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ドシステムと組み︑定食店とコ イフカフェ﹂を開いた︒生パス
︿グルメ誌の特集紹介﹀
ンビニの複合店を昨年７月に出 タやピザなど 種類を揃える︒
した︒コンビニの中に飲食がで
ヤオコーでは千葉・市原のシ ▽料理天国／３月号
●外食業界・消費者動向
きるスペースを設置し︑定食メ ョッピングセンター内の店舗改 大特集¨ワインカフェ・ビスト
業態の溶ける境界に商機
場面積は約 ㎡でイートインコ
ニ
ュ
ー
な
ど
の
﹁
出
来
立
て
﹂
を
食
装に合わせ︑﹁ヘルシーサポー ロ・オステリア／挑戦する若き
ーナー 席︒輸入ワインやビー べることができる︒
コンビニで ちょい飲み
ト﹂を設けた︒客の注文に応じ シェフたち
｢
｣
﹁居酒屋だと長居して３千円 ルなどアルコール類を約２００
食品スーパーでは︑店内のイ てカスタムメードのサラダやサ ・夢を叶えたシェフの次なる挑
かかるが︑ここなら１千円前後 品目や高級缶詰などを揃える︒ ートインのスペースを拡充する ンドイッチをその場で製造販売 戦／﹁フレンチレストラン フ
で済む︒サラリーマンにとって ﹁ちょい飲み﹂需要の狙いが当 動きが相次ぐ︒収益源である中 する︒
ロリレージュ﹂川手寛康さん
たり店内は賑わう︒
はうれしい﹂︒
食需要と外食需要の取り込みを
いなげやでも店舗改装や新店 ・原点に帰って﹁有機﹂﹁ロー
食料品店シスカ日本橋店は︑
コンビニで外食の客を取り込 狙う︒
開業に伴い く
カル﹂﹁自由﹂な店／﹁アバロ
｢つろぎスペース ｣
コンビニのミニストップが昨年 む動きが拡がってきた︒ファミ
ライフコーポレーションは昨 と呼ぶ飲食スペースを増やして ッツ﹂川島宙さん
９月に開業した新業態店︒売り リーマートも外食のフジオフー 年 月︑横浜に直営カフェ﹁ラ いる︒
日経ＭＪ
・ 坪で独占する／ ビ
(
)
｢ストロ
ハナタニ﹂花谷和宏さん
・ 年続くビストロの力／﹁ラ
ミティエ﹂宮下清志さん
・トップシェフがプロデュース
子供は 感｢情 で｣しか大人を支配できない︒
するビストロ／﹁マックスボル
ドー﹂松石匡伯さん
大人になっても
・オンリーワンの店づくり／﹁
感情を使って人を動かそうとするのは幼稚である︒
シェ ササコ﹂笹川絵巳子さん
・若き料理人の夢の舞台／﹁ラ
・ロシェル﹂﹁星野リゾート﹂
は子供時代の成功パターンを繰り
で働いてみませんか？
返し利用しているのかもしれませ
・﹁おいしい日本﹂再発見ｉｎ
ん︒怒りで周囲を動かそう︒涙で
新潟県／﹁レストラン リュー
相手を思い通りに動かそう︒そう
ズ﹂飯塚隆太さん︑﹁レストラ
しているのです︒
ン ラッセ﹂村山太一さん
しかし︑感情だけがものごとを
・安芸国・広島の冬の恵み 牡
達成する唯一の方法ではありませ
蠣・レモン／﹁ナチュラル フ
ん︒にもかかわらず︑大人になっ
レンチ レストラン ヌーヴェ
てからも感情表現で人を動かそう
ルヴァーグ﹂高田展久さん
とする人は︑内面的に幼稚なまま
・みやざき食の魅力発信プロジ
だ︑といえるでしょう︒
ェクト 宮崎フードマンス開催
ダ
(イヤモンド社 )
します／﹁レストラン モナリ
ザ﹂河野透さん
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生まれたばかりの赤ん坊は言葉
を話すことはできません︒﹁おっ
ぱいが欲しい﹂﹁おしめが濡れて
気持が悪い﹂﹁淋しいから抱っこ
してほしい﹂︒それを伝える唯一
の方法は﹁泣く﹂という感情表現
だけなのです︒
ですから︑赤ん坊は﹁泣く﹂と
いう感情表現を通じてあらゆる望
みを手に入れます︒そして︑それ
を繰り返すうちに︑﹁感情を使用
する﹂ことで必要なものを手に入
れることができる︑と﹁学習﹂す
るのです︒

物を売るな︑物語を売れ

子供は１歳に満たないうちから
性格形成を始めます︒つまり︑言
葉を話す前から性格ができ始める
のです︒﹁泣いたり怒ったりする
ことを通じて︑すべてを手に入れ
られる﹂︒赤ん坊の頃からそれを
﹁学習﹂した子供は︑その成功パ
ターンを﹁性格﹂として刻みつけ
ます︒そして︑子供時代も︑さら
には大人になってからも︑その 性
｢
格 を
｣使い続けるのです︒
もしも︑あなたの周囲に感情的
な人︑すなわち︑感情を頻繁に利
用する人がいるとしたら︑その人

アルフレッド・アドラー／人生に革命が起きる１００の言葉

90
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▼

﹁四十八漁場﹂は
宮崎・日南市の養
鶏場づくりから始
め︑宮崎の自社漁
船で漁師が朝獲り
した鮮魚をその日
に東京の店舗に運
びます︒そうした

▼

ただし食品関連業界では
ノンフィクションが必須

2
4

飲食店における価値観とは何か？

まーぼー煮﹂︵６８０円︶︒の
どくろは﹁トロール漁で揚がっ
たんですが︑網で傷がついてし
まって売り物になりませんでし
た⁝﹂︒まぐろのかぶとは︑﹁
輸出用だったんですが︑デカ過
ぎて重量オーバーのため通関を
通らなかったもの⁝﹂︒そして︑
先日︑リサーチで訪ねた丸の 白子は﹁雪のためセリ時間に到
今年のリサーチのテーマは︑﹁飲食店における価値観とは何か
？﹂を徹底的に追求すること︒そして︑ ＥＡＴ ＧＯＯＤ﹂ 生 内国際ビル地下１階の﹁築地も 着が間に合わなかったもの︒緑
｢
(
産者︑飲食店︑顧客の﹁イイ関係﹂を築いていく店 を
がかっていたので麻婆にしまし
)探ること︒ ったいないプロジェクト 魚治 ｣
﹁顧客価値﹂を提案し︑生産者と顧客をつなぐイイ関係を築くに は︑まさにいま時代が求めてい
た
⁝
﹂
︒
こ
の
よ
う
な
解
説
が
一
つ
る﹁物語﹂を体現したような店 ひとつあるので︑顧客は な｢
は︑﹁物語﹂づくりが不可欠です︒
ぜ
だと感じました︒﹁もったいな 安いのか ﹁
｣安くても品質はそ
ストーリーは︑同社独自のもの い！﹂という言葉はいわばタイ んなに変わらない﹂﹁むしろ︑
いまマーケティングの分野で であり︑他の居酒屋チェーンと トル︒まず︑それに惹かれます︒こういう魚を食べてあげること
は︑ 物
の差別化を訴求できました︒そ ﹁なんだ？﹂﹁どういうことだ で漁師さんが少しでも潤えばあ
｢を売るな︑物語を売れ ｣
という言葉が注目されています︒れが同社の急成長のバネになっ ？﹂と関心が湧きます︒同店の りがたい⁝﹂と感じます︒
ストーリーブランディングの専 たことは間違いありません︒
コンセプトは︑築地の仲卸業者
顧客はすでに︑その﹁もった
門家︑川上徹氏が提唱しており︑ しかし︑ここで注意しなけれ とタイアップし︵ここまではよ いない劇場﹂という物語の出演
売れない時代に物やサービスを ばならないのは︑食品関連ビジ くあるパターン︶︑﹁競りで残 者の一人になっているのです︒
売るためには︑物ではなく物語 ネスの場合︑そのストーリーは った魚﹂を仕入れて安く提供す
ガッツリ肉を食べるために︑
を語ることで﹁独自化﹂﹁差別 ﹁リアル﹂︑つまり事実にもと る︵ここまでもよくあるパター 登山する という吉祥寺の﹁肉
｢
｣
化﹂していくということです︒ づいたノンフィクションでなけ ン︒ 魚
｢金 グ
｣ループがそうだ ︒
)山﹂︑サンフランシスコからや
これは︑外食業界で言えば︑ ればならないということです︒ 同店が違うのは︑その魚たちの ってきた﹁焙煎して 時間以内
奇跡の急成長を遂げたエー・ビ ﹁食品偽装﹂につながりかねな ﹁悲劇﹂のストーリーをメニュ の豆しか売らない﹂という﹁ブ
ー カンパニーがその事例の代 いフィクションは通用しないと ー開発に活かし︑顧客にきちん ルーボトルコーヒー﹂なども物
･
表格と言えるでしょう︒同社の 考えた方がいい︒
と伝えていることです︒
語を売っていると言えるのでは
代表店舗である﹁塚田農場﹂や
ないでしょうか︒これからの飲
たとえば︑﹁のどくろの煮付 食店経営者は︑優れた﹁ストー
ノンフィクションでさえあれ
ば︑そのストーリーが決して美 け﹂ １９８０円︶と﹁かぶと リーテラー﹂であるべきです︒
(
談である必要はありません︒要 焼き﹂︵３０００円︶︑﹁白子
︵フードスタジアムより︶
は︑顧客一人ひとりの心に響く
ことが大事なのであって︑いか
に﹁いいね！﹂をもらえるか︑
共感・共鳴してもらえるかが肝
心なのです︒

!!

⑤
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▼

大阪ワイン︑ボランティアが生産支援
か歴史までは分
からないが︑少
なくとも建物が
古ければ長く続
大阪の柏原市や羽曳野市では 棄地で︑大学生らのボランティ 井利洋社長は﹁地域の宝のブド
いていると想像
昔からブドウ作りが盛んで︑１ アがワインづくりを支える動き ウ畑を残したい﹂と︑近隣の農
する︒もっとも
９３５年には大阪府が栽培面積 が広がっています︒ボランティ 家から耕作放棄地約２ を借り︑
最近は古民家再
で全国１位でした︒ピーク時の アたちは荒れ果てた畑を立て直 合わせて３・５ でブドウを栽
生ならまだしも
１９６３年には１０００ を超 す作業を手伝い︑ブドウの収穫 培していますが︑人手不足のた
模造古民家も多
えましたが︑宅地化や農家の高 後に好みのワインを作るという め︑数年前からワイナリーの見
齢化で︑２０１２年には４４５ 楽しみも登場しています︒
学者に声をかけ︑約４６０人の てもちょっと︒白暖簾一枚だけ く︑気をつけないといけないが︑
にまで減りました︒
柏原市のワイナリー﹁カタシ ボランティアが作業を支えてい の上品な店は良さそうだが値段 まあ︑なんとなく本物の古さは
も気になる︒若いのが騒ぐ店は 見当はつくものだ︒
そんな大阪産ブドウの耕作放 モワインフード﹂を経営する高 ます︒
﹁小さい店﹂は︑大量仕入れ
もちろんだめだが︑格式に気疲
れするのも敬遠だ︒いい酒と気 大量調理ではない手作りの味が
のきいた料理︑雰囲気もなごや 期待できる︒見渡せるだけの範
﹁古くて︑小さい店﹂から
カベルネソーヴィニヨンが
フランス︑ロワール地区の
日本中どこの町にも居酒屋は かな所はないかなあ︒美人女将 囲ならば︑主人の目が行き届き︑
メインのトレオンロゼ︒
ロゼダンジュ︒
ある︒繁華街には軒並みだ︒夜 ならなお結構︑などの欲は言わ 目が合えば注文できる︒サービ
の一杯を楽しみに︑いざ繰り出 ない︒ネットで調べておく手も スも細やかだろう︒何より︑大
したもののあまりの多さに圧倒 あるが︑アレは信用できないと きい店で︑がやがやうるさいの
は気が休まらず︑若い店員が大
され︑さてどこに入ったらいい 知った︒
長年居酒屋に通っている私の 声で﹁こちらナントカ一丁！﹂
んだろうとなるのが︑誰にとっ
経験から得た良い居酒屋選びの ﹁はい︑カントカ一丁！﹂など
ても最初の関門だ︒
チェーン店は安心だが︑いい 結論は︑﹁古くて︑小さい店﹂ と連呼するのは閉口だ︒
というわけで﹁古くて小さな
大人が入るところではない︒呼 だ︒
﹁古い店﹂は︑良心的な仕事 店﹂を探す︒新しい大型店は無
び込みの兄さんに声をかけられ
で正直に︑手ごろな価格でおい 視する︒団体歓迎︑二階三階も
しいものがあるから続いてきて あります︑などは論外だ︒
﹁常連になれる店﹂を探す
いるのだ︒つまり信用だ︒あこ
さらに居酒屋探しにはもう一
ぎな商売をする店は長くは続か
ないはずだ︒居酒屋は空腹を満 つの重要な目的がある︒それは
たすというよりは︑酒を飲んで ﹁常連になれる店﹂をつねに探
気分よい時間を持ちたいわけだ していることだ︒気に入れば常
から︑居心地がとても大事で︑ 連として通いたい︑主人と気軽
いくら味が良くても店の愛想や に口をきける間柄になりたい︑
気の合う飲み仲間ができればな
客層が悪いのは失格だ︒
ラーメン屋などは味さえ良け お良い︑という深い魂胆もある︒
れば無愛想でもかまわない︒し 男は︑それも歳をとると︑あち
かし居酒屋はじっくり酒を楽し こち食べ歩くよりも︑気に入っ
んで長居するところだから︑そ た﹁自分の居場所﹂たる﹁行き
うはゆかない︒メンタル面が大 つけの一軒﹂をもちたくなる︒
切︒﹁腹がふくれて安く︑そこ 居酒屋はそういう要素が非常に
で騒ぎたい﹂若いのとは違う大 強い︒鰻屋や蕎麦屋はなじみが
人は︑店選びに注文が多くなる︒できても毎日は行かないだろう︒
味は入って食べてみなくては しかし︑居酒屋は気に入れば毎
分からなく︑店が実際に古いの 日でも行く︒
毎日行っても品書きが変わる
わけでもなし︑酒が変わるわけ
でもない︒若いうちは変化を楽
トして︑軽快で味のある純米 生
﹂︑温度の﹁冷たい↓
しむが︑歳が上がると変化しな
吟醸へ︑次にコクのある純米︑温かい﹂︑地域の﹁東北↓西
いことを楽しむ︒毎日行って︑
最後にどっしりと味の幅のあ 南﹂の法則は︑寿司店で握り
その百八●飲む順番の基本を知れば
毎度同じことをするのは風呂と
る山廃などと︑段々腰の強い をお任せにして︑登場するネ
同じだ︒風呂も酒も毎日の生活
温度は︑冷蔵庫で冷やした タイプへ移行していった方が タに合わせて日本酒を選ぶ場
の一部だからだ︒私はそういう
﹁冷酒﹂から︑冷蔵庫から室 それぞれの良さを感じること 合にも応用できます︒
店と客を多く知っているが︑彼
温に戻してしばらく置いたり ができます︒
たとえば︑初めの一杯︵活
らはいつも同じ時間に来て同じ
常温で保存した︑ ℃程度の
東北の酒↓西南の酒
↓白身魚︵東
性にごり 冷酒︶
ものを注文する︒飽きないから
﹁冷や﹂へ︒その次には温め
産地でいうなら︑先ず軽快 北の純米吟醸 冷酒︶
↓貝
︵北
でもあるが︑食の幅を拡げる探
た﹁燗酒﹂と︑段々温度を上 なタイプが多い東北地方や静 陸の純米 冷酒︶
↓カツオ︵静
求心は失ったかのようだ︒
げていきます︒料理もコース 岡県の酒を飲んで︑次に濃醇 岡の純米 常温︶トロ︵中国
ではその行為は何なのか︒私
の場合は︑軽い料理から複雑 な北陸や山陰地方︑九州の酒 地方の純米 ぬる燗︶↓アナ
は大上段に﹁自分を確認する日
ゴ︵九州の山廃純米 上燗︶
々の営為﹂と言いたい︒それだ
というように︒
けに店選びは大切だ︒さらに居
ただし︑人によって好みは
酒屋くらいは︑ガイド本の﹁名
違いますし︑季節や体調によ
店﹂だの﹁オススメ﹂だのの他
っても味の感じ方は異なりま
人による判断ではなく︑自分が
す︒最初から最後まで軽い酒
自分であるために誰にも譲れな
を冷やして飲みたい人もいる
い自分の価値観で選びたい︒苦
でしょうし︑暑い夏に濃い酒
労しつつもここまで生きてきた
をぬるめの燗で通すのも悪く
経験による判断力を活かすのは
ありません︒最後に発泡タイ
今だ︒若い奴なんかに分かるも
プの爽快な酒で〆るなんてい
んか︒オレがオレの金で入るん
うのも︑もちろんあり︒自分
だぞ︒
なりの至福の順番を探ってく
居酒屋に入るのもタイヘンな
ださい︒
ことになってきた︒何しろ﹁自
ち
(くま新書より )
分を確認する場所﹂なんだから︒
︵新潮新書﹁居酒屋を極める﹂
より︶
ワインアドバイザー
ＡＫＩＨＩＫＯ Ｍ．
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2 春ワイン

美味しく楽しい時間を過ご
すためには︑どのお酒を飲む
かはもちろんですが︑どんな
順番で飲むかも大切なポイン
トです︒同じ酒が︑飲む度に
印象が違うということはよく
ありますが︑実は飲む順番が
影響していることが多いので
す︒美味しいお酒も︑飲む順
次第で︑つまらない味に感じ
てしまうこともあるのです︒
そこで︑数々の失敗を繰り返
しながら導き出した︑より美
味しく飲むための法則を紹介
しましょう︒
軽い味からだんだん重く
味わいのタイプ別では︑軽
い味から重い味へ︑あるいは
淡い味から濃い味へ飲み進め
るのが基本です︒濃い味を口
にしたあとは︑繊細な味の違
いは分からなくなるので︑淡
い↓濃いという順は人間の生
理に合っていると思います︒
冷酒↓冷や︵常温︶↓燗

達人
太田和彦が語る

h
a

を飲むというパターン︒先に
濃厚な酒を飲んでしまうと︑
軽い酒は物足りなくなってし
まうからです︒ただし︑地域
別の特性は例外も多く︑すべ
ての酒にあてはまるわけでは
ないので︑あくまでも目安と
して考えてください︒
これまでに挙げた味わいの
﹁軽い↓重い﹂︑造りの﹁発
泡↓純米吟醸↓純米↓山廃や

酒の味決める飲む順番
美味しく飲む法則紹介

な味へ︑冷たい料理から火の
通った料理へと流れるのが基
本なので︑料理とのマリアー
ジュという意味でも合致しま
す ｡
発泡タイプ↓純米吟醸↓純
米↓山廃や生
造りのタイプでも︑軽い↓
重いという法則はあてはまり
ます︒たとえば︑軽やかな発
泡酒タイプのお酒からスター

⑤ 店選びの最初の目安
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「居酒屋の流儀」

(
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〜あき丸ワイン漫遊録〜

h
a

辛口ですっきりしたものが多く出回
っています。ロゼワインの醸造方法
は３通りあるのですが、赤ワインと
同じ黒葡萄で行程も途中まで同じで
ほどよく色づいたら果醪を分離させ
るセニエ法が多く見られます。この
ようなロゼワインは野菜、魚、肉と
食材を選ばず和食などお醤油にも合
う万能なワインなのです。お値段も
20
0
0円前後とお求め易いので、皆様
も春の食材にロゼワインでテーブル
を演出してみませんか？

季節も暦の上で啓蟄を迎え、食材
もふきのとうなど春を感じさせるも
のがちらほらと見掛けられるように
なりました。このような食材にはフ
レッシュなワインを選びたいですね。
春と言えば花をイメージしてピンク
のロゼなど如何でしょうか？ロゼワ
インはピンク色をしている所から、
フランス語で「バラ色」の意味があ
り、フランスのコート・デュ・ロー
ヌのタヴェルやロワール地区のロゼ
・ダンジュなどが有名です。白ワイ
ンと同じで冷やして飲むとおいしい
です。
昔日本で飲まれていたロゼワイン
は甘口が多かったのですが、最近は

（２〜３）
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