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ており︑みんなで盛り上がれる イプの仕分けは︑初心者向けに 酒にもしてくれる︒
場としても使える︒
分かりやすさを意識した市場氏
料理は日本酒に合う肴となる
●外食業界・消費者動向
できる限り小さな蔵や知られ のオリジナル︒﹁濃くて米の旨 ための一品を軸に︑定番と季節
ていない蔵にフォーカスし︑季 みしっかり﹂は︑さらに﹁甘み 感を意識した月替りのおすすめ
ニューオープンの日本酒業態
３５０円﹂の均一価格で︑ワン 節性を大事にして揃えた日本酒︒を感じる﹂﹁辛みを感じる 甘 を揃える︒
｣
｢
コインからでも手軽に日本酒が カテゴリーは同じ純米酒とはい 酸っぱい﹂の３タイプに分けら
東上野 純｢
米酒専門 粋酔 ｣
店は家業を営むようなスタン
都道府県１００種類以上の 楽しめる︒さらに︑もっと多く え︑北から南までの場所の違い れる︒﹁すっきり﹂グループは スで︑スタッフ全員で情報や技
の日本酒が飲みたい︑いろいろ に始まり︑米や麹の違い︑さら ﹁フルーティ﹂﹁さっぱり﹂︑ を共有し︑全員が多様的に仕事
純米酒を揃えた﹁純米酒専門
粋酔﹂が東上野に昨年 月 日 な銘柄を飲み比べたいといった には蔵の考え方でタイプも味も ﹁中口﹂は﹁旨みを感じる﹂﹁さ をこなせるという形態の飲食ビ
利き ジネスをめざして︑今後も日本
オープン︒飲み比べを楽しむ２ 要望に応えてくれる﹁２時間２ 変わり︑個性豊か︒
っぱり﹂となる︒加えて︑ 口
時間と２時間半の飲み放題シス ８００円﹂﹁２時間半３３００
﹁日本酒の味の幅の広さを知 酒師の稲村亮太氏が好みのタイ 酒を軸にした展開を考えている︒
テムがオープン以来人気を呼ん 円﹂のお得な飲み放題システム って欲しいのです﹂という市場 プとの出会いまでを丁寧にリー スタッフの誰もが日本酒の知識
がある︒
グループ利用時には︑２ 氏の先入観のない味を楽しんで ドしてくれるので安心だ︒温度 を持つような確かな店作りに期
でいる︒
銀座線の稲荷町から上野に向 ４０ のデキャンタでも提供し 欲しいとの想いから︑日本酒タ も冷やのみではなく︑好みで燗 待がかかる︒
かう浅草通り沿いにあって︑
坪︑ 席の日本酒専門店︒北海
道から沖縄まで︑全 都道府県
を売って︑６千円という金 です︒ところがその上︑さ
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の蔵から純米酒を１０５種類揃
をお前にやると言われた︒ らに﹁このことを人に話す
⑤日本人の徳
えている︒有名な日本酒︑話題
当時の６千円はいまと違 なよ﹂とつけ加えられた︒
の日本酒︑
初めて出会う日本酒︑
って大した金ですよ︒﹁こ 普通なら恩をきせるはずな
故郷の日本酒など︑味わいとと
私は丁稚奉行をしたので 徳から出たことです︒その れはお前にやるのだ︒返す のに︑人に言ってはいけな
もに︑選ぶ楽しさにも出会える
には及ばない︒利子もいら いと言われた︒これは︑道
すが︑ここで非常に恵まれ 場で私は決心した︒
店だ︒
たことがある︒丁稚奉行を
しかしながら私には金が ない︒おれは事業に経験が 徳のうちでも最高の陰徳の
飲食ビジネスを起業したオー
２年くらいしているときに︑なかった︒そこに淡路の日 ないから興味もない︒事業 あり方です︒人に恩をきせ
ナー︑市場聡一郎氏による市ヶ
私の実家が親類に迷惑をか 田重太郎という人がいた︒ の報告もいらない︒ただ︑ ない陰徳のあり方を日田翁
谷の﹁麹や つづみ亭﹂に続く
けられて破産したんです︒ 私が 歳︑日田さんは 歳 初志を貫いて終始一貫せよ︒に教わったということは︑
２店舗目となる店︒通りに面し
それで︑母が小さい履物の の年でした︒この方は淡路 そして親に孝行して兄弟仲 私は日本人としてどこまで
たエントランスのガラス戸から
小売店をやっておるのを見 の地主さんでしたが︑非常 良くせよ︒これがおれの希 恵まれているのかというこ
透けて見えるのは︑坪庭風な設
て︑びっくりして︑私はそ に質素な方で︑神戸に来て 望だ︒金はやるのだ﹂と言 とです︒︵﹃我が六十年間﹄
えと玉砂利に飛び石を置いた奥
第３巻より︶
の場でいまの勤めをやめて︑おられて︑私のあり方を見 われた︒
へと続く小径︒一見高級な和食
これは日本の徳のあり方
︵ＰＨＰ文庫︶
親兄弟のために働かなけれ て︑京都に持っている別荘
店と思える店構えだ︒
ばならんと決心した︒これ
日本全国から１０５種類もの
が出光商会をつくった動機
純米酒を専門に揃えたとなれば︑
な
んです︒
日本酒初心者ならずともハード
これは親に孝行し︑兄弟
ルが高い印象となる︒しかし︑
を救おうという日本人の道
﹁
５００円﹂﹁２４０ １
34
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経営は︑﹁足し算 ｣
引
｢き算﹂
﹁掛け算﹂が大事と言われてき
ました︒チェーン店は 足
｢し算
の発想で伸びてきました︒メニ
ューもマスの顧客に対応するた
めには﹁足し算﹂の発想ででき
るだけ幅広い料理を提供する総
合的な業態づくりが良しとされ
てきました︒しかし︑顧客のニ
ーズが多様化し︑ライフスタイ
ルも個性化してきたために︑そ
れに対応するため︑﹁引き算﹂の
発想が必要になってきました︒
メニューの数を絞ったり︑業
態を専門家していくことが大き
な流れとなっています︒店舗規
模も大き過ぎず︑時代の変化に
対応できるような中小型店舗に
シフトするチェーン店も増えて
います︒
食材に安全性が問われ︑顧客
のニーズが本物志
向に変わってから
は﹁掛け算﹂発想
が重要になりまし
た︒生産者と直結
した産直メニュー
を中心に据えるよ
うな付加価値経営
11

割｢り算発想 で｣業態力アップ

これからの飲食業態の進化︑イノベーション
そのヒントは︑﹁割り算発想﹂のなかにあるの こだわり︑その部位だけでも
﹁し
か
のポイントは何か︒顧客が価値と感じる﹁強い
ではないでしょうか︒東京・中野エリアの３店 んしん﹂﹁かめのこ ｣
｢ぶり ｣
﹁ともさんかく﹂の赤身ステー
業態﹂はどういう発想や手法で生まれるのか︒
舗をリサーチしてみました︒
キがカジュアルに食べられます︒
かつてベンチャーリンクで﹁牛
角﹂業態の立ち上げに関わった
関氏がプロデュースしました︒
やはり関氏のノウハウと経験値
を標榜する外食企業や飲食店が テキーラー︶では定番メニュー が﹁分母﹂になった業態といえ
脚光を浴びているのです︒
ですが︑それを日本酒で出すと ます︒
☆
いう発想が面白い︒
☆
｣
しかし︑これからの飲食マー
☆
こうしたコンテンツの細部に
ケットは︑単純に﹁足し算 引
こだわり抜いた店が︑これから
｣｢ ２軒目の キ
｢ッチンＲｏｏｔ ｣
き算﹂﹁掛け算﹂の発想だけで は︑世界を旅する仲間たちが集 どんどん増えるし︑多様化する
は顧客の期待に応えられない時 うキッチンというコンセプトで 顧客の価値観にフィットしなが
代になりつつあるのではないで 南口レンガ坂にオープンしまし ら勝ち残っていくのではないか
しょうか︒中野エリアの３店舗 た︒オーナーは︑秋葉原や中野 と思います︒それが偽物ではな
をリサーチしてみると︑そんな ブロードウェイで玩具店を手掛 く︑実力に裏づけられたもので
問題意識がわいてきたのです︒ ける原田氏︒世界中を旅した経 あることが条件︒つまり︑企業
１軒目は︑中野に古くからあ 験から 世
｢界のビール を
｣提供︒ やオーナーの経験値︑蓄積され
る伝説のモツ焼き繁盛店 久
旅をして﹁日本のコメがいかに たノウハウ︑人材パワーなどの
｢遠 ｣
グループが昨年 月にオープン 旨いか﹂に気づき︑そのコメを ﹁分母力﹂がまず問われます︒
した﹁焼き貝久遠﹂︒同グルー 美味しく食べられるキッチンを そしてその分母力をもとに︑様
プの遠山氏が︑焼き貝業態でい 作りたいという夢を実現しまし 々な業態︑メニュー︑
商品価値︑
まブレークしている あ
た︒料理は﹁在来種野菜﹂にこ 顧客価値︑提供法︑きめ細かい
｢ぶさん ｣
グループの延田氏に教えを請う だわりました︒スタッフはなん 接客サービスなどを割り出して
かたちで新業態をつくり上げま と全員が﹁世界一周経験者﹂︒ いく﹁割り算﹂発想がこれから
オーナーの経験値やコンテンツ 求められるのではないかという
した︒
久遠グループのノウハウと人 発信力といった﹁分母﹂の力を ことです︒
材の蓄積を﹁分母﹂にして︑オ もとに︑どこも真似できない店
﹁神は細部に宿る﹂という言
リジナリティあふれる貝業態を をつくり上げたかたちです︒
葉があります︒﹁足し算﹂でも
割り出しました︒お通しで選べ
☆
﹁引き算﹂でも﹁掛け算﹂でも
る﹁オイスターシューター﹂は
３軒目は飲食激戦地の北口に なく︑﹁割り算﹂でその細部を
テキーラのショットグラスに日 オープンした ５｢ゴ
︒
(ーバル )
｣ つくり上げていく︑生み出して
本酒を注ぎ︑生ガキと鶉の卵を 昼はカレー︑夜はステーキとワ いく︒そのようなクリエイティ
入れて出すスタイル︒米国のオ インのバルですが︑ステーキ肉 ブ力が問われる時代なのです︒
イスターバー︵日本酒ではなく は和牛のもも肉﹁しんたま﹂に
︵フードスタジアムより︶

出光商会をつくった動機は︑
親に孝行し︑兄弟を救おうという
日本人の道徳から出たことである
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されました。
今回の日本初の女性のみのワインジ
ャッジは、ワイン業界だけではなく、
広く大きな話題になり、受賞ワイン
が注目を集めることになるでしょう。
コヤマカンパニーでは、今回受賞さ
れたワインを数多く取り扱っており
ます。ぜひ一度お試しください。

ワインアドバイザー
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初夏の江戸の鰹ゆえ︑まだ値
は安くないが︑それにしても質
素な食膳である︒
ところが︑生鰹の味噌汁へ口
をつけた市蔵が︑目をみはるよ
うな顔つきになった︒
﹁どうだ︑旨いかね？﹂
﹁はい⁝⁝このようなものを︑
はじめていただきました﹂
﹁そうか﹂
小兵衛とお貞が︑顔を見合わ
せてうなずき合い︑
﹁それはよかった﹂
﹁市蔵さん︒おかわりをしてく
ださいよ﹂
﹁かたじけのうございます﹂
久しく︑人の情にふれること
もなく︑孤独に暮らしつづけな
がら波切道場をまもってきた市
蔵だけに︑小兵衛のおもいやり
が︑よほどうれしかったのであ
ろう︒︵﹃黒白﹄より︶
めいろし汁

能登杜氏四天王が復帰
や｢や辛いがいい味に ｣

こうじ菌をコメの内部に深
く食い込ませるために︑繁殖
しやすい条件をいかに整える
その百一●農口尚彦杜氏
か︱︱︒これが味の深みを左
日本四大杜氏の一つとして ランド﹁菊姫﹂の杜氏になり 右するポイントといいます︒
知られる﹁能登杜氏﹂の四天 ました︒
蔵に隣接する母屋に半年間泊
﹁でも最初の酒は薄味と不 まり込み︑蒸したコメの粘り
王とされ︑２０１２年に引退
した石川県能登町の農口尚彦 評だった﹂︒東海地方で修業 気を確認するため︑真夜中に
さんが今冬︑酒造りの現場に を積んだ農口さんの酒は︑濃 何度も起きてはコメをかみ続
戻りました︒復帰後︑初めて
仕上げた酒の出来栄えに﹁や
や辛いが︑いい味になった﹂
と満足気︒全国から注文の電
話が殺到し︑予約が取れない
ほどの反響を呼んでいます︒
全国新酒鑑評会で 回も金 い酒が好まれる石川にはなじ ける作業を続けました︒
﹁作業は勘でなく理屈﹂︒
賞を受賞し︑﹁現代の名工﹂ まなかったのです︒研究を重
にも選ばれた農口さんは︑酒 ね︑喉の通りがいい切れの良 蒸し米の置き場の温度や湿度
造りの責任者である杜氏の家 さを追い求めました︒ 夕
｢方︑ の推移を細かく記録︒杜氏部
に生まれました︒終戦後の貧 山仕事を終え︑酒屋で最後の 屋には 年分のノートが積ん
であります︒それでも﹁コメ
しい時期︑ 手
｢に職を得たい ｣一滴まで飲み干せる﹃労働酒﹄︒
と 歳から静岡や三重の酒蔵 これが酒造りの原点﹂と語り は気候によって毎年出来が違
う︒そこが難しい﹂︒
３ヵ所で修業︒ 歳で有名ブ ます︒
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奥田政行︵おくだ・まさゆき︶
１９６９年生まれ︒２０００年
山形県鶴岡市にイタリア料理店
﹁アル・ケッチァーノ﹂をオー
プンさせ︑日本中からお客がつ
めかける超人気店に育てる︒

10

●材料／鰹︑鰹の中骨︑人参︑
大根︑牛旁︑ほうれん草︑酒︑
塩
三枚に下ろした鰹の中骨を３
等分に切り︑水で血を洗い落と
す︒鍋に中骨と水を入れ︑煮汁
が透き通るまで１時間位煮込む︒
裏漉しした煮汁に鰹の身と大根︑
牛旁︑人参を入れ煮込む︒最後
にほうれん草を加える︒味付け
は酒と塩だけで︒

オーナーシェフにとって︑飲
アル・ケッチァーノグループ お客様や支えてくれている生産 たとえば︑私はよくお客様が注
食店経営は﹁おいしい料理を作 における私の役割を図にまとめ 者の皆さん︑スタッフといった 文したワインを飲んで味付けの
り続ける﹂ことを第一にし︑な ました︒ざっと分類しても の アル・ケッチァーノグループに 最終調整をしています︒そうす
おかつ関係する店全体を見渡し︑異なる仕事を日々やり遂げます︒関わっていただいている方々が︑ることで︑より満足していただ
経営に関わるすべてを分析し︑ 飲食店経営に直接関係がなさそ より幸せになるようにいまだ頑 けるその時その瞬間の料理を作
判断できるようになるのが理想 うな仕事もありそうですが︑そ 張り続け︑今日の自分を超えて れるのです︒
だと考えています︒
れぞれが相乗効果を発揮して︑ 明日の自分に出会っています︒
経理はコスト感賞です︒肉な
オーナーシェフの仕事の基本 ら半頭買いをして︑部位別にメ
は︑﹁料理人﹂ 接
｢客﹂ 経
｢理﹂ ニューを工夫するなどして︑良
です︒私も店の規模が小さかっ い食材を使いながらも原価率を
たときには︑ここからスタート 抑える方法を考えます︒
しました︒料理人としては︑ほ
﹁段階﹂が上がるほど
かにはない私の店だけのメニュ
オーナーの役割は増える
ー開発に注力しました︒
接客も重要です︒メニューに
仕事の﹁段階﹂が上がると︑
込めた思いを伝えるために時間 比例して役割も増えます︒支店
の許す限りホールに出ます︒お が増えると︑人事の仕事が増え
客様と接することで店にどんな ます︒人材育成は経営者として
ことを求めてやって来ているか︑重要な仕事でやりがいもありま
肌で感じ取ることができ︑自分 すが︑正直︑誰一人同じ性格の
が良いと思っているメニューが 人はいないので︑苦労も多く骨
ダメだったり︑そうでないメニ が折れます︒私はその子に合っ
ューが良かったりという手応え た将来を考え︑﹁今あなたはど
を通じてニーズを把握できるの のレベルにいるか﹂を分かるよ
です︒
うにして︑スタッフの自己啓発
を促します︒
私はレストランでも︑積極的
健康を気遣う家族の説得で
に営業活動をすべきだと思って
年に引退したが︑昨年︑
います︒雑誌などの仕事は︑忙
年以上の親交がある東京・銀
しくてもできるだけ断らずにお
座の元すし職人︑渡辺忠さん
引き受けし︑新しいお客様に知
に﹁日本一の酒を造ろう﹂と
っていただけるようにしました︒
誘われました︒﹁農口さんの
その一方で︑しばらくお顔が見
大吟醸を店に置いたら客層が
えないお客様には︑電話や手紙
良くなった︒いつか一緒に酒
などでお声がけします︒
造りを︑と夢を持った﹂と話
私には大切にしている言葉が
す渡辺さんは︑石川県能美市
あり︑その１つが﹁誰をも犠牲
で休業中の蔵を取得し︑改修
にせず︑お互いに育み合いなが
まで始めました︒その姿を見
ら︑関わった人すべてを幸せに
て農口さんは復帰を決意︒新
する﹂です︒
たな酒蔵は﹁農口酒造﹂とし
これは︑今まで料理人として
ました︒
生きてきて︑いくつもの苦難や
﹁今年はこうじ菌の食い込
トラブルに遭遇し︑それを乗り
みや水の吸い込みがよかった
越えたことで気づいた自分の言
｣
というコメと︑蔵の横にある
葉です︒仕事や人間︑社会の仕
井戸から汲み上げた軟水を使
組みの中で迷ったらまずこの言
った今冬の本醸造などの酒は
葉を思い浮かべ自分の気持ちが
軽やかな仕上がり︒﹁農口﹂
小さくならないように︑ぶれな
などの銘柄で出荷します︒
いように歩んでいます︒
︵読売新聞より︶
︵日経レストラン︶

今年２月に、日本において初めての
試みである日本の女性だけによるワ
インジャッジ、「サクラアワード
20
1
4
」が行われました。
世界各国から応募した約1
9
00アイテ
ムのワインを日本を代表する女性
17
0
名のワインのスペシャリストが
審査するのです。
女性の視点を活かした、女性ならで
はの判断基準で選ばれた、従来の常
識を打ち崩す、新しい価値基準のワ
インです。
すべて公正にブラインドテイスティ
ングによって選ばれ、ダブルゴール
ド、ゴールド、シルバーのメダルが
贈られました。とくに秀逸なワイン
にはダイヤモンドトロフィーが授与

｢接客｣｢経理｣

■池波正太郎著／剣客商売
庖丁ごよみ⑤
春
鰹
50
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〜あき丸ワイン漫遊録〜
アル・ケッチァーノ式仕事術

⑫サクラアワード2014

｢おいしい料理｣＋○○
基本は｢料理人｣
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