り︑原材料の一部の銘柄の酒米 加わるＪＡの一つ Ｊ
｢Ａみのり ｣
が不足する事態が起きていると ︵加東市︶の担当者は﹁休耕地
いう︒
にいきなり作付けしたり︑違う
実際︑全国から引き合いのあ 作物を作っている畑を田に変え
たりするのは農家にとって難し
る兵庫県産山田錦の需要量は
年以降︑生産量を上回っており︑い場合もあるが︑必要とされる
年度は１６５２トン不足した︒量を作れるよう協力したい﹂と
チームは山田錦の 年生産目標 話す︒
量を︑ 年産より１割増の１万
︵読売新聞より︶
４４００トンと設定︒チームに
1
3

1
4

1
1

データ＆トピックス
がチームを発足させたのは︑こ
のためだ︒
同省の農産物検査を受けた酒
米は︑７万６８００トンだった
年以降減少傾向にあったが︑
年から増加に転じ︑ 年は７
万４０００トン︒日本酒造組合
中央会によると︑日本酒の販売
量は低迷しているが︑純米吟醸
酒などの高級酒は増加傾向にあ
1
2

神戸の高商に入って︑学
窓から大阪の金万能の世相
を見て︑黄金の奴隷になる
な︑社会は人間が中心であ
る︑というような考えを持
つに至った︒私が﹃人間尊
重﹄ということをいうよう
になったのは︑この恵みで
ある︒
この学校は水島銕也先生
が初代の校長であった︒先
生は東京高商︵現在の一橋
大学︶を出て横浜正金銀行
に入られて︑その後︑病を
得られて教育界に入られた
人であるために︑人情の機
微を十分に理解された名校
長であった︒私は第三回の
卒業生であるから︑水島先
生によって育てられたよう

その神戸高商に︑校長の

の﹁旬熟成タチキチ﹂などは１
４０日熟成の肉を売りにしてい
ます︒六本木の悪立地にもかか
わらず︑連日満席︒予約が取り
て︑それが﹁満足度が高ければ︑づらい状態です︒客単価は６０
積極的に探してでも行きたい﹂ ００円〜７０００円台︒高いワ
というムードにいま︑変化しつ インを飲めば︑１万円を超えま
つあるのではないでしょうか︒ す︒それでもリピーターが増え
日本酒︵純米酒︶やクラフト ている︑とオーナーの跡部さん
ビールなどの酒類の充実に加え︑はホクホク顔︒
スティルフーズの鈴木社長が
﹁熟成肉﹂﹁甲殻類︵牡蠣︑海
老︑蟹︶﹂﹁産直野菜﹂などの 六本木ヒルズけやき坂の大箱を
魅力ある料理への再評価により︑森ビルから有利な条件で勧めら
﹁生産者の顔が見えるストーリ れて借り︑４年前に開業したの
ーのある食材﹂﹁作り手の努力 が ｢ステーキハウス＆ＢＡＲ ｣
が偲ばれる手間のかかる食材﹂ です︒メイン料理を﹁熟成肉﹂
﹁普段家庭では食べられない高 に切り代えてから大ヒット︒い
級食材﹂をきちんと出す店には まは予約が困難なほど賑わって
客はいま流れています︒﹁この います︒夜の客単価は１万５０
内容なら５０００円でも６００ ００円︒﹁ほとんどのお客様が
０円でも払いたい﹂﹁赤身の熟 会社の接待費で使われます﹂と
成肉とワイン︑あまりに旨過ぎ 鈴木さん︒４年目にして最高売
て気がついたら７０００円払っ 上げを更新しています︒
このように︑﹁熟成肉﹂のよ
た︒でも満足︑また来たい﹂と
いうシーンがあちこちで起き始 うな付加価値食材が出てきたこ
めているのです︒店は﹁付加価 とが︑﹁中価格﹂マーケット︑
さらに結果として﹁高価格﹂マ
値﹂を提供︑客は 価
｢値観消費 ｣
に目覚め始めたということです︒ーケットへのリーチを容易にし
ています︒いわば﹁想定４００
☆
とくに﹁熟成肉ブーム﹂はも ０円︑結果７０００円マーケッ
はや︑ブームなどではなく︑社 ト﹂がこれからの狙い目です︒
会現象に近い大きなムーブメン 消費税値上げの悪影響を気にし
トなっています︒店内には熟成 て﹁守り﹂に入っている飲食店
﹁攻
庫があり︑ぶら下がった塊肉に が多いが︑いまこそ積極的に
﹁熟成 日目﹂とか書いた札が め﹂の必要なときかも知れませ
貼っています︒通常︑ドライエ ん︒
︵フードスタジアムより︶
イジングは 日〜 日︒六本木

中｢価格マーケット 狙｣う時期が来た！
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●外食業界・消費者動向
止することを決めた︒同省はさ
らに︑農家が酒造会社の必要と
する量を供給する場合︑生産が
許された枠を超えて酒米を作る
ことができる仕組みを 年度か
ら設けることも決めた︒兵庫県
1
3

水島銕也がいたのである︒ 烈だった一因は︑当時は学
士魂商才の経営者／出光佐三語録
そして出光は︑彼によって 園の規模がさのみ大きくな
④肉親と変わらぬ情愛
その生涯を決定するような︑ くて︑出光の学年にしても︑
感化影響を与えられたので 卒業時に１０７人であった︒
なものである︒先生は若い ある︒
全校で３〜４００人そこそ
教授や生徒を肉親のように
ごく簡単にだが︑水島に この学生数だから︑教師に
愛撫された︒学生の一人一 触れておく︒
しても︑かゆいところへ手
人に面接され︑自宅に招い
水島は︑大分県中津の人 が届くわけで︑水島にして
ては家庭の事情から本人の で︑郷里では蘭学の祖の一 も︑出光の﹁すぐ目の前﹂
性格︑就職の希望などを聴 人である前野良沢と︑福沢 にいたわけである︒呼ぶま
かれ︑自ら一人一人就職の 諭吉と︑それに水島銕也の でもなく︑ちょっとの合図
世話をされた︒就職後も自 三人を挙げて︑﹁中津が生 で答える近さであった︒今
宅に呼び寄せて︑いろいろ んだ三巨人﹂としている︒ 日の何千何万人といって︑
と配慮され︑実際の肉親と ちなみに福沢と水島の父と 学長なんてものは遙か雲の
変わらない情愛を示された︒は親しい友人であった︒
彼方といったマンモス学園
︵中略︶私の会社で︑愛
水島は名校長の名が高か とは同日の談でなかっただ
によって社員を育てるとか︑った︒東京高商の出身で︑ ろう︒
人間尊重とかいっているの
出光は︑その水島に師業
歳のときに︑母校の教授
も︑もとをたどれば学生時 から︑創立されたばかりの し︑心酔し︑深い感化を受
代に種をまかれたものであ 神戸高商の校長に転じて来 けた︒﹃土魂商才﹄こそわ
る︒︵﹃我が六十年間﹄第 たものであった︒まだ創立 が進むべき大道と︑心に銘
２巻より︶
早々といってよく︑出光は︑ じた︒
その第３回の入学であった︒
︵ＰＨＰ文庫︶
︵中略︶水島の感化が強
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これまで飲食マーケットの主流だった２０００円〜３０００円
台の﹁低価格﹂と７０００円以上の﹁高価格﹂の間で空洞化して
いた﹁中価格﹂マーケット︒景気回復︑ベアアップ︑交際費非課
税枠の拡大など︑消費税値上げの逆風を吸収するような﹁脱デフ
レ﹂経済の好材料を先取りし︑積極的に﹁中価格﹂を狙った業態
開発を仕掛けるべき時期に来たようです︒

1
2

減反の対象から除外
酒米増産︑産地沸く
日本酒の原料となる酒造好適
米︵酒米︶の産地で︑増産の動
きが出始めた︒農林水産省が２
０１４年度以降︑酒米を生産調
整︵減反︶の対象から外す方針
を示したことや︑和食のユネス
コ無形文化遺産登録などで︑酒
米を多く必要とする高級日本酒
の人気が国内外で高まってきた
ことなどが背景にある︒
酒米の人気品種﹁山田錦﹂の
全国出荷量の８割を占める兵庫
県は昨年７月︑生産地の市町︑
ＪＡなどとともに﹁県産山田錦
増産プロジェクトチーム﹂を作
った︒今年１月から︑農家に増
産を呼びかけている︒県農産園
芸課の小林哲也さんは﹁昨年ま
では酒造会社が求める量を生産
できなかったが︑今年は応えた
い﹂と話す︒
酒米を思うように作れなかっ
た背景には︑減反がある︒米の
値崩れを防ぐため︑国が全国の
生産量を調整する仕組みで︑対
象は主食用のうるち米と酒米︒
１９７０年度に始まった︒
しかし︑環太平洋経済連携協
定︵ＴＰＰ︶交渉妥結に備え︑
国は昨年︑安価な海外産米との
競争に勝てるよう︑ 年度に廃
14

４０００円〜６０００円台の 約で満席です︒﹁ベルギービー
﹁中価格﹂マーケットは︑長年 ルとシャリュキトリーの﹃ミヤ
のデフレ経済の中で空洞化して マス﹄は４７００円〜４９００
いました︒﹁脱デフレ﹂の動き 円へと上がってきています オ
｣(
を日本経済のＧＤＰの６割を占 ーナーの千さん︶︒
める個人消費の主役である外食
恵比寿にオープンした焼き貝
市場がリードする時代がきまし と日本酒の店﹁あこや も｣想
｢定
た︒もちろん﹁ネオ大衆酒場業 した客単価よりも高く使ってい
態﹂﹁ワインバル業態﹂は定着 ただけるお客様がほとんどで驚
し︑引き続き﹁低価格﹂マーケ いている﹂とオーナーの延田さ
ットを主導していくでしょうが︑んは話しています︒
﹁ネオビストロ業態﹂﹁クラフ
要するに︑内容がしっかりし
トビール業態﹂など４０００円 た業態であれば︑﹁想定客単価
〜５０００円台の﹁中価格﹂マ を起えてお金を使う客﹂が増え
ーケットは下から徐々に膨らん ているのです︒
で来ていました︒
☆
五反田に昨年 月オープンし
これまでのハイクオリティ・
たクラフトビールをメインとし カジュアル︵高品質低価格︶志
た和ビストロ﹁ク 向は変わらないものの︑確実に
ラフトマン﹂は︑ ﹁ハイクオリティ・カジュアル
客単価４４００円 リッチ︵高品質中価格︶﹂へマ
台︵立ち飲みの２ ーケットはシフトしていると言
０００円台も含め えるでしょう︒﹁品質がしっか
た平均客単価︶だ りしていて魅力的な業態であれ
が︑連日にわたり ば︑客は少しぐらい高くても行
立ち飲み席まで予 く﹂ということなのです︒そし
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日｢本でいちばん大切にしたい会社 の
｣著者に聞く

さかもと・こうじ
１９４７年静岡県生ま
れ︒静岡文化芸術大学
教授などを経て︑２０
０８年より法政大学大
学院政策創造研究科教
授︒﹁日本でいちばん
大切にしたい会社 あ
｣(
さ出版︶︑﹁なぜこの
会社はモチベーション
が高いのか﹂︵商業界︶
など著書多数︒

﹁墓詣りをすませましたから︑
目黒の不動様へ参詣をいたし︑
裏門前の伊勢虎へ立ち寄り︑昼
餉をいただきますのを︑母がそ
の︑大変によろこんでくれます
もので︑私もその母がよろこぶ
顔を見たさに墓詣りが欠かせな
くなりました﹂
﹁おお︑うらやましいはなしじ
ゃ︒結構︑結構﹂
しきりにうなずく小兵衛の両
眼が︑わずかに潤みかかってい

京都の南部︑乙訓は︑見事な
竹藪で有名だ︒その乙訓の長岡
天神の池畔に﹁錦水亭﹂という
筍料理専門の料理屋があって︑
むかしは︑食べさせるだけでな
く︑泊めてもくれた︒
池のほとりに︑大小の離れ屋
がたちならび︑ここに泊ると︑
別世界へ来たおもいがした︒掘
りたての筍を︑吸い物︑炊き合
わせ︑刺身︑木ノ芽和之︑でん

るではないか︒︵中略︶
目黒不動裏門前の料理屋﹁伊
勢虎﹂には︑小兵衛も何度か客
となっていたし︑おはるも知っ
ている︒
竹林に包まれた奥座敷へ入り︑
春は目黒名物の筍︑夏は鮎や鯉
などで︑ゆっくりと酒食をする
のは︑なかなかよいものだし︑
宗兵衛の母がよろこぶのも当然
であろう︒
︵
﹃勝負﹄
中 小
｢判二十両 よ
｣り︶

がく︑天麩羅︑すべて筍料理だ
が︑その旨いことは︑私の友人
の言葉ではないが︑
﹁おはなしにならない﹂
のであった︒掘りたての筍が︑
こんなに︑やわらかくて旨いも
のだと知ったのは︑むかし︑錦
水亭へ泊ってからだ︒
いまも私は︑筍が大好きであ
る︒

筍御飯
●材料／筍︑米︑昆布︑醤油︑
酒︑塩
筍を薄く短冊に切り︑水と昆
布︑酒︑醤油︑塩︵吸い物より
やや濃い口︶を加えた出汁に１
時間位浸す︒米３合に対して出
汁は炊き上がりの蒸発分を含め
３・５合位とし︑筍と一緒に炊
く︒

などの計画と実績を従業員に公 す︒
開することです︒さらに︑数字
飲食店がすぐに取り組める地
を報告するだけでなく︑利益の 域貢献の例は︑地元の食材を積
配分方法を従業員に事前に伝え 極的に取り入れることです︒地
ておきます︒例えば︑利益の３ 元の生産者から食材を仕入れる
割は従業員のボーナスに︑残り ことで︑飲食店と生産者が一緒
は自己資本に充てるといった約 に成長できるウインウインの関
束をするのです︒
係を構築できます︒
です︒
これによって従業員一人ひと
１９７５年に創業し︑茨城県
低価格競争を避けて
りが経営に参画している意識を を中心に﹁家族レストラン坂東
従業員の負担を減らす
従業員を大切にするために︑ 持つようになり︑会社のために 太郎﹂などを運営する坂東太郎
価格競争を避ける発想も重要に ますます頑張ろうという気持ち ︵茨城県古河市︶は︑食材の調
達を通して︑地域と深い関係を
なってきます︒なぜならば︑低 になるのです︒
飲食店では経営計画を作成す 築いています︒多数の地元農家
価格を実現するには︑人件費を
削る必要が出てきます︒そのた る際に︑店の従業員を参加させ と契約し︑自社で使う特別な米
めには︑従業員を減らさなけれ ることも一つの方法です︒集客 を生産してもらっています︒ま
ばなりません︒この結果︑今い のためのキャンペーンや新メニ た豚肉は飼料や飼育法にこだわ
ューの開発について意見を聞き︑って育てられた黒豚を地元の生
る従業員の負担が増えます︒
これでは︑お客を満足させる 計画に反映させて利益を配分す 産者から仕入れ︑﹁つくば王様
質の高いサービスの実現は難し る︒これで︑働くモチベーショ 豚﹂のブランドで価値を訴求し
ています︒
くなります︒低価格によって支 ンが高まります︒
食材の調達や雇用で
長寿企業は︑これまで挙げた
持を短期的に得たとしても︑料
ような特色を持っています︒こ
地元に貢献する
理や接客の質が落ちれば︑お客
は離れます︒多くの長寿企業は︑ 最後は地域社会への貢献です︒れらを意識して経営することは︑
熟練した従業員の高いスキルで 多くの中小企業にとって︑地元 景気の動向によらず業績を維持
お客を感動させて︑その対価を の人に愛されない企業は長く生 できる企業に一歩近づくことに
得ることで生き残ってきたので き残ることは難しいでしょう︒ なります︒これは飲食店の経営
長寿企業の多くは︑地域への貢 でも共通です︒
す︒
︵日経レストラン︶
２つ目の成長を急がないこと 献を継続することで︑その地域
については︑景気が上向いてい に欠かせない存在になっていま
るからといって︑急速に店舗数
を拡大すれば︑借入金が増え︑
大きなリスクを背負うことに注
筍の茹で方
意すべきです︒一歩間違えば︑
先っぽと根をはすに切った筍
経営が悪化し︑従業員の生活を
を︑糖と水のたっぷり入った鍋
脅かしかねません︒
に入れ︑弱火で竹串が通る位ま
高い売り上げや利益の目標を
で茹でる︒糖の臭みを取るため
設定し︑無理に成長を急ぐのは
真水に半日程漬け︑根の硬いと
経営のあるべき姿ではありませ
ころをぐるむきに取る︒
ん︒数字は︑あくまでも従業員
の成長に合わせてついてくるも
のです︒会社を長く続けるには︑
身の丈に合った速度で成長する
べきです︒
そして︑経営の透明性を確保
するためには︑売り上げや利益

■池波正太郎著／剣客商売
庖丁ごよみ⑤
春

逆風に強い長寿企業になるには
まず従業員満足の向上を目指せ

⑫サクラのラベルに秘められた深い歴史！

法政大学大学院教授

ワインアドバイザー
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これまでに全国の７０００を ていて︑自然な笑顔で接客する
超える企業を視察してきました ことはできません︒一方︑働く
が︑不況を何度も乗り越えてき 環境が整っている従業員は︑お
た長寿企業には共通点がありま 客の喜びや幸せを考えて行動で
す︒まず︑従業員の幸せを第一 きるようになります︒
に考えていること︒２つ目は︑
老舗旅館の﹁加賀屋﹂︵石川
成長を急がないこと︒３つ目は 県七尾市︶は︑従業員を大切に
経営の透明性を確保しているこ することで成功している企業の
と︒４つ目が︑地域社会に貢献 一つです︒﹁加賀屋﹂では︑客
していることです︒
室係をすべて正社員として採用
多くの経営者は﹁顧客満足が しています︒さらに︑子供がい
大事だ﹂と言います︒しかし︑ る社員が安心して働けるように
その顧客満足を実現するのは︑ いち早く︑自社に保育園を設け
現場の従業員です︒従業員が幸 ました︒２００７年に能登半島
せに働いてこそ︑お客の満足が 地震が発生したときは︑１ヵ月
間休業したものの︑１人の社員
実現するのです︒
従業員の幸せを実現するには︑も解雇することなく︑彼らの生
まず給与や休日の取得などで︑ 活を守りました︒
従業員が安心して働ける条件を
﹁加賀屋﹂は従業員が安心し
保証する必要があります︒サー て働ける環境を整えることで︑
ビス残業ばかりで︑休みもロク 高いレベルの接客を実現し︑多
にもらえない従業員は︑疲弊し くのお客から支持されているの

〜あき丸ワイン漫遊録〜

◇坂本光司

命を落としてしまった日本兵を手厚
く葬り、日本との交友関係を深める
ために、日本庭園までの５キロメー
トルの間に約２０００本の桜の木を植
え、毎年桜祭りが行われるようにな
ったのです。
オーストラリアと日本との友好の証
としてカウラの桜並木をモチーフに
したのが、この「さくらシラーズ」
です。味わいも完熟した葡萄から来
る果実味たっぷりで凝縮した味です。
読者のみなさんが本紙を読まれる頃
はちょうど桜の開く時期だと思いま
す。ぜひ一度、桜の季節に歴史を感
じながら「さくらシラーズ」を飲ん
でみられてはいかがでしょうか。
季節も冬の終わりを迎えるようにな
りました。今回は、春も本番を迎え
るこの時期になると思い出す一本の
ワインについて書いてみたいと思い
ます。
そのワインの名前はウインダウリー
・エステイト「さくらシラーズ」で
す。産地はオーストラリア・ニュー
サウスウェールズ州。カウラ地区初
のブティック・ワイナリーで造られ
たワインです。小規模家族経営のワ
イナリーです。
このさくらラベルの歴史とは１９４
４年第二次世界大戦中、カウラの地
で捕虜になっていた日本兵１０００
人余りが大脱走を企て、２００人以上
もの死者を出した事件がありました。
そのとき現地カウラの人々は事件で

たけのこ
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