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月６日発売
特集１／男のイタリアン
親切で丁寧なイタリア料理の基
礎知識
・チョイト一杯
「バール大集合」
・パスタが旨い「トラットリア
＆リストランテ」
・世界レベルに満腹！「ピッツ
ェリア」
・品種・地方・味わい「イタリ
アンワイン大解剖」

と来ない。そうじゃない？
本当の浪花っ子でない、外
から入って来た人がかえって
浪花っ子ぶるのと同じでね、
池田大作がしきりに対談や座
談会なんかで、
「私は江戸っ子ですから…」
と、言うだろう。本当から
言えば大森海岸の江戸っ子な
んてありゃしない。だから、
ああいうのを、
「場違い」
と言うんですよ。
何も江戸っ子だとか東京っ
子だとか、そんなことを自慢
することはないんだからね。
どっちかと言えば、からだを
使って労働したあとで東京の
辛いうどんもうまいものだ、
という気にならないといけな
いんですよ。実際、そうなん
だから、こっちの生理状態に
よってね。
（新潮文庫より）

各インポーターより５品出
品いただきます（現取り扱い
７割、新アイテム３割）
日本酒の出品銘柄はつぎの
とおりです。
高清水（秋田）
萩の鶴（宮城）
神亀（埼玉）
菊姫（石川）
常山（福井）
羅生門（和歌山）
日置桜（鳥取）
龍勢（広島）
ほかに出来たてのにごり酒、
どぶろくも用意しています。
お問い合わせはフリーダイ
ヤル０１２０・２１・０８５
２、株式会社コヤマカンパニ
ーへ。
なお、酒類の試飲を伴いま
すので、お車・バイクでのご
来場はご遠慮ください。

り、お店の料理に合う品揃え、提供方法のご
提案をさせていただきたく、「原点回帰／日
本酒＆ワイン プロのおもてなし」と銘打つ
試飲展示会を企画致しました。
ドリンクでのお客様の満足度をもっと高め
ることが先決です。なにかとご多忙とは存じ
ますが、ご来場を心よりお待ち申し上げます。

に登場です。最近ご無沙汰の人 社）３月号／２月 日発売
にも、まさに現役の人にも送る 特集１／神戸大特集
●外食業界・消費者動向
「大人の麺ライフ」決定版
・中華の名店が復活
特集２／キャベツ料理
・若手のバーテンダー
（日経ＭＪ／１月８日）
一味違う健康的な家庭料理が食 ・垂水の実力店
立ち食い店、鮮度に力
べたい！となれば、春のお薦め ・隠れた和食処など
「いわもとＱ」
〈グルメ誌の次号特集紹介〉
はキャベツ料理が二重丸。ビタ 動く神戸の街をご案内します。
店頭に「ありえない店を目指
す店」と掲げる東京発の立ち食 ▽ｄａｎｃｙｕ（プレジデント ミンＣがたっぷりの旨いレシピ 特集２／デパートの達人
大公開
人気商品、注目の売場のツボを
いそば店（店名・いわもとＱ） 社）４月号／３月６日発売
特集３／おいしい「お赤飯」
ご 紹介
が注目を集めている。２００３ 特集１／ラーメン
年外食に参入以来５年連続で増 恒例のラーメン特集。今年は春 ▽あまから手帖（クリエテ関西 ▽食楽（徳間書店）４月号／３
収を続けている。競争力の源泉
は「揚げたて」「茹でたて」と
いった鮮度。一般の立ち食い店
上方料理でも味が濃いのが
う
ど
ん
では提供時間は１～２分だが、
あるんですよ。なぜだかわか
いわもとＱでは倍の３分～５分。
る？西陣のあたりにそういう
そこに繁盛の秘密がある。「Ｑ
大
阪
の
ほ
う
の
人
が
よ
く
書
い
う
いうところから大阪に来て、味の濃い料理屋があるという
ＳＣで外食はＱが８割だと気付
ているじゃない。
自分は浪花っ子になったつも のはね、西陣の織物問屋の旦
いた。Ｑを向上するには食材の
「東京のうどんなんか食えな りでやるんだよ。東京の何は 那なんていうのは働きが激し
質を上げるか、技術を上げるか
い……」
よくない、大阪のほうがずっ いんですよ。商売の用であっ
だ。そこで着目したのが鮮度。
って。
といいとかね。
ちへ行ったりこっちへ行った
鮮度はコストに響かない」
ああいうのがばかの骨頂と
本当の大阪の人は決してそ り、頭も使い、からだも使っ
月商６００万円、原価率 ～
いうんですよ。
ういうこと言いませんよ。ま て一日激しく働くんです。
％、客単価５００円。
確かに東京のうどんは、ぼ た、東京の人も、本当の東京 そういう人たちは、いくら上
（日経ＭＪ／１月 日）
くらでもまずいんですよ。お の人だったら決して他国の食 方の人でも当然、生理的な要
ワインの拡販術
つゆが辛いんだから。うどん いものの悪口というのは言わ 求から濃い味つけのほうがい
シニアソムリエ米野さんの寄稿
は
や
っ
ぱ
り
上
方
の
薄
味
の
お
つ
な
い
。
一
番
い
け
な
い
下
劣
な
こ
い
んですよ。
飲食店業界ではアルコール類
ゆのほうが、ぼくらもうまい とだからね。
だから、東京の味が濃いと
の売上をどれだけ確保できるか
んですよ。
京都だってね、昔の東京で いうのは、東京というのは忙
が収益を大きく左右する。「今
だけどそれは、それぞれの 食べさせた料理と同じような しい都会だからね、江戸時代
どき」のワインの売り方・販促
土地の風土、あるいは生活に 濃い味付けの料理屋があるん から。現に君のような信州飯
方法のポイントについてシニア
よって、みんな違うわけだか だからね、昔からある料理屋 田出身の天才だって東京へ戻
ソムリエに寄稿してもらいまし
らね。やたらに東京のうどん で。西陣という織物があるで れば、飯も食べるひまもない
た。要約すると…「持ち込みＯ
をこきおろす大阪人は、本当 しょう。その旦那衆が行く料 ぐらいに電話にかじりついて
Ｋ」なら在庫も軽減／会話を楽
の大阪の人じゃないんだよね。理屋は味が濃いんですよ。そ いるわけでしょう。こういう
しめる空間づくり／コミュニケ
たいていお父さんが播州赤穂 ういうこと、知らないでしょ 人はやっぱり、お湯みたいな
ーションの場の演出
だとか備前岡山なんだよ。そ う、そういう人たちは。
おつゆを飲んだって何かピン

早春の候、お得意様にはますますご清祥の
こととお慶び申し上げます。平素より格別の
ご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
昨今、経済の先行き不安からデフレ傾向が
強まり、日々のご商売にご苦心されておられ
ることと存じます。今年もコヤマカンパニー
では食中酒である日本酒とワインに焦点を絞

23

時 分～ 時 分
▽開催会場
株式会社コヤマカンパニー
本社１階
（地図参照）
参加予定のインポーターは
次の 社です。
モトックス
ミレジム
フィラディス
ダイセイワールド
フードライナー
モンテ物産
飯田
ワインウェーブ
スマイル
稲葉
エノテカ
木下インターナショナル
ディオニー
サンリバティー
サントネージュ
マスダ
13

種類ほどの実力派地酒を用意
インポーターから１００種類
を インポーターから１００
種類ほど集めてみました。
同時に、日本酒・ワインの
即売会やノンアルコール飲料
のご提案もさせていただきま
す。
▽開催日時
平成 年３月 日（水曜日）
17

日本酒は
ワインは
日本酒では、「日本の文化
国酒を復活させよう！」をテ
ーマに、 種類ほどの実力派
地酒をご用意させていただき
ます。
ワインでは、旨安！ワイン
ということで世界各地より、
お手頃でしかも旨いという品

16

の 作 法

池波正太郎 男

原点回帰／日本酒＆ワイン プロのおもてなし
▼

２０１０春／コヤマカンパニー日本酒＆ワイン試飲展示会
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秀子夫人が蔵元を継ぎ
三月初旬に再発売へ

13

乳酸で殺菌の づくり
乳酸菌研究から山廃

甘めでおいしくできた」。自宅 た酵母を使って醸造した清酒。
の納屋を改造した酒蔵で、二代 それが「三春 慧日山 拈華」。
目蔵元の秀子さんは満足そう。
酒瓶のふたをひねると、シュ
再出発のどぶろく「原いっぱ ワシュワと白いお酒が吹きこぼ
い」は３月初旬に発売されます。れるように上がってきます。瓶
価格は７２０ 瓶入り１本１８ には「酵母が元気なお酒です。
９０円（税込）。ご注文はフリ 開栓時の吹きこぼれにご注意下
ーダイヤル０１２０・２１・０ さい」という注意書き。甘酒の
８５２、株式会社コヤマカンパ ような白色のお酒。口に含むと、
ニーへ。
甘さの中にかすかな酸味があり、
口当たりはまろやか、とろりと
した濃厚な味わいです。
桜の花、つぼみ、根元の土か
ら、桜の酵母の採取を試みたの
は愛媛県の醸造元亀岡酒造。１
年目は酵母を取り出すことがで
きず、翌年に成功しました。
拈華は７２０ の瓶に６００
作家の玄有宗久さんが住職を
詰めて２１００円（税込）。
務める福島県三春町の福聚寺に 株式会社コヤマカンパニーで限
伝わるしだれ桜の花から採取し 定発売中です。

今月のおすすめワイン

と呼ばれてきた最上級赤ワイン。
ネッビオーロ種というぶどうか
ら生まれるんだ。
ネロくん ほかにもバルバレ
スコ、ガッティナーラ。バルベ
ラ種から造られるバルベラ・ダ
スティ、コルテーゼ種（白ぶど
う）から造られるガヴィ。モス
カート・ビアンコ種を使った甘
口のスプマンテ、アスティなど
魅力あるワインがいっぱいなん
だ。
シュペちゃん そっか～。す
ごいワインがいっぱいある州な
んだね。
ネロくん 今回はここまで。
続きは次号でね。では、Ｃｉａ
ｏ☆

ml

麓地帯のワインから。イタリア フォンタナフレッダ・バルバレ
の中でも、とくに品質の高いワ スコ
イン産地はピエモンテ州（州都 ７５０ ５５２０円（税込）
はトリノ）。ピエモンテとは「
山の麓」という意味で、その名
のとおりアルプスの山懐に包ま
れた丘陵地帯だよ。
バローロと同じネッビオーロ種
ピノくん ピエモンテを代表 から造られる弟分。透明感のあ
するというよりイタリアワイン るルビーレッドにフランボワー
を代表するのがバローロ。古く ズのような香り。力強さと繊細
から「ワインの王、王のワイン」 さを合わせ持っています。
ガヴィディガヴィ・デール・コ
ムーネ
７５０ ２４７５円（税込）

ワイィンでルネッサ～ンス！
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イタリア編 ①

連 載

ml

ml

樹齢四百数余年の
しだれ桜の酵母から

秀子さんは、どぶろく造りの
ほとんどの工程を喜代司さんと
一緒に手がけてきましたが、あ
らためて兵庫県立工業技術セン
ターで基礎知識を学び、喜代司
畑中喜代司さんが遺した
さん個人に認可されていた酒類
製造免許を相続して、蔵元に就
高槻のどぶろく「原いっぱい」
きました。
００７年に喜代司さんが製造免
１月下旬に初めての仕込みを
許を取って、その年の冬に完成 行いました。「うん、ちょっと
させ、「甘酸っぱくておいしい」
「お土産にいい」と、地元だけ
でなく全国各地から注文が舞い
込みました。ハイキングの途中
に蔵に立ち寄り、小瓶を提げて
帰る人もいました。
喜代司さんがなくなったのは 清酒 三春慧日山 拈華
昨年 月 日。葬儀を終えると
秀子さんは、仕込んでいたどぶ
ろくを瓶詰めし、酒米の収穫祭
に参加した市民に配りました。

高槻市原地区の「どぶろく特
区」を担う畑中農園代表だった
畑中喜代司さんが昨年 月に他
界されたあと、製造が中断され
ていたどぶろく「原いっぱい」
が２ヵ月ぶりに製造再開されま
した。２代目の蔵元は喜代司さ
ん夫人の畑中秀子さん。
どぶろく「原いっぱい」は２
11

軸のぶれない上司に部下はついて行く

12

11

軸がぶれないと
方針が間違っていたら、す んも分っていると思いますが、て一番ふさわしい意思を伝
は、一貫性がある ぐにその非を認め、関係者と その局面になるとなかなか柔 えたいものです。
ことです。立派な 共同して別の方針を打ち出し 軟な意思が出てこないのが現
（Ｓ・Ｊ）
信念までには至ら ます。朝令暮改という言葉は 実です。頭の中をリセットし
ずとも、一貫性が 悪い意味で使われがちですが、
ないと魅力がない。そもそもの意味は、君子たる
部下から見て、 もの、物事の変化に敏感であ
もっともやりにく れ、いったん決めたことでも
い上司は、軸ぶれ 柔軟性をもって対処すべし、
する上司です。右 ということです。意志決定が
と言ったと思った 間違っていたら、全力で元に
ネロくん さて、今回からは、 われているんだ。
ら、今度は左に行 戻すこと。「過ちは改たむる
僕の故郷イタリアです。おなじ
ネロくん ギリシャ人は自国
けと言う。進めと にしかず」です。
みのブーツ型をしたイタリア。 よりぶどう栽培に適していたイ
言ったのに、なぜ
他方、頭が固いというのは、 ワイン生産量、消費量、輸出量 タリアに羨望の気持を込めて、
止まらないのかと 聞く耳を持たないとか、状況
のすべての面で、つねにトップ 「エノトリーア・テルス」（ワ
変化があるにもかかわらず、
を争うワイン王国です。
インの大地）と呼んだんだよ。
聞く上司。
シュペちゃん へえ～、そう
シュペちゃん すごくカッコ
この例は極端ですが、軸が いったん決めたことを変えな
なんだぁ。
イイね～。
ぶれる上司には部下がついて い人のことです。
方針変更をすべきかどうか
ネロくん 国土が南北に長く
ネロくん じゃあ、まずは山
行けないのです。軸がぶれな
（北緯 度から北緯 度まで）、
いことと頭が固いこととを混 を関係者と俊敏に打ち合わせ
気候風土もさまざまなので、非
同しないように。未熟な人は をして、それを明確に共有し
常に多種類のぶどう品種が栽培
「軸がぶれない人」のことを てから変えることです。
そういう場合以外は、決め
されているんだよ。
頭が固い人と思い込むことが
たことを実行していくことで
ピノくん ぶどうの栽培はギ
あります。
リシャ人がシチリア島やイタリ
軸がぶれないというのは、 す。
たしかに、軸がぶれると周
ア南部にぶどうの樹やワイン造
いったん決めたことを揺るが
りを伝え、全土に広がったと言
ずに遂行することです。しか りの人は大変だと思います。
し、「軸がぶれない」であっ 頭が固い人の場合もやりにく
ても、変更が必要なときは、 いものです。柔軟性をもつこ
それなりに変更するのです。 とが一番大切なことは、皆さ

従業員教育の一つのヒント(13)

す。殺菌のためなら合成乳酸 れが山廃づくりです。生 づ
でも、乳酸菌がつくったもの くりの重労働、山卸を廃止し
でも、効果に変わりはないか たので山卸廃止 、略して山
五 六 生 ・速醸 ・山廃
ら
で
す
。
廃
と名付けられました。
それで乳酸をつくる乳酸菌
乳酸菌の好む繁殖条件を研
もともと純米酒は乳酸菌飲 むと乳酸菌のせいでおなかの 発酵の２週間を節約できまし 究した結果、山卸なしでも乳
料でした。
具合が良くなるという人もい た。これは明治時代に海を渡 酸菌発酵によって乳酸ができ
ってきた醸造学で酒づくりを るようになったのです。乳酸
意外と知られていませんが、るくらいです。
菌研究の成果でした。
純米酒は乳酸なくては成り立
山廃 は生 と速醸 の中
ちません。乳酸の力で悪玉の
間に位置するつくりですが、
微生物を殺菌しているおかげ
乳酸菌に頼るので生 の親戚
で、酒は腐らないでつくれる
だという人もあれば、速醸
のです。
により近いと言う人もいます。
昔ながらの生 づくりでは
山廃 は、味わい多くて濃厚、
天然の乳酸菌が発酵してつく
た
だ
、
大
多
数
の
純
米
酒
で
は
合
理
化
し
た
結
果
で
、
速
醸
と
男性的で力強いしっかりとし
った乳酸がたっぷり入って、 残念ながら乳酸菌は働きませ いいます。
ヨーグルトにもひけをとらな ん。その代わりに化学的に合
生 のほかにも乳酸を添加 た酒が多く、お燗に最適です。
いほどです。生 のお酒を飲 成した純粋な乳酸を添加しま しないつくりがあります。そ

ml

リンゴや花のような華やかで複
雑な香りを持ち、キリッとした
酸味とさわやかな果実味とのバ
ランスが良いワイン。
アスティ・スプマンテ
ＤＯＣＧ
７５０ １７７５円（税込）

ml

イタリアを代表する甘口スパー
クリングワイン。マスカット種
特有の芳しい香りが細やかなフ
ルーツを使ったタルトとの相性
は抜群です。

ml
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