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●外食業界・消費者動向
ち
だわり客ら誘う トも用意する︒ワイン提供店で
｢ょい飲み こ｣
お酒の銘柄やつまみを充実
は専門的な知識を店長らに教え
すかいら〜くは ち｢
ょい飲み ｣る︒お酒にこだわりを持つ会社
愛好者の増加をにらみ︑お酒の 員やシニア層を夕方・夜間に呼
銘柄やつまみのメニューを充実 び込む︒
した店を増やす︒従来のビール
夢庵では 玉
｢の光 に
｣京漬物︑
中心から︑日本酒や焼酎の銘柄 自家製おぼろ豆腐を加えた﹁ほ
を揃え︑お酒に合うつまみセッ ろ酔いセット﹂︵６４０円︶を

提供する︒
ジョナサンでは︑ワインを２
種類から 種類に増やした︒ス
パークリングや日本ワインなど
２５００円程度のボトルワイン
なども揃え︑店長らにワイン知
識を習得させ︑お客さまに楽し
んでもらうための接客技術を高
めている︒
︵日経ＭＪ︶
ビストロ料理×居酒屋
地
｢下のワインセラー事業部 ｣

ケイキフードサービス 東(
京・
自由が丘︶︒２０１４年６月オ
ープン︒ 坪で月商１０００万
円︒客単価４６００円︒ 品目
メニュー︵鉄板料理が４割︑魚
介料理が７割︶︒カウンター
席・個室５室︵４〜５人︶︑堀
りごたつ式テーブル 席︑通常
テーブル 席︒
魚介人気料理は﹁ムール貝・
ホンビノス貝・地ハマグリの山
盛りワイン蒸し９００ｇ﹂︵８

８０円︶
居酒屋メニューは﹁トンペイ
焼﹂︵６８０円︶︑﹁鮭おにぎ
り﹂︵２５０円︶︑﹁熊本産長
茄子とスルメイカ一本﹂︵７８
０円︶
居酒屋料理とワインを組み合
わせる業態はヒットする可能性
が高い︒
︵日経ＭＪ︶

︿グルメ誌の特集紹介﹀

!!
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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

ちです︒

▽料理王国／１月号
大特集 医療ガストロミー︱︱
食事制限でもおいしく シェフ
たちの挑戦
・米粉パスタや低糖質甘味料な
ど常備し︑アメリカで注目され
るローフードにも対応
・糖質 ｇ以下に挑むフルコー
スの低糖質メニュー
・糖質をゆるやかに抑えた新ジ
ャンル・低糖質食ロカボ
・シェフに聞くおいしい低糖質
食
・知っておきたい食品の糖質量
・おいしさ重視の低糖質アイテ
ム
・シェフが活用するロカボ食材
／おいしいから嬉しい！低糖質
アルコール
・低糖質セミナーレポート
・ 短<
期連載 精
>進料理の世界へ
第３回／精進料理の歴史
・誰もが一緒に﹁おいしい﹂と
言える食事﹁ＴＳレストラン﹂
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蒲田の﹁ＢＥＥＴＬＥ﹂は︑
ネオ過ぎず︑コの字型カウンタ
ーはもちろん︑壁一面メニュー
の短冊︑現代風にアレンジして
いるが︑定番料理︑ドリンクも
ベースは老舗大衆酒場のそれを
下敷きにしています︒内装デザ
インも︑ネオ過ぎない﹁寸止め
感﹂が飽きさせない︑通いたく
なる空気感をしっかりと醸し出
しています︒﹁ＢＥＥＴＬＥＬ
のデザイナーはスタジオムーン
の矢野氏︒飲食業界では知る人
ぞ知るデザイナー︒﹁大衆酒場
のヒット仕掛人﹂と言ってもよ
いでしょう︒﹁ネオ大衆酒場﹂
を一過性のブームにしない︑老
舗大衆酒場のように 年︑１０
０年続く業態に仕立て上げる︑
そんな意気込みを感じるデザイ
ン力にも注目したい︒
﹁ＢＥＥＴＬＥ﹂オーナーの千
さんによると︑大衆酒場を多く
手がけてきた矢野さんが語るの
は︑﹁酒場軸﹂ということ︒い
ま︑まさに﹁酒場﹂という軸で
飲食マーケットを捉え直し︑新
しい感覚とコンセプト︑メニュ
ーのあり方︵とくにドリンク︶
を再構築することが求められて
いるのです︒﹁酒場﹂マーケッ
トの﹁復権﹂が始まったと言え
るのではないでしょうか︒
︵フードスタジアムより抜粋・
加筆︶
5
0

仕｢事で敗北しませんでした︒
働かなかったからです ︒｣
人｢間関係で失敗しませんでした︒
人の輪に入らなかったからです ︒｣
︱︱彼の人生は完全で︑
そして最悪だった︒

60

いま︑ 年︑１００年続くロ
ングセラー商品︑中でも日常的
に継続させる企業の力が注目さ
れているなか︑
まさに古典︑
老舗
大衆酒場に見るのはその力です
︒こうした老舗大衆酒場のエッ
センスを忠実に店づくりのディ
テールに落とし込んでいるのが
ネオ大衆酒場の仕掛け人た
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るために必要なのは︑困難を克服
する活力︒すなわちガソリンたる
﹁勇気﹂と︑その方向づけとなる
﹁共同体感覚﹂です︒それさえあ
れば︑あらゆる課題は必ずや解決
可能なのです︒
仕事の課題は直接︑間接を問わ
ず顧客に対する貢献でしか解決で
きません︒交友の課題は友人に対
する貢献と友人への信頼がなけれ
ようにしているのです︒
しかし︑人は人の中でしか幸福 ば解決できません︒愛の課題は︑
を感じることはできません︒誰一 その二つに必要なことをそれ以上
人いない無人島で豪華な車に乗り︑に深く行うことで初めて解決可能
大きな家に住んでも幸福は感じら です︒すると︑それぞれの場にお
れません︒仕事の課題︑交友の課 いて所属感という居場所が見つか
題︑愛の課題︑人生は課題の連続 ります︒そして心の平穏が訪れる
のです︒
です︒
︵ダイヤモンド社︶
その課題に勇気を持って挑戦し︑
克服することで初めて幸福は訪れ
ます︒そして︑その課題を克服す

ここ最近︑飲食マーケットの
なかで期待の次世代経営者が仕
掛けるのが大衆酒場︒情報化の
時代︑トレンド性が重視される
一方で︑時代を超えてなお変わ
)
らず庶民に愛されるのが大衆酒
場です︒なかでも老舗と呼ばれ
る大衆酒場を継続する力から見
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失敗や敗北を避ける最も確実な
方法は︑チャレンジをしないこと
です︒会社でライバルに負けるこ
とを避ける一番の方法は︑会社に
勤めないことです︒恋愛において︑
異性からふられることを避ける一
番の方法は︑告白をしないことで
す︒人の輪に入らなければ︑傷つ
くことはない︒人間関係で傷つく
ことに比べれば︑一人でいる淋し
さの方がましだ︑と判断し︑その

25

⑮

酒｢場 マ｣ーケットの復権が始まった！
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フロイト、ユングに並ぶ
心理学の巨人が出した「
幸せの答え｣
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大衆酒場マーケットの拡大が止まりません︒流行りに乗るので えてくるのは︑飲食文化の原点
はなく︑独自のマーケティング力と業態開発力で︑現代風の大衆 です︒
近代化が進む八重洲の一角︑
酒場︵ネオ大衆酒場︶をオープンさせる新鋭経営者が増えていま
す︒大衆酒場を知り尽くした︑あるいは熱心に研修しているデザ 昭和 年創業の﹁ふくべ﹂の目
インナーとオーナーがタッグを組んでつくり上げた﹁現代の古典 印は縄ノレン︒全国各地︑約
種類前後の銘柄の日本酒と菊正
酒場﹂に注目しましょう︒
宗樽酒を昔ながらの湯燗器で丁
海老﹂もあるほか︑謳ってはい 寧に温めるお燗番の大将︒わず
ないが料理は基本店内仕込み︒ か 席にも満たないカウンター
化学調味料は極力使わない主義 席が人気︒奥にはテーブル席も
です︒ドリンクでは胡椒︑生姜 あり︑燗酒に〆鯖︑たたみ鰯な
テイストのハイボールといった ど昔ながらのアテで楽しむ大衆
新しい時代感やオリジナル感を 酒場です︒
朝から飲める店としても人気
意識した面も見せるが︑昔なが
らの庶民の酒場︑大衆酒場らし の赤羽一番街の﹁赤羽まるます
家﹂もまた 年以上の歴史を持
さを再現します︒
同店を経営するプロダクトオ つ老舗大衆酒場です︒昭和 年
ブタイムグループ 千
(倫義社長 )開業以来︑朝９時の開店から２
はクラフトビール︑ビストロ業 つの大きなコの字カウンターは
態のイメージが大きい会社です 賑わいを見せます︒大衆酒場定
が︑すでに横浜・鶴見に﹁お値 番の料理からいまも変わらずに
段以上の大衆酒場﹂を標榜する 鯉とうなぎ料理を看板にしてい
﹁大鶴見食堂﹂があり︑大衆酒 ます︒
場業態は２店目となります︒
蒲田駅西口の下町の風情を残
す通りに︑大衆酒場﹁ＢＥＥＴ
ＬＥ︵ビートル︶﹂がオープン
しました︒ガラリの引き戸に白
のレンガが下がるファサードの
向こうはコの字型カウンター︒
手前には大鍋が置かれ︑大衆酒
場のシズル感を高めます︒壁に
はメニューの短冊が下がり︑設
置されたテレビから常時︑映像
が流れています︒ドリンクでは
人気の酎ハイに︑中サイズのみ
ならず大サイズの生ビール︑そ
して﹁本日のクラフトビール﹂
もあります︒
平日は 時と夕方早くから︑
週末と祝日は 時開店で昼酒が
飲めます︒料理ではおでん︑冷
奴などの定番に加
え︑パクチーボン
バーや︑白︵胡麻
ベース︶︑赤︵辛
レー
み︶︑黒 カ(
と煮込み３種類が
新定番︒大衆酒場
らしからぬ﹁活車
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﹁犬も歩けば棒に当たる だ｣
が︑ 群馬の﹁上毛カルタ﹂のよう
｣上方では﹁一寸先は闇﹂︑尾張 に地域の風物を詠み込んだもの
だと﹁一を聞いて十を知る﹂︒ もあります︒﹁い﹂は﹁伊香保
﹁ね﹂だと 念
温泉日本の名湯﹂︑﹁ね﹂は﹁ね
｢には念を入れよ ｣
︵江戸︶︑猫
上
｢に小判 ｣
(方︶︑ ぎとこんにゃく下仁田名産﹂︒
﹁寝耳に水﹂︵尾張︶といった 子供の学習教材のようだが︑こ
のカルタは満州から引き揚げて
具合に変化します︒
きた群馬出身の浦野匡彦氏︵日
本遺族会副会長︶らが﹁戦争で
心が傷ついた子供たちに何か慰
堆積土壌
ウ ベ ル テ ィフ ラ ン チ ャ コ ル タ
ブ リ ュ ッ トフ ラ ン チ ェ ス コ
参 考 上 代５ ６ ０ ０ 円

(
石灰土壌
ヴ ィ ッ ラフ ラ ン チ ャ コ ル タ
ブ リ ュ ッ トエ モ シ ョ ー ネ
参 考 上 代５ ２ ０ ０ 円
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めとなるものを与えたい﹂との
思いで発案︒新聞紙上で県内か
ら題材を募って︑戦争間もない
１９４７年︵昭和 年︶に作り
上げたものだといいます︒
愛する郷土への思い︒それは
子供たちばかりでなく︑復興に
立ち上がろうとする大人たちを
も励ましたかも知れません︒
︵ＳＭＢＣ経営懇話会より︶

術になってきた︒また一方︑蔵
の自家田により米の収穫から始
める徹底地場にこだわる作り方
も盛んだ︒
日本酒のおもしろいのは嗜好
の流行があることだ︒地酒ブー
ムの起きたころは新潟の︿淡麗
辛口﹀が人気︒それが一般化し
てくると﹁十四代﹂に代表され
る︿濃醇旨口﹀が評判となり︑
最近は白ワインに似た軽いフル
ーティ香をもつフレッシュな
︿吟醸生酒﹀タイプが︑とくに
若い女性に人気だ︒
こういう変遷が起きるのは︑
﹁日本酒はまだまだ進化してい
る﹂からだ︒カッコつきにした
のは︑世界の酒で進化を続けて
いるものは他にないからだ︒最
近の日本酒は世代交代が大変う
まく進み︑若い蔵元や杜氏の意
欲的な取り組みは史上最高の日
本酒黄金時代をつくり︑﹁今う
まい酒﹂は雑誌の目玉特集とな
っている︒
したがって今うまい地酒を飲
むには︑銘酒居酒屋の多い東京
や大阪がいちばんということに
なる︒しかしそれでも 地
｢酒 ︑
｣
それを生産している地でその酒
を飲むのは格別だ︒また最近︑
﹁県内限定酒﹂も多く︑これは
地元でしか飲めない︒行ったら
それを飲まなきゃ損だ︒
また土地で飲む楽しみは︑そ
の地酒に合う地肴が揃っている
ことだ︒これまたそこに行けば
こその楽しみになる︒肴につい
ては︑日本を巡れば巡るほど食
文化の繊細な奥深さを知る︒地
の海の魚ばかりではない︒漬物
などに表れる各地の保存食文化
は︑都会の居酒屋では到底味わ
えない世界である︒
強調したいのは︑庶民が生き
てきた力強い食文化であること
だ︒こういうものは決して高級
料亭には出てこない︒また有名
料理人の技の世界でもない︒地
元で婆ちゃんが作り︑父ちゃん
がうまいと言うようなものだ︒
それが居酒屋の食の魅力であり︑
偉大なところであると思う︒
︵新潮文庫﹁居酒屋を極める﹂
より︶
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一口メモ

宝寿

⑮地元を味わえる銘酒居酒屋

日本列島は︑北と南︑太平洋
と日本海︑海岸と山間部︑内海
︵瀬戸内海︶と島嶼 伊
(豆七島︑
沖縄など︶では気候風土が大き
く異なる︒よって酒もふくむ産
物もさまざまなら︑食べ方もさ
まざま︒当然︑居酒屋もそれを
反映する︒
江戸時代からの地場産業であ
った酒は︑米︑水︑気候︑南部
杜氏・但馬杜氏など地域の流儀
を持った作り方で各地の味︑い
わゆる地酒を造っていたが︑温
度管理や流通の発達した今は︑
例えば米ならば兵庫特Ａ地区産
の山田錦を買ってくればどこで
も使え︑昔ほど地域性はなくな
・・・・・・・・・
り︑むしろどういう酒を造りた
・・
いかという蔵の考え方とその技

「居酒屋の流儀」

いろはかるた

(

県竹原市︒この地で江戸末期の 東山一郎先生の筆︒﹁龍勢﹂は
文久３年創業以来︑酒造り一筋 第１回全国清酒品評会︵明治
で現在に至っている藤井酒造︒ 年︶で日本一の名誉に輝き︑全
現在も創業当時のままの蔵で酒 国に広島酒の品質の良さを広め
造りを行っています︒
ました︒このことは当時︑軟水
創業銘柄は﹁龍勢﹂︒裏山の での醸造法を確立し︑自ら当主
龍頭山から湧き出る井戸水で醸 であり杜氏でありながら同業の
した酒がとても良かったことか 指導を行った三浦仙三郎氏の功
績によるものです︒蔵にはこの
ら名付けられました︒
また﹁宝寿﹂は︑昭和天皇ご 結果の喜びを著した三浦氏直筆
の書が残っています︒
誕生のときの新聞見出が 宝
｢寿 ｣
の文字で囲まれていたことから︑ 現在使用されている龍勢くら
最もおめでたい銘柄として名付 ぶのラベルの書は︑札幌在住の
けられました︒
書家︑若山雄雲氏の書です︒
現在使用されているラベルの
書は︑皇太子殿下の先生である
4
0

したりして遊んだものです︒そ
んなとき︑皆さんは 百｢
人一首
と﹁いろはかるた﹂と︑どちら
を使ったでしょう︒
﹁いろはかるた﹂は地域によ
かつては︑正月と言えば家族 って違いがあって︑なかなか面
が実家に集まり︑カルタなどを 白い︒例えば︑江戸の﹁い﹂は

④龍勢

酒銘の由来

2
8フランチャコルタ

江戸時代の町並み︵国指定︶
が残り︑瀬戸内海に面した広島

10

ワインアドバイザー
ＡＫＩＨＩＫＯ Ｍ．

定石より蔵の特質重視
掟破りも試す価値あり

達人／太田和彦が語る
45

〜あき丸ワイン漫遊録〜
うのです︒
ど／約 ℃の冷酒
乳酸は低い温度では刺激的 ▽ソフトな味わいの吟醸酒︑
に感じますが︑体温以上に上 純米吟醸酒／約 ℃のひや
その百十七●好みの温度を探す
げるとまろやかになります︒ ︵常温︶〜約 ℃のぬる燗︑
一年中︑燗酒を飲むのが好 印象が変わります︒また酸の そこで︑乳酸が主体となった 約 ℃の上燗
きな人もいれば︑冬でも冷酒 タイプによっても異なります︒ 山廃や生 造りの酒を冷やし ▽ふくよかな旨口の純米吟醸
おおざっぱに言うと︑リン て飲むと︑酸が浮いてトゲト 酒︑純米酒／約 ℃のひや
が好きな人もいます︒好みの
温度は人それぞれですが︑酒 ゴ酸は常温より低い温度の方 ゲした印象の場合があります︒︵常温︶〜約 ℃の上燗︑約
質によっても魅力が引き立つ
度の熱燗
温度は違います︒酒の温度と
▽フルボディの純米酒／約
味に関する基本を紹介しまし
℃のひや︵常温︶〜約 ℃の
ょう︒
飛び切り燗
味覚と温度の関係
▽生 ︑山廃純米酒／常温〜
酒の持つ甘味と酸味︑その
約 ℃の燗〜約 ℃の熱燗
・・
質によって︑美味しく感じる が爽やかで︑高い温度ではぼ 温度を上げると︑甘味のボリ
以上はあくまでも目安であ
・・・・・・・・・・・
温度は違います︒それは人間 けてしまいます︒そこで︑リ ュームはアップし︑酸はまろ り︑個々の酒によっても変わ
・
の味覚が関係しています︒人 ンゴ酸が主体となったような︑ やかになるのでバランスがと ります︒蔵の特質なども重視
間が甘味を最も強く感じるの 軽い味わいの日本酒の場合は︑ れ︑締まった美酒になる︑と しながら︑好みを最優先にし
は︑体温を超える ℃あたり︒冷やして飲んだ方が爽やかさ いうわけです︒
ていろいろ試してみてくださ
ここでピークになり︑それよ が映えます︒燗にすると︑甘
い︒
タイプ別のおすすめ温度
り高くなってもあまり変わり 味は強く感じますが︑酸がぼ ▽発泡する活性酒や活性にご
︵ちくま新書より︶
ません︒酸味は︑強弱は温度 んやりとしてしまうので︑締 り／約５℃の冷酒
ではあまり変わりませんが︑ まりのない印象になってしま ▽軽やかな生酒や大吟醸酒な
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かになります。土壌も東のアルプス
山脈に由来する石灰土壌で、西のイ
ゼオ湖周辺の堆積土壌とタイプの違
いも感じられます。
フランチャコルタに合わせる料理は
イタリア料理はもちろんですが、寿
司、懐石料理、天ぷらなど、繊細な
和食にもよく合います。皆さんもぜ
ひお試しください。
クリスマス・年末年始によく飲まれ
るのがシャンパンと呼ばれるスパー
クリングワインです。シャンパンは
フランスのシャンパーニュ地方で造
られたものを言います。それも瓶内
２次発酵方式で造られたもので、ス
ペインではカヴァ、イタリアではフ
ランチャコルタのみです。
今回はイタリア北部・ロンバルディ
ア州のフランチャコルタ地域で造ら
れるスプマンテ（スパークリングワ
イン）「フランチャコルタ」の話し
です。
アルプス山脈の南側に位置し、イゼ
オ湖の南側に広がる地域でイタリア
ワインの中で初めて統制保証原産地
呼称の認定を受けたワインです。厳
しい規定を守って造られる品質の良
さは「フランチャコルタの奇跡」と
呼ばれるほど、イタリアでは高級ワ
インの名声を得ています。
使用されているブドウ品種は３種類
のみで、シャルドネ、ピノ・ビアン
コ、ピノ・ネーロです。収穫は機械
を一切使わず、手摘みで行われてい
ます。また、フランチャコルタはシ
ャンパーニュ地方より南に位置し、
ブドウの完熟度が高く、果実性が豊
3
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