看板商品の１人用鍋メニュー
は 種類あり︑価格は５９０〜
９８０円︵税抜き ︒)
人気は﹁特
選すき焼﹂﹁博多もつ鍋﹂﹁豚
バラしゃぶしゃぶ﹂など︒鍋メ
ニュー以外の一品料理もすべて
２９０〜３９０円︵税抜き︶︒
約 種類あるドリンクメニュー
は２８０円均一︒
個室は設けず︑コの字型カウ
ンター席とテーブル席︒店舗面
積は ㎡︒客単価は２５００〜
３０００円で︑月商４００〜５
００万円を見込む︒
︵日経ＭＪ︶

︿グルメ誌の特集紹介﹀
▽料理通信／７月号
特集１ 家でも︑店でも︑自家
製しよう！
・シェフに教わる自家製アイテ
ム＆活用レシピ
﹁自家製﹂が人気です︒大量に
食材を揃えなくても︑余ったも
のでも気軽にチャレンジできる
﹁自家製﹂があります︒店で︑
自宅で︑ちょっと意外な﹁自家
製﹂を実践している食のプロか
ら︑自家製レシピと活用術を教
わります︒
・シェフに教わる人気の自家製
アイテム
シンプルな材料と道具で作れる
自家製アイテムをシェフが伝授︒
シェフの視点が加わった自家製
は︑専門店のものとひと味違い
ます︒
アンチョビー︑ツナ︑トマトの
水煮︑豆腐︑豆板醤︑フルーツ
シロップなど︑どれも実用度大
・道具で自家製をあきらめない
！家で作れる﹁新﹂スイーツ＆
パンレシピ
トースターで作るミルフィーユ
﹁ヌキテバ﹂
フライパンで作るイングリッシ
ュマフィン﹁ビスポーク﹂
・﹁自家製ラーメン﹂に挑戦
専門店のラーメンの再現は自宅
では難かしい？そんな 自｢家製 ｣
にあえて挑戦！不可能を可能に
する極意を教わります︒

い(いものを食べよう 時)代が到来
｣

｣

生産者と食材の大事さを共有し︑それを飲食店を通じてお客様
に真面目に美味しく︑楽しく提供しようという﹁イートグッド﹂
をコンセプトとする店がじわじわと増えつつあります︒そんな店
が点から線へ︑面へと広がり︑外食のあり方を変え︑時代を動か
す日が来るに違いあるません⁝⁝︒

イ｢ートグッド

‥

データ＆トピックス
街場のワインバーより２〜３割
安い︒２号店の路面店では昼だ
けで１日平均１５０人が利用し
●外食業界・消費者動向
ている︒
インバー﹁ル パーラ ヴァン ﹁ちょい飲み﹂の受け皿
サンカン ドゥ﹂では１本１万 ﹁九州食堂Ｇａｃｈｉ﹂
２０００円のモンラッシェを１
居酒屋﹁九州熱中屋﹂などを
杯３０００円で提供︑１２０種 運営するダイヤモンド・ダイニ
類のボトルワインのほか︑高価 ングの子会社ゴールデンマジッ
格帯のワインを１杯単位で飲め クは新業態の﹁九州食堂Ｇａｃ
るワインディスペンサーを初め ｈｉ﹂を開業した︒
て導入した︒
一人でも気軽に寄れる﹁ちょ
食材の７割はスーパーの商品 い飲み﹂メニューを増やし︑短
と同じ︒料理は 品目前後を提 時間でも楽しめる︒メニューは
供︒ワインは約１５０本用意し︑すべて１〜２人用だ︒

あなたのために他人がいるわけではない︒
﹁○○してくれない﹂という悩みは
自分のことしか考えていない何よりの証拠である

アルフレッド・アドラー／人生に革命が起きる１００の言葉

食材︑店でも味わって
成城石井︑ワインバー戦略
高級スーパーの成城石井が店
舗に並ぶ食材を使った料理やワ
インをほぼ店舗価格で提供する
外食事業を広げている︒
スーパーとの併設︑店舗が近
くにある路面の単独店︑商業施
設内と︑３つの立地モデルで出
店していく︒
商業施設内に開業した直営ワ

21

50

私｢に対して何もしてくれない ｣
分の期待と違う行動を取ったとし
交友の課題は︑仕事の課題とは
﹁私を大切に扱ってくれない ｣
私｢ ても︑それでも相手を仲間として 異なり︑建前や役割などがない自
の意見を採用してくれない﹂︒こ 認めつきあうことができる人です︒由な世界です︒私｢を〜してくれな
れらの理由から︑相手を﹁仲間と
人は誰もが︑あなたの期待を満 い﹂という理由から︑相手を仲間
は思えない﹂と言う人がいたとし たすために生きているのではあり から除外してしまう人は︑交友の
たら︑その人は大きな間違いを犯 ません︒そして︑あなただけが世 課題だけに問題を抱えているので
していると言えるでしょう︒その 界の中心にいるのではありません︒はなく交友の課題以上に困難な愛
人が﹁自分のことしか﹂考えてい 一人ひとりが等しく自分の人生の の課題においても同じく相手を非
ないのは明らかです︒それでは交 主人公であり︑誰もが等しく中心 難し︑苦労することになるでしょ
友の課題を解決し︑幸福に生きて にいたい︑と思っているのです︒ う︒いずれの課題においても同じ
いくことはできません︒
あなただけが特別な権利を持って ライフスタイルで対応するからで
す︒
健全な人とは︑たとえ相手が自 いるのではないのです︒
︵ダイヤモンド社︶

⑨

問われる 食｢の本来のあり方

!!
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ながりの中にある︑お互いへの ＮＩＣ
ＢＡＬ﹂︵三茶の
愛情︑思いやり︑リスペクト︑ てっぺん オーガニック発酵バ
そして﹃ありがとう﹄の気持を ル︶がオープンしました︒同じ
大切につくられたもの︒それを 三軒茶屋に日本酒バル﹁富成喜
考え︑あつかい︑調理し︑食べ 笑店﹂も経営するツイテルカン
てもらう︒いただく︒それがエ パニーの舟木雅彦氏の店︒ワイ
ピエリの考えるＥＡＴ ＧＯＯ ンバルブームに乗って好調だっ
Ｄ︵良い物を食べる︶です 同
｣( た﹁ワイン食堂 テッペンバー
社ホームページより︶︒
ル﹂を思い切ってリニューアル
同社は３月に４店舗目となる しました︒ボウル一杯に盛り付
﹁ＳＵＫＥ６ Ｄｉｎｅｒ︵ス けられるオーガニック野菜サラ
ケロクダイナー︶﹂を浅草にオ ダやランチで提供されるグルテ
ープンしました︒同店は単に無 ンフリーのパンケーキなどの人
農薬や有機野菜など︑素材にこ 気メニューにはリピーターが多
だわるだけでなく︑ハムやベー い︒ワインもビオ︑日本酒も純米
コンなどの加工品から調味料に 縛りです︒提供価格を居酒屋値
いたるまで︑自分たちでつくれ 段に抑え︑﹁価格以上の価値感﹂
るものはすべて手作りします︒ を打ち出しているのも注目点で
たとえば﹁フライパンにのった す︒一切販促せず︑口コミのみ
イングリッシュブレックファス で価値に共鳴してくれる客をじ
ト﹂パン付き︵１２００円︶は︑っくり獲得していく戦略です︒
自家製のパンとハム︑野菜は松
こうした﹁イートグッド﹂系
浦氏の住む三浦の契約農家から の店が増えてきています︒﹁食
松浦氏自身が毎朝運ぶものに加 の本来のあり方﹂が問われるい
え︑九州の契約農家や山梨の自 ま︑そうした流れは時代の必然
｣
社農場で収穫されたものなど︑ でしょう︒エピエリの松浦氏は
その日の旬の素材を使用してい こう言っています︒﹁値段を払
るといいます︒
えば良いものは食べられるが︑
日常的に良いものを食べてもら
三軒茶屋に３月︑﹁居酒屋価 いたい︒地域の拠点として︑何
格でオーガニック料理を提供﹂ 世代も続くような使われ方をし
をコンセプトとする﹁ＳＡＮＣ てもらえたら嬉しい﹂︒
ＨＡ ＴＥＰＰＥＮ ＯＲＧＡ
︵フードスタジアムより︶
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イ｢ートグッド は｣文字通り︑ やマクロビが流行った﹁健康ブ
い｢いものを食べよう！ で｣すが︑ーム﹂とは違います︒当時は﹁ヘ
もっと深く﹁食を通じていいこ ルシー＝美味しくない﹂という
とをやろう！﹂という考え方︒ イメージが定着し︑ブームで終
﹁いいこと﹂とは生産者の皆さ ってしまいました︒しかし︑い
んと食材の大事さを共有し︑そ まは生産者の努力と技術に進歩
れを飲食店を通じてお客さんに と飲食店のミッション︑クオリ
真面目に美味しく︑楽しく提供 ティの力によって︑格段と食材
しようということ︒当たり前の と料理のレベルが上がり︑﹁ヘ
ことだが︑それをハイレベルで ルシー＝美味しい﹂に変わって
やっていこうということです︒ きました︒
できるだけオーガニックなも
﹁イートグッド﹂という言葉
のを提供する︑化学調味料を使
わないこと︒あるいは﹁ファー は︑オーガニックカフェの﹁麹
ムｔｏテーブル﹂や﹁イートロ 町カフェ﹂や自家製パン工房の
ーカル 地(産地消︑地産都消 ﹂) ﹁ファクトリー﹂︑チリビーン
は当然のこと︒あえてそれを打 ズ専門店 チ｢リパーラーナイン
ち出さなくても︑ を経営しているエピエリ︵松浦
お客さんに伝わる 清一郎社長︶が提唱しました︒
ようなスタンス︒
﹁ＥＡＴ ＧＯＯＤとは︑有
いま流行りの言葉 機野菜だとか無添加だとか︑そ
で言えば ノ｢ーム ういったことではありません︒
コア 的｣に取り込 畑からパントリーへ︑パントリ
んでいきます︒か ーからテーブルヘ︑テーブルか
つてオーガニック らお客さんの口へ︱︱︑そのつ

食ビジネス考

フロイト、ユングに並ぶ
心理学の巨人が出した「
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5ワイナリー見学会

日｢本酒 表｣示︑純国産に限定

が狙いです︒
これまで︑日本酒のはっきり
した定義はなく︑国税庁長官は
年内にも︑ 日
ついて︑
｢本酒 に｣
地名を商品名に使う知的財産権
である﹁地理的表示﹂に指定︒
日本酒や英語の﹁ジャパニーズ
・サケ﹂を名乗れる清酒を︑国

財務省が年内にも方針
純国産でなければ﹁日本酒﹂
と呼ばせません︱︱︒政府のク
ールジャパン戦略の一環で︑財
務省がそんな方針を年内に決め
ます︒今後増えるとみられる外
国産の清酒と差別化し︑日本食
ブームに乗って本家本元の日本
酒を︑世界で味わってもらうの
居酒屋料理の醍醐味は何とい 秋のきのこ・秋刀魚︒冬の牡蠣
っても﹁季節を味わえる﹂こと ・蟹︒四季のある日本は実に豊
だ︒春の貝・筍︒夏の山菜・鰹︒ かな食をもち︑居酒屋はそれが
手軽に味わえ︑季節の到来を知
る︒そしてこれだけの豊かな食
をすべて引き受けるのが︑わが
国の﹁國酒﹂日本酒だ︒
こういう季節のものはレギュ
ラーメニューではなく︑別の紙
に﹁秋刀魚﹂﹁松茸 ｣
殻
｢牡蠣﹂
などと大書して貼られ︑それを
見たら︑ためらわず注文する︒
たとえば初夏︒︿鮎入りまし
た﹀とあったらすかさず注文す
る︒すると︑いつもは返事もし
ないような主人が﹁鮎一丁！﹂
と声を張り上げ︑いいものを頼
んでくれたという顔をする︒季
節の走りを無理して仕入れた︑
まだちょっと値は張るがぜひ味
わってほしいという気持ちが貼
紙に表れ︑それに応えるのが客
の心意気︒すなわち﹁食べたく
なくても注文する﹂のが粋な客
だ︒

⑨旬の走りは迷わず注文すべし

(
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「居酒屋の流儀」

日本酒

ワイン

原料

ブドウ

水

＋

＋

酵母

酵母

発酵

1
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日本酒

酒

ワイン

圧搾

プレス

＋ 米

醸造

3回に
分けて投入

もろみ

米･水･
米麹

＋

糖化と
発酵

もろみ

米

米麹(米＋麹菌)

酒母

澱粉を糖化させる働き
日本だけに存在の国菌

ても︑分かりにくいかもしれ 物質なので︑酵母は食べるこ
ません︒そこでワイン造りに とができません︒そこで︑欠
置き換えてみると︑原料とな かせないのが麹菌︒麹菌はア
その百十二●最も大事で難しい麹造りの話
るブドウは自家栽培すること ミラーゼという糖化酵素を作
日本酒の原料は米と米麹︑ て︑ がうまくできて初めて︑が基本です︒こうして収穫し り出すのですが︑この酵素は
水︒このうち米は︑農家や各 もろみ︵酒母に︑さらに麹と たブドウに︑酵母を加えて︑ デンプン質を小さく分断する
種組合から購入します︵一部 米︑水と三回に分けて仕込む 発酵させたものがワインです︒ハサミの役割をします︒こう
の蔵元では自家栽培していま どろりとしたもの︶が︑うま 日本酒の場合も︑米と水︑そ して麹の持つアミラーゼの力
す︶︒水は井戸を掘ったり︑ く発酵します︒こうして造り して自家で育成した米麹が原 で分断した︵糖化した︶ブド
水道を引くことで得られます︒が順調にいくのです︒つまり 料となります︒これに酵母を ウ糖を酵母が食べることで︑
では米麹はどうやって手に入 麹造りはスタートでもあり︑ 加えて発酵させ︑搾ったもの 発酵が始まるというわけです︒
れるのでしょう︒
酒造りのハイライトとも言え が日本酒なのです︒
ワインのように︑原料を酵
実は︑米麹は酒蔵の中で造 る作業です︒酒蔵の中で最も
ではなぜ︑米麹を造る必要 母で発酵させる方式を﹁単発
られます︒お酒の大事な原料 技量のある人が︑持っている があるのでしょう︒ブドウに 酵﹂と呼ぶのに対して︑日本
ではあるのですが︑外から買 技術と体力︑気力を注ぎ込ん 含まれるブドウ糖は︑酵母の 酒は一度︑糖化という工程を
ってくるものではなく︑蒸し
経てから発酵し︑さらに発酵
た米に種麹菌をふりかけて︑
しながらも麹による糖化の作
２〜３昼夜かけて育成するこ
用が並行して行われることか
とで得られるものなのです︒
ら﹁並行複発酵﹂と呼ばれて
しかもここでできた米麹の質
います︒麹菌と酵母︑２つの
は︑旨い酒を造るために最も
微生物の力を借りて︑世界に
大切なポイントであると言わ であたるのが︑麹造りなので エサとなり︑発酵に至ります 類のない複雑なメカニズムで
れます︒
す︒
が︑米に含まれる澱粉は数十 造られているのが︑日本酒な
日本酒造りで大事なことは
原料を自分で造る︑と言っ 万個のブドウ糖がつながった のです︒
﹁一麹︑二 ︑三造り﹂と格
麹菌は︑醤油や味噌を造る
田んぼ
酒蔵
言のように言い習わされてい
ためにも欠かせない︑日本人
ますが︑これは単なる工程の
にとっては大切な微生物です︒
順番ではなく︑大切な順に表
しかも麹菌は日本固有の菌で︑
したものだといいます︒つま
世界のどこを探しても見つか
り﹁一麹﹂とは︑麹が一番大
らないそうです︒日本オリジ
切であるということを指して
ナルの微生物として︑日本醸
いる言葉です︒
造学会により︑平成 年に﹁
麹をうまく造ることができ
国菌﹂に認定されています︒
れば︑ ︵麹と米︑水に酵母
︵ちくま新書より︶
を加えた日本酒の元︶の中で
畑
ワイナリー
酵母が元気に育ちます︒そし

達人
太田和彦が語る

カタシモワイナリーにて︑上から工場内の見学風
景︑次が畑仕事︑そして楽しいランチでした︒

昨年秋に計画していたカタシモワイ 畑仕事をさせていただいたのは４０
ナリーさんへの見学会が台風で中止 分ぐらいでしたが、急斜面での作業
になっていたのですが、お客様のご でみなさん大変だったと思います。
要望もあり、葡萄の花が咲いた頃に お昼は試飲を兼ねて葡萄畑で軽いフ
行って来ました。今回は天候にも恵 レンチをいただきました。天気も良
まれ、予定通り行うことができまし く楽しい時間が過ごせました。
た。
また改めて畑の作業をしたいという
カタシモワイナリーさんは今年で創 お声や、自分のお店のお客さんも連
業１０１年を迎えられた、大阪・柏 れて行きたいなど、いろいろな感想
原で有名なワイナリーです。参加い を聞かせていただきました。つぎは
ただいたお客様は、一般の方、業務 いつになるか分かりませんが、皆さ
店の方合わせて３０名ほどになりま んが作業していただいた葡萄たちが
した。始めに大阪ワイン、葡萄造り 立派に熟した秋ごろが良いかなあと
の歴史を聞き、工場見学をし、貴重 思います。
な貯蔵庫まで見せていただきました。
ワインアドバイザー
今回の目玉企画は他のワイナリー見
ＡＫＩＨＩＫＯ Ｍ．
学会では体験できない畑仕事でした。
製造工程(
ワインと日本酒)
模式図
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産米や国内の水を使って国内で
つくられた清酒に限る方針です︒
日本など世界貿易機関︵ＷＴ
Ｏ︶の加盟国は︑地理的表示に
指定した商品を保護し︑その地
名を産地以外の商品に使わない
よう取り決めています︒英スコ
ットランドの﹁スコッチ・ウイ
スキー﹂︑仏シャンパニュー地
方の﹁シャンパン﹂が代表例で
す︒
︵朝日新聞より︶

あるいは鰹︒初鰹は﹁女房を
質に入れても﹂先を競って注文
するのが江戸っ子︒私は﹁粋な
客﹂になりたい︒居酒屋で過ご
す人生の大事な時間なればこそ
﹁粋に﹂やりたい︒その表れが
注文だ︒
季節の先取りは最も粋︒
﹁あの人は︑分かってるねェ﹂
と思われたいと独り相撲を取る
︵けなげなことです︶︒
さらに私は︑
粋を気取るなら︑
﹁時には高いものを注文してみ
よ﹂と言いたい︒
いつ来ても塩辛とオシンコの
しみったれでなく︑一品ぐらい
は︿車海老活き造り﹀︿房州水
貝︵あわび︶﹀︿天然松茸網焼
き﹀︿フグ刺しぶつ切り﹀など
をさりげなく注文する︒主人と
しては店の意地もあり︑良いも
のを置いているが︑﹁なかなか
注文してくれる客がいない︒不
景気なんだなあ﹂と思っている
ところに注文が入ると︑まさに
﹁待ってました︑ようし腕のふ
るいどころを見せてやれ﹂と張
り切る︒そしてこの品ばかりは
自ら両手で運んで来る︒
金はないが︑男一匹︑たまに
はいい所を見せようじゃないか︒
もうそういうことをしてもよい
年齢だ︒そろそろやらないと一
生しみったれで終るぞ︒
そこまで見栄を張らなくても︑
品書きに慣れてくると﹁主人が
注文してほしそうなもの﹂が見
えてくる︒たとえば煮穴子︵東
京・月島﹁味泉﹂︶︑こはだ酢
︵東京・神田﹁みますや﹂︶︑
自家製あんきも︵東京・神田 新
｢
八﹂︶︑するめいか胆しょっつ
る焼︵東京・恵比寿﹁和﹂︶な
どなど︒初めての店で品書きを
ウ〜ムとつらつら眺めてぱたり
と閉じて顔を上げ︑ 煮
｢穴子！ ｣
と一声かければ︑何を言うかと
見ていた主人は﹁オ︑できる客
だ﹂となる︵かも知れない︶︒
その店の逸品をピタリと見抜
けるようになれば︑居酒屋の達
人︒いずれにしても注文こそは
店との最大のコミュニケーショ
ン︑これを楽しまない手はない︒
︵新潮新書﹁居酒屋を極める﹂
より︶

