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布締め︑ブリ︑小鯛などを盛り 積 ㎡︒
・京都中丹ジビエ試食会開催
合わせた定番メニュー︒
︵日経ＭＪ︶ ・東京都内 店で開催される京
同社はこれまでも地方自治体
●外食業界・消費者動向
都中丹ジビエフェア
︿グルメ誌の特集紹介﹀
公認のアンテナショップ居酒屋
・シェフのスペシャリティに学
産直食材︑自社で発掘
は美浜町魚介類を使った伝統の を展開してきた︒開業から５ヵ ▽料理王国／２月号
ぶ
﹃熟成魚﹄だ︒ねっとりとした 月︒入居する再開発ビルは当初 大特集 なぜ︑こんなに美味し ・ジビエと日本酒 マリアージ
熟成魚場︑福井県美浜町
地方自治体公認のアンテナシ 食感と濃厚なうま味が感じられ の想定に比べオフィスの入居が くなるの？ジビエの教科書
ュのヒントを探る
ョップ居酒屋を運営するファン る味わいが特徴︒美浜町でとれ 進んでおらず︑ビル内の会社員 ・トップシェフがひも解く﹁ジ ▽ｄａｎｃｙｕ／３月号
た鮮魚はその日のうちに東京都 は未集客︒それでも同社は予約 ビエの教科書﹂
ファンクション 東
特集 日本酒
(京・中央区 )
の新業態﹁熟成魚場 福井県美 内に届き︑店の特製の冷蔵庫で 客が比較的多く︑リピート率が ・食材としてのシカへの取り組 ▽料理通信／３月号
浜町﹂が賑わっている︒ご当地 １〜２週間熟成させる︒
高い︒売り上げは想定の７〜８ みを探る
特集１ 良い店をどのように作
居酒屋として人気だけでなく︑
﹁熟成食べ比べ美浜の刺身盛 割程度で推移している︒東京・ ・トップシェフが注目する京都 るか？
独自食材メニューが好評︒名物 り﹂︵１０００円︶は甘海老昆 日本橋タワー地下１階︒店舗面 中丹のジビエ
特集２ ノンアルコールドリン
クレシピ
▽料理王国／３月号
大特集 フランス料理
師から弟子へ受け継がれるＤＮ
Ａ
特集２ おいしい日本料理再発
見︱︱青森県
奥深い味わいの﹁青森シャモロ
ック﹂︑特Ａ米﹁青天の霹靂﹂
親と子︒上司と部下︒先輩と後 きます︒そうではなく︑相手に自
一方で︑親や上司が子供や部下
など︑注目の食材の産地をめぐ
輩︒たとえ上下関係があったとし 分で決めさせ︑相手の権利を認め に自分で決めさせて︑相手の権利
る︒
ても︑それをもとに相手の権利に ると︑対立が消え︑相手は冷静に を尊重するようにすれば︑子供や
▽あまから手帖／２月号
土足で踏み込めば必ず対立が起き 判断できるようになります︒そし 部下は徐々に自己信頼を形成して
特集１ ホンネの寿司
ます︒親が子に命令して部屋を片 て︑冷静に考えて片付けが必要で いくでしょう︒その結果︑家庭や
作家・中場利一さんに聞く﹁僕
付けさせようとすれば︑子供は親 あれば︑自分の意志で片付けるよ 組織や社会に居場所を見つけるよ
の好きな寿司﹂︑最旬コース情
の言いなりになるまい︑と意固地 うになるでしょう︒
うになっていく︒共同体感覚を学
報に︑ちらしに︑ネタ箱︑魚編
になって片付けを拒否します︒そ
このように︑強制と対立を繰り び始めるでしょう︒共同体感覚を
の漢字コラムも︒﹁本当に食べ
のとき起きるのは︑どちらがより 返していると相手の共同体感覚は 養う第一歩は強制をやめること︒
たい寿司﹂をあらゆる角度から
力を持っているかを示し合う親子 育ちません︒叱られ強制されるこ 人から尊重される体験を増やすこ
徹底解剖します︒
間の権力闘争です︒それと同じこ とで劣等感が強まり︑自己信頼が となのです︒
▽Ｍｅｅｔｓ Ｒｅｇｉｏｎａ
とが上司と部下︑先輩と後輩の間 なくなります︒そして︑強制して
︵ダイヤモンド社︶
ｌ／３月号
でも起きていることでしょう︒
くる相手を敵だと思い︑他者信頼
特集 福島
強制すると対立と権力闘争が起 がなくなるのです︒
▽ＳＵＶＶＹ／３月号
特集 京都 最新版

アルフレッド・アドラー／人生に革命が起きる１００の言葉

相手の権利に土足で踏み込んではならない︒
権利を尊重し︑自分で決めさせるようにすれば︑
人は︑自分を信じ︑他人を信じるようになるだろう︒
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２０１６年の飲食トレンドを先読みする
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２０１５年の飲食業界を振り返ると︑肉業態
いった様相です︒しかし︑ブームはいずれ過ぎ 生まれ︑シェアされます︒
マーケットに代表されるように︑実に様々な新
去ります︒いまやるべきことは︑﹁飲食の本質
こうした価値観は日本の若手
業態が登場してきました︒個店のみならず︑大
とは何か？﹂をじっくり考えて︑目先のヒット 経営者たちにもじわじわと浸透
手チェーン店も﹁肉業態を狙え！﹂とばかりに︑ を狙うのではなく︑顧客視点に立った価値観︑ しています︒﹁何のために飲食
次々に新業態店舗をオープン︒まさにレッドオ
意味性のある店づくりにしっかりと取り組むべ 店をやるのか﹂﹁誰のために料
ーシャン︑デッドヒートもここに極まれり！と
きではないでしょうか︒
理をつくるのか﹂といった本質
的な問いがいま︑一人ひとりの
飲食店経営者に突きつけられて
いると言っていいでしょう︒
今年の業態トレンドとしては︑
世界中のトップシェフたちに影 ﹁肉業態︑魚業態の多様化﹂が
響を与えています︒日本でも ノ
｢ ますます進みます︒価値観を打
ーマ﹂によるイベントが開催さ ち出した﹁ネオ居酒屋﹂﹁ネオ
れ︑大きな反響を呼びました︒ 大衆酒場 も
｣どんどん増えます︒
﹁お皿の上﹂だけでなく﹁お皿 パクチー︑スパイス︑ハーブ︑
の向こう側﹂の食材︑それを育 餃子といったアイテムを取り込
てる自然環境︑生産者のストー んだ﹁ネオエスニック﹂も新た
リーなどの価値を伝えることの な拡大基調に入りました︒日本
重要性をガストロノミー界に提 酒︑クラフトビール︑日本ワイ
案しました︒
ン︑さらに国産の果物︑野菜を
アンテナの高い飲食店オーナ 使ったドリンクで差別化する店
ーがいま一番行きたい都市と言 も増えます︒オーガニック野菜
えば︑北米西海岸のポートラン の見直し︑発酵食材の見直しな
ートローカル ｣どの﹁ナチュラル回帰﹂も広が
ドでしょう︒ イ｢
﹁サスティナブル﹂﹁クラフト ります︒地方活性化業態︑六次
マンシップ﹂﹁ネイバーフッド 化推進業態も地方創生の波に乗
コミュニティ﹂といった︑時代 って継続発展します︒
が求めているキーワードの缶詰
これらすべての業態に共通す
のような都市です︒とりたてて るテーマ︑それは﹁イートグッ
美食を追求する店は多くないが︑ ド﹂です︒２０１６年は何度も
クラフトビール︑クラフトコー 繰り返すが︑﹁イートグッド元
ヒー︑クラフトワイン︑オーガ 年﹂となるでしょう︒店づくり︑
｣
ニックを日常的に当たり前に取 メニューづくりの発想の原点に
り入れたコンセプトが主流です︒ ﹁イートグッド﹂を置いて考え
すべての店と料理につくった人 ます︒それが基本となる年だと
の固有名詞があります︒自前で 思います︒
できないものは自然とコラボが ︵フードスタジアムより抜粋︶
２０１５年の暮れ︑﹁米国マ 横並びではなく︑価値と個性で
クドナルド社が業績不振が続く 競い合っていく︑そんな姿勢の
日本マクドナルドの所有株を売 声明です︒
飲食企業︑飲食店への﹁協賛
却へ﹂というショッキングなニ
ュースが飛び出しました︒小手 金競争﹂も２０１６年には終焉
先の新商品開発や販促策ではも するかも知れません︒﹁店を増
はや立ち直れない︑抜本的な改 やせば協賛金が入る﹂といった
革が必要という判断によるもの 飲食企業の甘えた体質も改めら
です︒いまやマクドナルドとい れなければならなくなるでしょ
うビジネスモデルそのものの社 う︒本当に﹁価値ある店﹂﹁価
会的存在意義が問われていると 値を提供する企業﹂がいま問わ
言っても過言ではないでしょう︒れているのです︒
﹁週刊ダイヤモンド﹂誌上で
グローバルの時代︒ＳＮＳの
はキリンビール社長の布施孝之 デファクト化で︑いまや海外の
氏とアサヒビール社長の小路明 トレンドと日本の食に関する情
善氏が史上初めて対談し︑﹁価値 報は瞬時に﹁同期化﹂します︒
とは何かを見極めていかなけれ ﹁食のあり方を含めたトータル
ば﹂などといった内容で語り合 評価での価値あるレストラン﹂
っています ２
(ページ参照 ︒) をランキングする﹁世界のベス
価値を追求する トレストラン ﹂の１位を４回
時代︑場合によっ も獲得したのがデンマークの
ては協調も必要だ ﹁ＮＯＭＡ ノ
(ーマ ︒
)
｣ノ
｢ーマ
とも話しています︒ はすべての食材を自国で獲れた
消費者に価値を提 ものだけを使い︑驚くような表
供してこその企業 現法で料理に仕立て上げていく
です︒ビールメー 手法が注目され︑デンマークの
カーもこれからは 飲食シーンを変えたばかりか︑
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酒銘の由来
⑤菊姫
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楽など︑山の料理と相性が良
いのです︒
そんな山沿いの地域の酒は
たっぷりと旨味がありながら︑
透明性のある酸で切れはすっ
きり︒鹿などジビエ料理や︑
味噌味の料理など︑濃厚な味
わいに負けない重量感があり︑
クリアな酸が肉の脂や料理の
甘味を洗い流すので︑もたも
たと口に残ることもなく︑爽
快です︒
なお︑蔵元によっては︑大
吟醸や純米大吟醸などの高級
酒に関しては︑全国を意識し
て造っているために︑産地特
性が薄れている場合もあって︑
海の酒︑山の酒という分類が
当てはまらない場合もありま
す︒地元でも愛飲されている
純米酒などでは︑この公式は
ほぼ当てはまるので︑ぜひ︑
お試しあれ︒
︵ちくま新書より︶

ビール業界でも競争と協調を
競争はシェアよりも価値で

2
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小路 明善

布施 孝之

×

アサヒビール社長

キリンビール社長

料理との相性で評価を
魅力を引き出す酒選び

白山宮の祭神は 菊｢理媛

14

伝統があります︒また保存性
の高い塩漬けや漬物︑発酵食
品などをよく食べている地域
です︒そんな内陸部地域の酒
は︑濃厚で︑ふっくらとした
印象を持ったタイプが多くあ
ります︒そんなお酒は︑猪や
鹿などのジビエ︵狩猟肉︶料
理や︑川魚の甘露煮︑味噌田

15

●おことわり
あ｢
き丸ワイン漫遊録 と
｣居
｢
酒屋の流儀﹂は紙面の都合上︑
休載させていただきました︒

1
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｣

した︒しかし︑ここまで市場が ︵笑︶︒
小さくなると︑シェア争いとい 小路 でも︑価格ではなく︑こ
う個社の戦略ではなく︑どうす ういった商品の﹁価値﹂をめぐ
縮小する市場規模︑クラフトビールブーム︑海外メー 小路明善アサヒビール社長︵以 れば市場全体が伸びるかを真剣 って競争するのが業界の本来あ
カーの日本上陸︒今︑ビール市場は変革期を迎えていま 下︑小路︶ いやぁ︑今までな に考えないと共倒れになりかね るべき姿だと思います︒
決して談合するわけではあり
す︒これから日系大手２社がどう戦うのかは︑左党なら かったんじゃないですか︑こん ません︒
ずとも気になるところでしょう︒そんな業界の過度期に︑な対談︒ビール業界が厳しい状 布施 うん︒シェア争いではも ませんが︑シェア競争から脱し
史上初めてとなるキリンとアサヒによるトップ対談が実 況だから実現したんでしょうね︒う飯が食えませんよね︒市場が 価値競争に移行することで適正
現しました︒日本のビール市場の未来について︑じっく 人口減少︑少子高齢化︑そして 縮小している中で︑行き過ぎた な利益を得る︒それを原資に再
りと語り合った濃密な 分間をお届けします︒︵構成／ 若者のお酒離れ⁝⁝︒こういう 水準の販促費を掛けてシェアを 投資する︒思い切って海外に打
﹁週刊ダイヤモンド﹂編集部 泉秀一︶
環境を考慮すれば残念なことで 取りにいく︒こうなると利益が って出てもいい︒この好循環が
すが︑私はこのビール類市場の 目減りして︑縮小均衡パターン 生まれれば︑世界の３分の１の
マイナストレンドが大きく変わ になって誰も幸せになりません︒シェアを持ち︑ 年に日本に上
私は業界が苦しんでいる原因 陸したあの企業︵ベルギーのア
ることはないと思います︒
ビール類市場が過去一番大き の一つに︑われわれメーカーの ンハイザー・ブッシュ・インベ
かったのは１９９４年で︑７１ 商品開発があると思います︒こ ブ︶との戦いも決して怖くはあ
４万キロリットル︵課税出荷量 れまでの商品開発というのは︑ りません︒
ベース︶あったんですね︒それ 目先のシェアを気にして短期的 布施 じゃあ︑どうやって利益
が２０１４年には５４１万キロ になりがちなものが多かった︒ を得るのか︒そこで重要なのが︑
リットルになっている︒ ％減 メーカー都合の商品開発になっ これは小路さんがよく言われて
少しているのです︒これはビー ていた部分があると思うんです︒いることですけど︑競争分野と
若者の酒離れといわれて久し 非競争分野を分けることですよ︒
ル大手１社分の販売量が 年間
小路 うんうん︒いわゆる﹁競
でなくなってしまったことを意 いですが︑われわれは 代・
味しています︒大変なことです︒代の心に刺さるような商品を生 争と協調﹂ですね︒
布施孝之キリンビール社長︵以 み出せてきたでしょうか︒反省 布施 はい︒私は以前︑小岩井
下︑布施︶ そうですよね︒あ する必要があると思いますね︒ 乳業にいたのですが︑乳業界で
らためて考えるとものすごい規 小路 反省はあります︒しかし︑は低い利益率を改善すべく︑競
模です︒ 年は業界全体で新商 そういう意味では︑キリンさん 合会社同士が物流の共同配送や
品をたくさん出しました︒ブラ が 年に代官山にクラフトビー 製造の受委託を共存共栄でやっ
ンドの派生商品や季節商品が多 ル専門の飲食店である﹁スプリ たんです︒
そのかいあって︑業界で１％
菊姫﹂と呼ばれ︑賞賛されてき く︑その数は 年の アイテム ングバレー﹂を開いたときは︑
に対し︑ 年は約 アイテムに 小さいクラフトビール市場のマ だった利益率は２〜３％程度ま
ました︒
﹁太閤記﹂にも醍醐の花見に 上ります︒それでも市場は伸び ーケットを大きくしようといち で改善されました︒こういう考
豊臣秀吉が是非にと︑取り寄せ ない︒消費者の需要を喚起でき 早く果敢に挑戦されていて︑競 え方はビール業界でも必要だと
合会社ながらすごいと思いまし 思うんですね︒
たことが記されています︒また︑ ていないということですね︒
小路 ビールでは 年からうち
この地は白山信仰の総本山であ 小路 これまでわれわれは４社 たよ︒
とキリンさんとで東京で共同物
る白山比咩神社の門前町として で激しいシェア争いをしてきま
流をやっています︒ 年からは
も知られており︑菊姫は連綿と
サッポロさんも加わりました︒
一千有余年にわたる伝統を誇り︑
これだけで︑各メーカーは年間
奈良朝以来白山宮の神酒として
菊姫が位置するのは︑霊峰白 醸造されていました︒
で数千万円のコストダウンに成
山の麓︒白山連峰の雪解け水が
功しています︒
ち
な
み
に
︑
﹁
菊
姫
﹂
の
由
来
は
手取川となって流れ出る扇状地 白山比咩神社の御祭神﹁菊理媛 布施 ありがとうございます︒ 直びっくりしたのですが︑お得
こういった協調はトップダウ
の扇頂点にあります︒この連峰 ︵くくりひめ︶﹂から︑
また﹁菊 実は私も驚いたことがあるんで 意先の量販店の方からも若者や ンでやるしかありません︒私も
からの滴りを集めて醸し出す︑
す︒同じく 年の春にアサヒさ 女性がよく買っていくと聞いて︑布施さんも﹁種﹂はたくさん持
酒
伝
説
﹂
か
ら
と
伝
え
聞
い
て
い
ま
芳醇な美酒が古来より﹁加賀の す︒
んがピンク色の缶の﹁スーパー ああ成功しているんだと感服し ち合わせていますが︑一歩間違
ドライ﹂を発売されたでしょ︒ ました︒
うとカルテルになりかねません
出たときは﹁えっ︑スーパード 二人 なんだか二人でお互いを から十分検証する必要はありま
ライでここまでやるの ﹂と正 持ち上げているみたいですね
す︒今の段階では具体的なこと
は言えないと思いますけど︒
布施 今︑スプリングバレーの
っぱりとした傾向にあるよう
ようなクラフトビールの店に行
に思います︒お酒だけで飲む
くと︑お客さまは本当に楽しそ
とやや物足りなさを感じるこ
うにビールを飲んでおられるん
その百十八●海の幸には海の酒︑山の幸には山の酒
ともありますが︑お酒が出過
で
す
︒これが原点だと思います︒
ぎず︑魚介の持ち味を生かす
シェア競争という負の遺産が
タイプが目白押しなのです︒
業界を短期的な発想中心にし︑
山の料理には里山の酒
市場が過当競争に陥りレッドオ
対して︑山沿いの地域や内
ーシャン化した︒もっと中長期
陸部では︑畜産が盛んであっ
的な発想で︑ビール業界を魅力
たり︑狩猟肉に親しんで来た
的にしていきたいですね︒
小路 私もそう思います︒だか
らこそ︑トップが声を上げる必
要がある︒実際に﹁取ったら取
られた﹂という競争をしている
営業現場にまで﹁シェアではな
く価値なんだ﹂と浸透させない
といけません︒
二人 業界を魅力的な市場にす
べく︑頑張りましょう︒ありが
とうございました︒
週(
刊ダイヤモンドより抜粋 )
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キリン×アサヒ 史上初の社長対談

美味しい日本酒はお酒単独 沿いでは︑獲れたての海の幸
で味わっても美味しいもので を生でそのまま食べたり︑さ
すが︑日本酒と料理がぴった っと茹でたり︑炙ったりと︑
りと合ったとき︑お酒も料理 料理方法はシンプル︒下手に
も旨さがぐ〜んとアップした︑手を加えて︑持ち味を台無し
という体験をしたことはあり にするより︑そのまま食べた
ませんか︒では相性のいい組
み合わせに公式はあるのでし
ょうか︒郷土料理とその土地
の酒は︑同じ気候風土で生ま
れたものだけに相性がいいの
は当然かも知れません︒でも
地域が異なっていても︑風土 方が美味しいことを経験上知
が似ていると︑料理と酒が互 っているのでしょう︒手をあ
いの魅力を引き立て合うこと まり加えていない魚介料理に
が多いようです︒そしてたど は︑あまり濃くない︑すっき
りついた法則は︑山の料理に りと喉越しのよい日本酒が良
は山の酒︑海の料理には海の
く
合います︒
酒が合うということです︒
そのせいか︑漁港の近くや
魚介には海沿いの酒
沿岸部の地域で造られる日本
新鮮な魚介が身近にある海 酒は︑酸が少なく淡麗で︑さ

15

（２〜３）

コ ヤマ 新聞
133/平成28年２ 月
No.

30

