべくし

﹁専門型居酒屋﹂に光明も
︵１ページより続く︶
一方で︑外食業界関係者がこ
の２〜３年で口をそろえて挙げ
るようになったのが﹁コンビニ
の総菜やコーヒー︑スイーツの
味の進化は凄まじい﹂というこ
とです︒居酒屋関係者も﹁本来
︿場﹀を提供する居酒屋はコン
ビニの影響を受けにくいはずだ
が︑それでも食後のデザートを
居酒屋で注文するよりは︑帰り
にコンビニで買うという客が増
えている﹂と明かします︒

て起こったといえます︒
しかし︑光明もあります︒前
述のような食事を中心とした業
態に加え︑ヒントは居酒屋業態
内部にもあります︒
実は︑居酒屋業態が窮地に陥
っているとはいっても﹁総合型
居酒屋﹂のことにすぎません︒
焼き鳥や海鮮を売りにした﹁専
門型居酒屋﹂や価格帯が高く料
理や酒にこだわっている居酒屋
は︑前年同月比がプラスの場合
が多い︒例えば︑地鶏や鮮魚に
こだわった﹁塚田農場﹂を運営
するエー・ピーカンパニーの前
年同月比はここ数ヵ月︑１４０

％前後で推移しています︒
裏を返せば︑支持される専門
型を開発できれば︑居酒屋業態
の中にもチャンスはあるという
ことです︒
今の消費者が何を求めている
かいっそう嗅覚を利かせ︑専門
分野に特化したり︑居酒屋の枠
を超えた業態にもチャレンジす
る︒体力があるうちに︑そうし
たモデルを構築しなければ生き
残れない時代が来ています︒
︵週刊ダイヤモンド︶
▼おことわり 紙面の都合にて
﹁従業員教育の一つのヒント﹂
は休ませていただきます︒

(

今年もやります

︻牡蠣と生海苔の生姜和え︑
傍を表通りへ出て行こうとして
いる︒
鴨と冬菜の汁︼
﹁さあ︑なんでございますか﹂
いつの間にか夕闇が濃くなっ
いったん︑階下へ去ったおも ていた︒
とが︑蠣の酢振へ生海苔と微塵 ︵﹃新妻﹄中 金｢
貸し幸右衛門 ｣
生姜をそえたものと︑鴨と冬菜 より︶
の熱々の汁を運んであらわれた︒
このように︑すこしも体裁に かきと生海苔の生姜和え
とらわれずに︑うまいものが食 ●材料／かき 生海苔 生姜
べられるというので︑このごろ 酢
の元長は︑なかなかどうしてよ
かきは貝柱のところをかきむ
く繁昌しているのである︒
きでこじあける︒
﹁金貸しのおじいちゃん︑
いま︑ 取りだしたかきは︑まず真水
お帰りになるところでございま で洗い︑次に酢と水を半々に入
すよ﹂
れたボウルで洗う︒十分に水洗
いした生海苔を適当に切り刻ん
﹁ほう︑そうか⁝⁝﹂
何気もなく秋山小兵衛は︑窓 で︑かきに混ぜ︑みじん切りし
の障子を際目に開け︑外を見下 た生姜と和える︒
ろした︒
いましも︑枕をついた浅野幸 大好評に応えて
右衛門が元長を出て︑駒形堂の

高級シャンパンが当たる

５０００円相当を３０００円
福袋お買い上げのお客様には︑
Ｗチャンス 抽選で⁝
１万円相当のシャンパンまたは
ワインを１名様に︑５千円相当
●プラチナコース︵２本入り︶
１万５０００円相当を１万円
●ゴールドコース︵２本入り︶
８０００円相当を５０００円
●シルバーコース︵２本入り︶
のワインを２名様にプレゼント
応募チケットに必要事項をご記
入いただきご応募ください︒

Ｗチャンス付
担当者／

キリトリ

ご住所／

牡 蠣

冬

かきと生海苔の
生姜和え
鴨と冬菜︵小松
菜︶の味噌汁
新米

25

!!

お名前／

き
か

れました︒
特定名称酒
吟醸酒︑大吟醸酒︑純米酒︑
純米吟醸酒︑純米大吟醸酒︑
特別純米酒︑本醸造酒︑特別
本醸造酒は特定名称酒と呼ば
れており︑３等以上の米を使
用することと麹使用割合が
％以上であることが条件づけ
｣

10

庖丁ごよみ②
■池波正太郎著／剣客商売

られています︒特定名称酒は
清酒全体の約 ％で︑それ以
外の一般酒︵普通酒／醸造ア
ルコール︑糖類︑酸味料︑旨
味調味料︑酒粕などの副原料
を加えて造られる酒︶が ％
を占めています︵一般酒は本
来︑リキュールに分類すべき
です︶︒

添加アルコール
特定名称酒のうち純米酒︑
純米吟醸酒︑純米大吟醸酒︑
特別純米酒は米︑米麹︑酵母︑
水のみで醸されていますが︑
それ以外の特定名称酒は白米
の重量の ％以下の醸造アル
コールを添加することが許さ
れています︒
醸造アルコールとはでんぷ
ん質物や含糖質物から醸造さ
れたアルコールのことで︑添
加することで香りが高くすっ
きりした味になると言われて
います︒しかし︑酒本来が持
つ旨味成分をアルコールで薄
めることになり︑料理の味を
高めるのではなく︑洗い流す
作用が大きくなります︒また︑
アルコールを添加した酒に比
べて純米酒は蔵ごとの個性や
米に由来する味の個性がより
はっきりします︒
参
(考／日本純米酒普及協会 )
15

ワインアドバイザー
ＡＫＩＨＩＫＯ Ｍ．

(

好適米使用して無添加
蔵ごとの個性はっきり
71

超お買い得
ワイン福袋!!
●高級シャンパンが当たる
応募チケット

15

その九十七●改めて純米酒とは

1
5

〜あき丸ワイン漫遊録〜 ⑧コヤマ試飲展示会
ついにと言うか︑やっぱり 成 年に撤廃されました︒た
と言うか︑日本酒蔵元の中で だし純米酒と表示する場合は
も偽装を行っていたところが 必ず精米歩合を表示すること
あることが発覚しました︒大 が義務づけられています︒
また︑以前は 米
半のまじめな蔵元さんにとっ
｢だけの酒
ては︑まったく腹立たしく︑
大迷惑な話です︒
ここで日本酒の定義につい
ておさらいしてみましょう︒
純米酒の定義
純米酒とは︑醸造の過程に
おいて米︵３等以上米︶︑米 などと表示されていた精米歩
麹︵最低使用率 ％以上︶︑ 合 ％以上の酒も純米酒と名
酵母︑水だけを原材料として 乗れるようになりましたが︑
使用して日本独特の製法によ くず米や等級の低い米を使っ
って醸されたものを指します︒ た酒や麹の使用率が低い﹁液
酒税法施行令によって定義さ 化仕込み﹂の酒などは純米酒
れています︒
とは名乗れなくなり︑ラベル
以前は精米歩合が７割以下 などに﹁純米酒に該当しない
と定義されていましたが︑平 酒﹂という表示が義務づけら

75

お客さんに少しでも良いご提案
ができるように、何ヵ月も前か
ら会社全体でミーティングを重
ねて取り組んでおります。今回
も地元高槻エリアはもちろん、
京阪沿線、大阪市内、兵庫県か
らも多くのお客様に来ていただ
き、誠に感謝感激です。来年以
降も良い展示会ができますよう
に頑張る所存です。ありがとう
ございました。
６年前に第１回をたかつき京都
ホテルさんでスタートしたコヤ
マカンパニーの試飲展示会。そ
れからはコヤマカンパニー本店
サラダ館に間借りしてやったこ
ともありましたが、徐々にお客
様も増え、今は西武百貨店でさ
せていただいています。やり始
めた頃は、担当の社員は２〜３
人でお客さんが来ていただける
かドキドキしていました。場所
も狭くて大変でしたが、それで
も良いワインを見つけていただ
けるとうれしいものでした。今
でもドキドキ感は同じですが、
蔵元さん、インポーターさんの
ご協力もあり、ラインナップに
厚みが出てきています。
今回はワイン数200種、日本酒
約30銘柄をご提供できました。

（２〜３）

コ ヤマ 新聞
107/平成25
No.
年12月

