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させる出来事が相次いだが︑焼
ほかにも︑ネスレ日本の﹁レ グスの﹁２８０円牛丼﹂︒低迷
肉各社の売上は好調だ︒﹁Ｔボ ギュラーソリュブルコーヒー ︑
｣していた既存店の客数は︑５月
●外食業界・消費者動向
ーンステーキ﹂が好調︒
花王の缶コーヒー﹁ヘルシアコ に前年同月比 ％を記録した︒
また︑﹁グラノーラ﹂︵オー ーヒー﹂など値は少し張るが︑ だが︑６月以降は伸びが鈍化︒
﹁ちょい高﹂商戦熱く
の１〜 月の課税済み出荷量は ツ麦や玄米などの穀物を加熱調 女性の支持を集めて好調だ︒
今年度は︑吉野家の牛丼価格
前年同月比２・１％増と急激な 理したシリアル食品︶が栄養分
フォアグラ需要開拓競う
﹁ポップコーン専門店﹂﹁サ の動向と﹁ちょい高﹂商品の動
伸びは見られない︒
が豊富で健康志向の高い若い女 バ缶﹂﹁１人鍋 ホット炭酸﹂ 向から目が離せない︒
｣
｢
フード業界では︑景気回復へ
性から人気だ︒カルビーの﹁フ が好調であった︒
︵日経ＭＪ︶
肉の復権と﹁グラノーラ﹂
の期待感から通常よりもちょっ
ルグラ﹂が火付け役で︑２０１
牛丼価格の動向に注目を
と贅沢な食品を求める﹁ちょい
次に﹁肉復権﹂︒２０１１年 ３年４〜９月の売上は 億円で︑
高﹂消費が活発化した︒
以降︑焼肉店のイメージを低下 前年同期比で４割増であった︒
話題は︑吉野家ホールディン
２０１３年のヒット商品をみ
ると︑成熟化が進んだ分野でも
品質を高めることで食にこだわ
士魂商才の経営者／出光佐三語録
る中高年や主婦の需要を開拓︒
②愛が︑人を育てる
横綱は﹁外食のフォアグラメ
ニュー﹂︒すかいらーくは 月︑
ファミレス﹁ジョナサン﹂で︑
﹁フォアグラ＆フィレステーキ
トリュフソース﹂ １(
５６４円 )
発売︒ゼンショーＨＤのファミ
レス﹁ココス﹂で︑フォアグラ
を使用したステーキ︵１７６４
円︶を投入した︒ほか︑きちり
やチムニーなど多くのチェーン
が取り入れる︒
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３︑そして︑﹁ミーニング ｣
リ
｢
・ポジショニング が
｣できたら︑
決して軸をブラしてはなりませ
ん︒大事なのは足元固めて深掘
り︒そこに唯一の﹁バリュー﹂
という鉱脈があります︒ここか
らは︑いかにクリエイティブに
それを特化できるかです︒﹁究
極の特化﹂すなわち﹁スペシャ
ライジング﹂が三つ目のキーワ
ード︒
コンテンツだけではない︑
これから求められるのは﹁バリ
ューの特化﹂です︒真似されて
も陳腐化しない︑業態を超えた
﹁文化﹂をつくるカギはそこに
あります︒ダントツの飛び抜け
た価値を持ってないと生き残れ
ません︒
︵フードスタジアムより抜粋︑
加筆︶

２︑差別化︑オリジナリティと
は何かをもう一度真剣に考え直
してみます︒自店︑自社の立ち
位置︑ポジションを再確認すべ
きということです︒この﹁リ・
ポジショニング﹂が二つ目のキ
ーワードです︒

ーワードの一つ︒串カツが流行
れば串カツ︑馬肉が流行れば馬
肉︑日本酒が流行れば日本酒と
いった﹁同質化の罠﹂が危ない︒
経営と店づくりに明確な﹁ミッ
ション﹂があり︑将来への布石
なら問題ないが︑単なる追隨で
は続きません︒

4
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ビールも高級化志向

業態＝顧客にどのように売る
か︒
それに対して業型
＝顧客に価値を伝
える仕組みをどう
つくるかというこ
とです︒﹁われわれ
が顧客に与えられ
る価値とは何か﹂
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らないということになった︒るものを超越した人間の基
もちろん︑家庭に出勤簿な 本的あり方です︒そういう
んてありえない︒労働組合 愛情を基礎にしたものが家
も要らない︒子供が妻帯す 族温情主義です︒その家族
れば︑家賃も嫁の生活費も 温情主義に育てられれば︑
孫の手当もやることになる 人間として素直で真面目な
から︑給料なんかも︑しぜ 人ができる︒そういう人が
ん生活給となる︒
お互いに信頼しあって全体
お母さんはどこまでもお をつくり︑そして鍛練され
母さんであって︑子供の喜 れば︑これは人間として最
怒哀楽に対してもお母さん 高のあり方です︒それが少
らしくあるようにしている 数精鋭となって最大の力を
だけのことである︒これを 発揮するわけです︒
要するに︑愛情によって人
少数精鋭主義を唱えて︑
は育つという一言に尽きる できの悪いものを首切るの
と思うのである︒︵昭和
は︑真の少数精鋭でなくて
年５月︑４回目の海外旅行 利己主義です︒ 人の子供
より帰りて在京社員に︒﹁我 がいれば︑１人や２人はで
が六十年間﹂第２巻より︶ きの悪いのがおります︒そ
れをひっかかえていくのが
家族肉親の愛は最高のも 家族温情主義です︒︵昭和
年５月﹁働く人の資本主
のです︒学問や理論や哲学
で説明できません︒あらゆ 義﹂より︶

２０１４年
勝つために何をすべきか？
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２０１４年が始まってはや１ヵ月︒食材偽装問題︑原材料の値 ネがあるのかも知れません︒そ
上げ︑そして消費税の増税という逆風と︑和食︵日本人の伝統的 こに挑戦する企業こそ︑先端企
な食文化︶の世界無形文化遺産登録決定︑景気回復という順風が 業ではないでしょうか︒
吹いています︒２０１４年︑飲食店経営者が勝つためにどうある
べきかを考えてみました︒
そして︑今年は業態のみなら
ず︑
国境の枠も取り払われる ボ
｢
２０１４年の飲食マーケット ︵ミッション︶︑そして︑﹁そ ーダレスマーケット﹂が到来し
を見る場合︑まずもって︑消費 の仕組みをどうつくるのか﹂︵業 ます︒その根拠は︑外食︑飲食
者︑顧客のさらなる外食に対す 型発想︶を考え抜き︑実行する のアジアを中心とする海外進出
る価値観の変化︑ニーズの多様 こと︒それによって︑競争状態 の本格化と﹁和食︵日本人の伝
化︑高度化により︑﹁従来型の から突き抜けることができるの 統的な食文化︶﹂の世界無形文
業態枠が取り払われて新しい概 です︒
化遺産への登録決定がもたらす
念によるマーケットの再構成︑
﹁グローバル標準化﹂です︒こ
再構築が始まる﹂ということを
また︑こうも書いてありまし れからは﹁業態﹂ではなく﹁文
認識しておく必要があります︒ た︒
化﹂としての飲食コンテンツが
﹁業態枠が取り払われる﹂とは
世界に出ていき︑評価されるこ
どういうことか︒コヤマ新聞２
業態の枠を破ることによって︑とになります︒
０１３年９月号の食ビジネス考 イノベーションが生まれるので
このようなボーダレスマーケ
﹁業態から業型の時代へ﹂を読 す︒それは新しいビジネスモデ ットにおいては︑﹁ネオ・コン
ルの創造でもあります︒
み返してみましょう︒
セプト﹂﹁ネオ・バリュー﹂づ
そこで︑提唱したいのは︑外 くりを踏まえた﹁業型﹂発想が
食︑飲食業界も﹁業態づくり﹂ 重要になります︒そうしたなか
から﹁業型づくり﹂へ脱皮しな で︑飲食店経営者が心がけてお
ければ︑これからの飛躍はない かなければならないキーワード
ということです︒
を３つあげておきます︒
﹁業態﹂をいくら量産したと １︑
顧客があなたの店に行く 目
｢
ころで︑陳腐化するのは目に見 的﹂︑すなわちあなたが自分の
えています︒ある意味では﹁何 店をやる﹁意味﹂を問い直し︑
屋かわからない﹂店づくりのな 明確化すること︒つまり﹁ミー
かにこそ︑イノベーションのタ ニング︵意味づけ︶﹂がまずキ
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人を育てる根本は愛であ 学校卒業生は来ないから︑
る︒愛とは如何なる場合に 家庭の事情で上級の学校へ
も︑自分を無私にして︑相 進学できないけれども︑人
手の立場を考えるというこ 物も良く成績も良い子供を
とである︒
採用した︒学問より人間を
われわれ出光は︑この愛 尊重したのである︒はじめ
を口先だけでなく︑ひたす は︑小学校を出たばかりの
ら不言実行してきたがため 子供を連れてお母さんが会
に︑今日の人を中心とした 社に来られた︒どうかこの
出光の形ができ上がった︒ 子を頼みますと言われたと
愛によって育った人は資 きに︑私はそのお母さんに
本となり︑奴隷解放の出光 代わって︑この子を育てま
年の歴史をつくった︒︵昭 しょうと思って︑引き受け
和 年９月の言葉︒﹁出光 た︒その母の愛を受け継い
だ私は︑これを実行に移し
オイル・ダイジェスト﹂
た︒これが家族温情主義と
年 月号より︶
言われているのです︒
育てようという子供は辞
年前︑私が門司で仕事
を始めたときに︑優秀なる めさせない︒これが首を切
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キリンビールが５月に発売し
た﹁澄みきり﹂は販売目標を１
割増やした︒
アサヒビールの ク
｢
リアアサヒ プライムリッチ ︑｣
サッポロビールの﹁極ＺＥＲＯ
︵ゴクゼロ︶﹂なども上方修正
している︒
一方で︑既存品には苦戦も目
立ち︑大手５社の第３のビール

コヤマ新聞

｢海賊とよばれた男｣のモデル

食ビジネス考

株式
会社

発行：
コヤマカンパニー
〒569‑0803
高槻市高槻町19番7号
tel:0120‑21‑0852
fax:072‑683‑0087
mail:web@koyama2525.co.jp

ＴＨＥ ＫＯＹＡＭＡ ＳＨＩＮＢＵＮ

109
２月

ＮＯ.

2014年

心と心をニュースで結ぶ

（４）

コヤマ新聞
No.
109/平成26
年 ２月

http://www.koyama2525.co.jp/

自分の上司の右腕となっているか
だけを見るのではなくて︑自
そういう人もいる︒人︑それ
分の上と自分の下︑すなわち ぞれだ︒
縦のラインがしっかりしてい
甘鯛の姿は愛嬌があって︑絵
優れたリーダーは︑その上
﹁そんな完璧人間にはなれ ているでしょうが︑反対に部 るかどうかを確かめておくべ に描きやすかった︒
から与えられた仕事をキチン ない﹂だとか︑﹁大変だ﹂と 下も上司のプロセスを見てい きです︒自分のポジショニン
グと言えばよいかと思います︒
とこなすだけでなく︑自分の 思う必要はありません︒誰し るものです︒
﹇
甘
鯛の 薯﹈
会社と部下をつなぐ部署長
上司の問題解決を助け︑右腕 も︑失敗することはあるので
自分の会社や部署の向かう
不二桜の︑大川をのぞむ座敷
となっています︒こういうこ すから︒ただ︑失敗するにし 方向を知っていて︑会社に貢 としての役割︑すなわち︑二 で︑秋山小兵衛が盃をふくんで
とを普段からきっちりとして ても︑目標を明確にして︑そ 献しようとするなら︑結果︑ つをつなぐピンとして機能し いると︑
いるからこそ︑自分の上司か れなりのステップを踏んで︑ その上の上司にも︑部下にど ているかどうかをときどき考 ﹁今日はまた︑おもいもかけぬ
らの信頼が厚く︑上司を説得 前向きに取り組んでいれば大 のようにすればよいのかが自 えてみることです︒
お招きにあずかって⁝⁝﹂
上司や部下から信頼される
できるのです︒結果︑部下の 丈夫です︒仮に結果が上手く ずと見えてくるものです︒
うれしげにいいながら︑円照
期待に応えることができるの いかなくても︑やるべきこと
もし迷ったら︑会社と部署 ようなリーダーになるために 和尚が与兵衛に案内されてあら
です︒
をやって失敗する上司であれ の方針を再確認した上で︑早 は︑気くばり︑優しさを伴っ われた︒
つまり︑優れたリーダーと ば︑部下はちゃんとその姿を いうちに上司と部下にオープ た日ごろの言動が大切だと思
この和尚は八十に近いが無類
いうのは︑仕事ができて︑上 見ているのです︒部下には︑ ンにコミュニケートすること います︒
の酒好きで︑まるで 羅
｢漠さま ｣
︵Ｓ・Ｊ︶ のような顔が酒光りしている︒
からも下からも信頼されると 仕事の結果だけでなく︑プロ です︒
セスも見せよと普段から言っ
いうことです︒
自分の目の前の一つの仕事
体格もよかった︒︵中略︶
﹁此処の酒は︑旨うござる﹂
﹁いかさま﹂
それから︑生海苔をあしらっ
た掻き平目や︑甘鯛の 薯と野
菜の椀盛︑鶉の焼き鳥などで酒
をのみつつ︑それとなく秋山小
兵衛は︑
﹁実は︑せがれが⁝⁝﹂
大治郎と高橋老人のことを語
るや︑
﹁ふむ︑ふむ⁝⁝さようでござ
ったか︒少しも知りませなんだ ｣
和尚は︑膝を乗り出して聞き
入った︒
いつしか︑大川の川面が夕闇
に溶けている︒
甘鯛は︑
︵﹃十番斬り﹄中﹁逃げる人﹂
﹁白甘鯛にかぎる﹂
という食通がいるけれど︑私 より︶
には赤も黄も旨い︒
新鮮な甘鯛を塩干しにして︑ 甘鯛の揚げ 薯と
ちょっと焦しめに焼いたものな 野菜盛合せ
どは︑冬の味覚に忘れなれない ●材料／甘鯛︑山芋︑人参︑八
ッ頭︑醤油︑酒︑酢
ものだ︒もっとも︑人によって
甘鯛を三枚におろし︑身を庖
は︑
﹁焦してはいけない︒さっと 丁で叩いてから︑すり鉢で練る︒
身が滑らかになったら︑つな
あぶるだけで食べるものだ﹂
ぎに山芋をすり込む︒ここで普
通の 薯と違って出汁を入れな
い︒千六本に切った人参を軽く
こうした時流に抗して︑上 須賀市で酒販店を経営する掛
混ぜる︒
原氏が常任顧問になる形で１ 田勝郎氏は︑当時の雰囲気を
水をつけた掌で転がすように
９９０年︵平成２年︶秋に︑ 次のように語ります︒
その九十九●酒蔵再生へ蔵元交流会
して丸め︑油で揚げる︒浮き上
﹁日本酒業界に対する憂い
蔵元交流会という集まりが発
がってきたら出来上がり︒
の声がたくさん出て︑我々で
足しました︒
面取りした八ッ頭を︑酢少々
発足当初の会員は 人で︑ 何とかして良い日本酒を造っ
入れた水から︑火が通るまで煮
毎年各地で会員が持ち回りで ていこう︒そのために︑純米
る︒
幹事を受け持つ１泊２日の総 酒のことなどもっと勉強しな
薯を湯せんしてから︑八ッ
会では︑テーマを決めて話し ければと︑とても熱い雰囲気
頭と一緒に出汁３︑醤油０・５︑
合いが行われるほか︑自由意 でした﹂
酒０・５で 分位煮る︒
志で出品する純米酒の審査会
蔵元交流会はその後︑毎年
も開いています︒
各地で開かれ︑
２００３年︵平
成 年︶の交流会は８月に︑
東京・新宿のホテルで３日間
開かれました︒この場では︑
﹁日本酒は米文化に由来する
純粋無垢で何も加えない本来
の姿に立ち返り︑高い価値観
を確立し︑日本の国酒として
の繁栄を願う﹂という内容の
﹁２００３宣言文﹂が発表さ
れました︒
前号で紹介した 燗
｢酒楽園 ｣
という︑暑い夏にこそ温めた
酒を飲もうという集まりが開
かれるようになったのもこの
とき以来です︒
平(
凡社 闘
｢う純米酒 よ
｣り )
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甘鯛

あまだい

冬

(

全国新酒鑑評会の大罪
生活酒の質向上が急務
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この審査会は全国新酒鑑評
会のように賞は出さないが︑
どこが良くてどこが悪いのか
を検討するのが目的で︑上原
氏は﹁単なるコンテストの場
と化した全国新酒鑑評会が失
った本来の性格を持つような
場にしたい﹂と話していまし
た︒
岐阜県美濃太田市で開かれ
た第１回蔵元交流会にゲスト
として招かれた︑神奈川県横
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ワインアドバイザー
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(

従業員教育の一つのヒント(57)

〜あき丸ワイン漫遊録〜⑩安心院葡萄酒工房
﹁酒は純米︑燗ならなお良 ば﹂と語っていた︑と言いま
し﹂が口ぐせで︑純米酒造り す︒
戦前は春の全国鑑評会のほ
とその普及に長年尽くしてき
た故上原浩氏は︑常日ごろか かに︑毎年秋︑日本醸造協会
ら日本酒を悪くした要因の一 ︵戦後１９５２年から６年間
つに︑国の醸造試験所が１９ は日本酒造組合中央会︶主催
１１年︵明治 年︶以来主催 の全国清酒品評会が開かれて
してきた全国新酒鑑評会の存 いましたが︑品評会は途中で
在があると感じていました︒
元来︑冬の造りを終えた日
本酒は春先にはまだ荒くても︑
火入れをして夏の間じっくり
と寝かせているうちに旨味を
増し︑香りも立つようになり
ます︒そうした秋上がりの酒 中止されたため︑蔵元の関心
が日本酒本来の姿なのに︑全 はもっぱら春の鑑評会に向か
国新酒鑑評会を春先に開く関 っていったのです︒
係で︑どの蔵元もうわべの味
﹁鑑評会を意識すれば︑ア
は良いが︑力強さのない︑ひ ルコール添加で香りの高い大
弱な酒を造るようになってし 吟醸ばかり造るようになる︒
まいました︒
香りが強ければ︑当然食事を
﹁鑑評会用の硬すぎる麹で しながらの酒には向かない︒
は︑やせた酒になってしまう 金賞コンテストに入賞するこ
から︑スポンジのようなふっ とばかり考え︑﹃生活の酒﹄
くらした麹を造って︑熟した を軽んじるようになってしま
膨らみのある酒を造らなけれ った﹂

■池波正太郎著／剣客商売
庖丁ごよみ③
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売り切れでした。（仕方ない。秋ま
で待とう……）
工場内は近代的設備でしっかり管理
されていますし、空き地部分には自
然環境維持のため積極的に植樹され
ていました。
葡萄栽培に関してもヨーロッパ品種、
日本の山葡萄の交配品種で｢
小公子｣
などいろいろチャレンジされている
ようです。テイスティングはシャル
ドネとメルローのタイプ違いを試さ
せていただいたのですが、次の機会
には新たな品種が楽しめるでしょう。
これからも日本のワインが楽しみで
す。

今回は大分県にある安心院葡萄酒工
房に寄せていただきました。ここは
なんと、焼酎で有名ないいちこを造
っておられる三和酒類株式会社さん
の系列なんです。
もともと日本のワインは山梨、
長野、
北海道が有名ですが、日本全国いろ
んな所にワイナリーがあるのです。
九州にも多くのワイナリーが点在し
ていて、とくにここの安心院は盆地
になっていて、昼と夜の温度差が激
しいので、葡萄栽培に適しているよ
うです。なかでも九州地方で造られ
ているシャルドネは品質が良いよう
で、安心院葡萄酒工房さんのシャル
ドネで造られたスパークリングワイ
ンはコンクールで金賞を受賞してい
るのです。せっかくなので買って帰
ろうと思ったのですが、残念ながら

（２〜３）
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