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ッフを前向きにさせる／和歌山 浜市︶
︿グルメ誌の特集紹介﹀
ちゃんぽん 忠次郎 麺
(居酒屋︑ ・﹁第９回居酒屋甲子園﹂の全
▽日経レストラン／１月号
和歌山市︶
国優秀店長の代表２人が語る
●外食業界・消費者動向
特集 ﹁一緒に働きたい！﹂と 適材適所を見抜き︑目標を与え︑・人材育成コンサルタントが指
日の丸ウイスキー
ウイスキー市場も︑炭酸飲料で 慕われる店長になる
称えて伸ばす／惣菜とワイン
南／慕われる店長になり人手不
割る﹁ハイボール﹂ブームで拡 ・店を一つにできる店長には何 夜木﹁ヨギ﹂︵ワインバー︑東 足にも強くなる７ヵ条
世界を酔わす
が必要か？／店の理念をとこと 京・恵比寿︶
国産ウイスキーに海外からの 大に転じている︒
▽ミーツ・リージョナル／２月
注目が集まっている︒ニッカウ
ニッカ創業者の竹鶴政孝と妻 ん浸透させスタッフとの意識の 全員メールと帰宅前の面談でス 号
ヰスキーの﹁竹鶴﹂やサントリ リタをモデルにしたＮＨＫ連続 溝を埋めよ
タッフが辞めない店を実現／マ 特集 Ｏｈ！鍋
ーの﹁山崎﹂が︑英国の権威あ テレビ小説﹁マッサン﹂の放映 コミュニケーション下手を﹁仕 ・メゾン春日井店︵洋食店︑愛 ・そこそこ大人数で行けて︑そ
る賞に相次いで輝き︑スコッチ も追い風となっており︑ウイス 組み﹂で克服して店を一つに／ 知県春日井市︶
こそこ美味しくて ･･
︒
･
･宴会部
の本場での評価もすっかり定着 キー人気はしばらく続きそうで 飲食処 ばんや︵居酒屋︑長野 互いの本音を話せる場所にして 長の皆さ〜ん！ そんな無難優
県諏訪市︶
してきた︒
ある︒
働きやすい職場にする／炙り家 先の鍋手札でお店をセレクトし
長く縮小傾向にあった国内の
︵読売新聞︶ ﹁考える﹂楽しさを伝え︑スタ 新横浜駅前店︵海鮮居酒屋︑横 ていませんか？
・年明けに続く新年会︑そして
ホームパーティーで︑シアワセ
に笑うための鍋を全網羅︒飲み
会のための永久保存版とも言え
強がりはコンプレックスの裏返しである︒
る︑鍋〜宴会特集！
・今しか食べることのできない
﹁強く見せる﹂努力はやめて︑
期間限定のキャラ立ち鍋の店か
﹁強くなる﹂努力をすることだ︒
ら︑あの人気店の料理人による
オリジナル家鍋レシピまで︒２
０１５年︑幸せを呼ぶ鍋奉行は
劣等コンプレックスとは︑劣等
に振る舞う︑病気や体調を理由に
す
る
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
︒
優
越
の
ア
アナタだ！
感を言い訳にして︑人生の課題か ピールは劣等感の裏返しなのです︒して家庭を意のままに操る︑他の
︿グルメ誌の次号特集紹介﹀
ら逃げ出すことを言います︒しか
優越コンプレックスを持ってい 人の価値を下げるよう批判する︑
▽ｄａｎｃｙｕ／３月号︵２月
し︑その際に︑自分が劣等感を感
大声や大きな身振りで話す︑霊感
る
人
は
︑
自
分
が
本
当
に
強
く
な
る
｢
｣
６日発売︶
じていることを正直に表明すると ための努力をしません︒そうでは などの特殊な能力を強調する︑会
特集 日本酒
は限りません︒いやむしろ﹁そん なく強く﹁見える﹂ように努力す 話を自分に向けようとする︑人の
▽料理王国／３月号︵２月６日
なことはない︒自分はむしろ人よ るのです︒そして︑以下のような 話を聞き流す ･
な
･･
･ど︒
発売︶
り優れている﹂と優越をアピール
これらの行動は﹁強い﹂からす
行
動
を
頻
繁
に
行
い
ま
す
︒
大特集 若きオーナーシェフた
する人の方が多いことでしょう︒
外見を着飾る︑女性なのに男性 るのではありません︒強く﹁見え
ちの挑戦﹁ビストロ﹂﹁ワイン
これこそが 優
のように振る舞う︑自慢する︑人 る﹂ことに努力を傾けている︒そ
｢越コンプレックス ｣
バー﹂﹁カフェ﹂
であり︑それは形を変えた﹁劣等
して︑その背後には強い劣等感が
を
バ
カ
に
し
た
よ
う
な
態
度
を
取
る
︑
・ 坪の店で夢を叶える
コンプレックス﹂の一種なのです︒弱い人に対して威張る︑外では静 隠されているのです︒
・老舗ビストロに学ぶ 年続く
本当に自信がある人はそれを誇示 かなのに家に居るときにだけ横暴
︵ダイヤモンド社︶
店づくり

個客はシナリオに魅かれる

1
0

10

‥

‥

切れません︒年末年始に予約で
団体さんを入れて喜んでいるよ
うなオーナーはマーケットの構
造的変化を分かっていません︒
２月以降︑店では閑古鳥が鳴き︑
また﹁次の３月の団体シーズン
を待とう と
｣考えてしまいます︒
思考停止です︒これでは︑変化
するマーケットを先取りするど
ころか︑負け組に入るパターン
です︒
いまの顧客は﹁個﹂で捉えな
ければなりません︒﹁個のマイ
ンド﹂を押さえなければならな
いのです︒ＳＮＳ時代︑ 個｢は
｣
敵にも味方にもなります︒いや︑
いかに味方にするか考えるべき
です︒これからの経営者はＦａ
ｃｅｂｏｏｋを始めとしたＳＮ
Ｓを使いこなすこと︒そして︑
いかに﹁人と違うことをやる﹂
かです︒ベンチマークもいいが︑
﹁ここは自分ならこうする ｣
こ
｢
う変えればもっと面白くなる﹂
といった視点でリサーチしてほ
しい︒井の中の蛙では自己満足
店しかつくれません︒マーケッ
トを自分の足で歩き︑自分の目
で見て︑自分の舌で確かめるべ
きです︒そうした経験値を店の
﹁シナリオ﹂に反映させます︒
絵に描いただけでは本物の店は
つくれません︒顧客は経営者の
血と肉が詰まったシナリオを読
みたいのです︒
Ｍ
(ｏｏｋ﹁居酒屋２０１５年
版﹂より抜粋 )
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アルフレッド・アドラー／人生に革命が起きる１００の言葉

④

今年注目されるトレンドと経営のあり方

!

‥

２０１５年はどんな年になるのだろう？飲食トレンドの分析や わず︑新世代のオーナーや料理
予測をずっと行ってきましたが︑ますます﹁業態トレンド﹂だけ 人が新しい創作料理にチャレン
ではマーケットの動向を先読みできない不透明な時代に入ってき ジし始めました︒帰国子女や海
たような気がします︒表に現れる現象だけを見ていては勝てませ 外で修行したシェフなどが新し
ん︒その現象の底流にある時代の構造的変化︑人々の心の変化を い流れをつくりだす可能性もあ
見極めなければなりません︒
ります︒
５︑﹁ライフスタイル訴求型業
﹁ネオビストロ﹂﹁ガストロパ 態﹂の増加︒海外のトレンドを
トレンド予測のキーワード
ブ﹂に注目︒キーワードは﹁ク 取り入れた高度感︑高付加価値
のライフスタイルニーズに沿っ
ラフトマンシップ﹂︒
２０１５年の飲食トレンドを ４︑新世代オーナーによる﹁ネ た業態に注目︒
予測するキーワードは以下の５ オ・創作料理﹂︒ジャンルは問
点に要約できます︒
１︑﹁ジャパンクオリティ﹂の
拡大︒地方の活性化︑生産者の
支援などのミッションを打ち出
これらの流れを押さえておく ストーリーをしっかりと描かな
した業態に注目︒﹁Ｆａｒｍ
と︑２０１５年の飲食マーケッ ければなりません︒オーナーが
ｔｏ Ｔａｂｌｅ﹂﹁Ｅａｔ
トが見えてくるに違いありませ ﹁シナリオ﹂をもつことです︒
Ｌｏｃａｌ﹂などがキーワード ん︒どのタイミングで何を仕掛 ミッション︑ビジョンは大事で
になります︒
けるか︒自分の得意分野を極め︑すが︑それを顧客に伝えるシナ
２︑ ハ
これまでにないスタイルの業態 リオがこれからもっと重要にな
｢イクオリティ大衆酒場 ｣
の登場︒﹁ネオ大衆酒場﹂業態 や料理を打ち出すことが重要で ります︒﹁割安感﹂を感じさせ
がこれからは上質化してきます︒しょう︒
るコンテンツ 価(
値型商品 で
)サ
料理と酒類の質にこだわった店
外食業界で﹁ありきたりじゃ プライズを提供し︑その背景に
が続々と登場するでしょう︒
つまらない﹂を企業理念として あるコンテクスト︵文脈・スト
３︑﹁ポスト居酒 打ち出し︑製販一貫流通を築き︑ーリー︶で自店の魅力に惹き込
屋・バル業態﹂︒ 一部上場まで急成長したエー・ ませてファンにします︒そうい
普通の居酒屋︑特 ピーカンパニーの米山久氏︒そ うシナリオが必要なのです︒こ
徴のないワインバ のような大胆な発想で︑時代が れからの飲食店経営者は優れた
ルは淘汰されます︒求めているテーマに挑戦してほ シナリオライターでなければな
価値観︑意味性を しいものです︒そして︑肝心な りません︒
打ち出した﹁ネオ ことは人々のマインドに刺さる
いまの顧客は︑マスでは捉え
炉端 ｣
ネ
｢オ割烹﹂ メッセージやマインドを動かす
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大吟醸や純米酒のような日本 一つ横軸の見方もある︒それは 二年︑三年と熟成させた古酒と な香りになったものや︑カカオ でも毎年︑出来が違う︒同じよ
酒の種類を横軸とすれば︑もう 時間による熟成だ︒
いうものもある︒昔は酒は作っ フレーバーを漂わせるもの︑コ うに造っても同じ結果になると
日本酒は冬︑十一月中頃から た量に応じて課税されたので︑ クと重厚味を増したものなど︑ は限らない神秘的要素がある︒
仕込みをはじめ︑年が明けた春 税金を払うためにはいつまでも 酒そのものの出来具合と保存法 逆に思ってもいなかった銘品に
先に最初のしぼりの新酒﹁あら 蔵に置いておかず早く商品化し の掛算で千差万別状態だ︒時間 仕上がることもあるという︒ま
ばしり﹂をとる︒この生酒はま 現金化しなければならなかった をかけてつくるのはリスクも大 た名人杜氏が新しく入蔵し劇的
だピチピチと勢いがよくはじけ が︑ある時期から蔵出し税︑出 きいから︑好結果のものは価値 に酒が変わることはよくある︒
荷した量への課税となったため︑も高く値段も高い︒これからは︑そういう要素をふまえ︑うまい
るような魅力をもつ︒
これがひと夏越して﹁夏越し 注文がなければ置いておくよう 日本酒もビンテージの時代にな と噂される酒は年々︑刻々と変
の酒 に
｣︑秋に旨みののった 秋
｢ になった︒その結果︑年月を経 るだろう︒ただし︑古酒として わってゆき︑二年前評価された
上がり﹂となり飲み頃になる︒ ると熟成が深まり味わいの増す 熟成させるのは火入れした酒に 酒が今はさっぱり︑ということ
十月一日を日本酒の日とするの ものもあると分かってきた︒長 限る︒火入れ 低(
温加熱殺菌 し
) もある︒私自身にも毎年︑新発
はこの秋上がりに合わせたもの 期熟成酒というこの酒は偶然に てない生酒は酵母が生きており 見の銘酒があり︑また毎年変わ
だ︒この頃は海山の収穫物も出 より発見された要素もあり︑ま 保存によっては腐敗したり︑爆 らず︑というよりは意欲的に向
上を続けている頼もしい銘柄も
そろい︑酒もそろそろ燗酒が恋 たなにしろ時間のかかることな 発したり変化がおきやすい︒
ある︒
しくなる︒そうしてその年に作 ので︑その方法︑どんな酒をど
った酒は基本的に一年で飲み切 んな状態で保存すればどんな酒
日本酒の横軸︑縦軸にさらに
このような︑銘柄︵造り手︶
り︑秋に収穫した米でまた次の になるかは︑各蔵元で実験進行 もう一つ奥軸と言おうか三次元
仕込みに入る︒まことに日本酒 中といったところだ︒
化するものとして各地の銘柄が と︑酒の種別︵吟醸とか純米と
か︶と︑タイプ別︵生酒とか古
は日本の四季に沿った酒だ︒
また居酒屋でも熱心なところ ある︒
は︑古酒にするために地下など
かって日本酒の銘醸地は灘と 酒とか︶の三要素の組み合わせ
ところがその年に飲み切らず に特別の保存庫をつくり酒を寝 言われ︑地酒ブームで新潟や北 で日本酒がある︒たとえば﹁神
かせている︒最近は五年︑十年 陸が有名になったが︑今は全国 亀︵銘柄︶純米吟醸︵種別︶生
の大古酒は別として︑二年︑三 各地どこからでも銘酒は誕生し︑酒原酒︵タイプ︶﹂︵原酒は加
年ものは割合い居酒屋にも出ま どこが銘醸地とはあまり言えな 水していない酒で 〜 度くら
わっている︒
くなってきた︒これは酒の製法 いある︶といった具合いになる︒
古酒は︑黄変し紹興酒のよう が科学的に管理でき︑あまり気 ﹁なんだか面倒くさい︑旨けり
候温度に左右さ ゃいいんだ﹂と言われそうで︑
れなくなったた 事実その通りだけれど︑自分が
めで︑蔵元の熱 何を飲んでいるか知っていれば
意と資金力︑杜 いっそう日本酒も面白くなると
氏の技術があれ は言える︒
ばどこでも良い
単純に︑今飲もうとしている
酒を生み出せる 酒が︑何であるかを知るには参
ようになったか 考になるが︑知識はともかくと
らだ︒極端に言 して私は酒を味わってもらいた
えば名水も買っ いのだ︒
てくればよい︒ 一︑重いか︑軽いか︒︵ねっと
ところが日本
りしているかさらりとしてい
酒は不思議なも
るか︶
ので同じ蔵の酒 一︑単調か︑複雑か︒
一︑清々しいか︑雑味があるか︒
一︑甘いか︑辛いか︒
一︑香りは強いか︑弱いか︒
一︑どんな香りか︒︵リンゴか
スイカかナッツか︶
一︑喉へ流した後︑スッと消え
るか︑口にしつこく残るか︒
一︑上品か︑下品か︒
一︑貴族的か︑大衆的か︒
一︑派手か︑地味か︒
一︑旨いか︑まずいか︒
その百七●香りの傾向と強弱を表現する
一︑一杯でいいか︑たっぷりほ
しいか︒
一︑気は強いか︑優しいか︒
香りは︑味わいの印象を決
一︑値段に対して適正か︑高い
める大きな要素です︒料理で
か︑安いか︒
も飲み物でも︑鼻をつまんで
このくらいのことは三口も味
食べたり︑飲んだりしてみた
わえば分かる︒そんな︑と思う
かもしれないが︑たとえば町角
でふっと美人をみつけたとき︑
数秒も見ていれば男はこのくら
いの判断をするものだ︵女性よ
許せ︶︒私の好みは︑清々しく︑
ほんのり甘く︑上品で︑優しく
て︑しつこくないタイプだ︵女
性の好みに似てくるのは不思議
だ︶︒
いずれにしても日本酒はそれ
ぞれに個性があって︑気づかず
に飲むのは勿体ない︒ひと口だ
けでも気持ちを集中させ︑味わ
ってみる︒その飲み方をすると
居酒屋もいっそう楽しくなる︒
︵新潮文庫﹁超・居酒屋入門﹂
より︶

〜あき丸ワイン漫遊録〜

ワインアドバイザー
ＡＫＩＨＩＫＯ Ｍ．
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生産者
フレデリック マニャン

ら︑ほとんど味は感じなくな み込んだあとの余韻︑それぞ
ります︒ふだん︑日本酒を飲 れ香りはどんな風に変化した
みながら香りについて意識し か︑自分なりの印象をメモす
る習慣をつけると良いでしょ
う︒そして︑次に酒を注文す
るときに
﹁口に入れた瞬間︑ぱっとメ
ロンやパイナップルのような
華やかな香りが弾けるお酒が
ていない人も︑気に入った酒 好きです﹂
に出会ったとき︑あるいは嫌 ﹁初めは香りは感じないけれ
いな酒に出会ったときに︑意 ど︑飲んでいるうちに︑ほん
識を集中して香りを感じとっ のりとバナナのような香りが
してくるお酒を前に飲んで気
てみるといいでしょう︒
日本酒に頻繁に感じられる に入りました﹂
香りは︑リンゴ︑バナナ︑洋 ﹁香りはほとんど感じないお
ナシ︑メロン︑マスカット︑ 酒をください﹂
イチゴ︑ヨーグルト︑バター︑ こんな風に具体的に香りに
チーズ︑根菜類︑穀類︑シソ︑ついて表現するようにすれば︑
ミント︑檜︑香水︑濡れた石︑プロは勧めやすいのです︒
ち
蜂蜜︑キノコ︑ナッツ︑チョ
(くま新書 )
コレート︑焦げたパン︑醤油︑
漬物 ･･･
などがあります︒
その香りは強いか弱いか︒
また︑口に入れた瞬間︑舌に
乗せて味わっているとき︑飲

香りが味の印象決める
酒の注文に香りを表現

一般の人を対象にした実験で、日本酒を味わったとき
に感じ取った香りの要素を分類したものです。これら
を参考に、身近な食品や果物、ハーブなどで香りを表
現してみましょう。
（「清酒の品質評価語体系と消費者パネルによる清酒
の香り評価の比較」日本味と匂い学会誌（独)酒類総
合研究所 宇都宮仁ほか200
6
年)

ブルゴーニュ
ピノ ノワール

1
6

1
8

④日本酒を味わう

たくあん
ゆでた大根

醤油
カラメル
はちみつ
杏仁
コーヒー

杉・ひのき
草
バラ
大根おろし

リンゴ
バナナ
洋なし
メロン
パイン
いちご
みかん

アルコール
シナモン
ミント

米
酢
麹
ヨーグルト
ふかした芋
チーズ

たくあん

醤油
カラメル

酢

木・草
緑

米
麹

アルコール
スパイス

果物

2
1 自然派ワイン

「居酒屋の流儀」

は皮ごとつけ込むため(
中には白ワ
インも)無農薬なら安心ですし、え
ぐみも感じません。その上、無ろ過
または軽いフィルタリングで瓶詰め
されるのが多くワイン中のオリ(酵
母かす)も入り、これが旨みのもと
になっているのです。有機農産物の
代表的な証明機関はエコセール・
A
B(
フランス)
・デメテール(ドイツ)
があります。自然派ワインのほとん
どは、抜栓して日持ちが良いのが特
徴です。コヤマカンパニーでは数多
くの自然派ワインを取り扱っており
ます、お問い合わせ下さい。

最近、食品異物混入事件が世間を騒
がせていますが、生産者の存在がク
ローズアップされてきています。ワ
イン業界でも自然派ワインの生産者
が注目を浴び、位置づけが確立して
きました。自然派ワインとは、無農
薬、有機栽培で育てられた葡萄のみ
使用して造られたワインです。酸化
防止剤をなるべく抑えているため二
日酔いしづらいとも言われています。
手間暇がかかり、生産者の気持ちが
こもった特徴がよく出たワインがで
きます。畑の環境も殺虫剤や農薬を
使用しないため､本来住むべき昆虫
や様々な微生物が生息し、自然な天
然酵母も生きています。赤ワイン

清酒の香り

達人
太田和彦が語る

日本酒の香りの分類

（２〜３）

コ ヤマ 新聞
121/平成27年 2月
No.

