絵を描くときには︑発想が決まると
直感的にイメージが湧いてきます︒極
端なことを言えば︑絵は描き出す前に
もう九割くらいはでき上がっている︑
といってもいいくらいなのです︒
数学でいえば︑答えが先に出てくる
ようなものでしょうか︒高等数学など
は︑そのようなものなのだそうです︒
計算を繰り返して答えを出すのではな
く︑先に結論が出ていて︑それを証明
していく︒絵もそれに似ているところ
があるような気がします︒
けれども︑いざ描き始めると︑こう
やったらもっとよくなるのではないか
とか︑こっちのほうがいいかもしれな
いと考えて︑方向を変えていく場合が
ある︒これは一見︑よいことのように
思えるかもしれませんが︑実は︑そう
ではありません︒なぜなら︑最初にひ

と一緒にビールを売り込むこと
で︑ビールの出数を増やすこと
に成功しました︒
同店が自慢のベルギービール
﹁グーデンラーク﹂は１杯１２
００円もする高級品です︒単品
では注文しにくい人もいます︒
そこでこのグーデンラークを使
った料理﹁豚三枚肉のグーデン
ラーク煮込み﹂︵９８０円︶と
一緒に売ることを考えました︒

方／シャンパーニュ地方
・キーワードで︑飲む＆買う！
ワインの最新トレンドを知る
店
・ワインを選ぶ︑インポーター
で選ぶ
・ワインの売り方︑ＴｉＰＳ集
・ワインのエピソード︒ブドウ
畑が拓く地域の未来
特集２／和食の未来︑日本酒の
活路
・モナコ公式響宴を飾った和食

と日本酒世界一富める国は︑日
本料理を選ぶ
・７人の注目和食料理人
・これからの酒と人と︒日本酒
ブレイクスルー考
▽食楽︵徳間書店︶ 月号／
月６日発売
特集／男のワイン酒場
旨くて気軽で︑リーズナブル！
お手頃価格の納得ワインを一挙
公開
プロが選んだ休日ワイン

つぎに京都・円山の料亭﹁菊
乃井﹂の村田吉弘社長のお話を
紹介します︒
皿を変えるなどして︑料理の盛
最近は︑﹁お客さんがドリン
り付けをよりこのビールにふさ クを飲んでくれない︒だから店
わしい高級なイメージに変更し︑ の売り上げが上がらない﹂なん
その上で料理を客に勧める際に︑ て嘆いている人が多いようです
高価なグーデンラークをふんだ が︑そういう人には一度聞いて
んに使っていること︑グーデン みたいものです︒﹁一体︑あな
ラークと一緒に食べると味が引 たの店ではドリンクを売るため
き立つことを丁寧に説明するよ に︑どんな工夫をしているので
うにしました︒その結果︑料理 すか﹂とね︒
とともにグーデンラークの注文
たとえば︑ワインなんかでも
も増えました︒
銘柄によっては︑お店で出して

酒は工夫と配慮で売る時代
飲食店でアルコールの値段は
原価の３〜５倍というのは業界
の常識です︒利益率は高く︑ア
ルコールの売り上げが店の業績
に与える影響には大きなものが
あります︒しかし︑道路交通法
が改正され︑飲酒運転が厳罰化
されたことや︑人々のアルコー
ル離れなどから︑ここ数年はア
ルコールで稼ぐことがままなら
ず︑多くの飲食店で業績は低迷

︵日経レストランより転写︶

いるのと同じも
のが酒販店で何
分の一かの価格
で買えます︒イ
ンターネットで
いろいろ調べて︑
お酒の原価に詳
しい人も結構います︒
そんな時代に︑何の工夫も付
加価値もない店に対して︑﹁な
ぜ原価の何倍ものお金を払わな
きゃいけないの？﹂と︑お客が
思うのは当然のことです︒逆に
言えば︑ドリンクに原価以上の
値段を付けるなら︑それにふさ
わしい付加価値を提供しなけれ
ばいけないということです︒
何も難しいことはない︑当然
のことですが︑これができてい
ない店が多すぎます︒昨今の﹁ア
ルコール離れは︑そんな現状を
見直すいいきっかけになるので
はないですか︒

付加価値のないドリンクに
お客はお金を払ってくれない

しています︒
ある大手居酒
屋チェーンの経
営者が語ってく
れました︒﹁飲
食店はどこも︑
瓶からグラスに
移すだけで高い利益を生むドリ
ンクに頼りすぎていた﹂と︒
一方でこうした実態に素早く
対応し︑アルコールを含めドリ
ンク全体にこれまでになく手間
をかけ工夫を
施すことで︑
お客を呼び寄
せる店も増え
ています︒
たとえば︑
ベルギービー
ルを売りにす
る 麦酒本舗 ｣
｢
鹿(
児島市 は
)︑
店の名物料理

お酒頼みの商法は
もう通じません

1
1

データ＆トピックス
ど︑個性溢れる強烈なラインナ
ップでお届けします︒
その他︑滋賀・堅田や京都・市
原など︑小旅行気分も楽しめる
やや遠方の料理店や︑大阪の焼
鳥の名店﹁二和鳥﹂出身の店主
４名を紹介するページも登場︒
▽料理王国︵料理王国社︶ 月
号／発売中
特集１／ワイン新時代
・収穫期の食卓︒フランス・ラ
ンドック地方／ブルゴーニュ地
1
2

●外食業界・消費者動向

骨太に自分を耕す方法

わがまま注文すべて聞く
めろう︑皮の赤ワイン煮など︑
無国籍かつハイレベルな鶏メニ
大阪のイタリア料理チェーン
チラシは配らない︒勧誘メー ューを揃える大阪・東淀川﹁と
ルも送らない︒頼るのは口コミ りや園︵えん︶﹂を筆頭に︑店
主オリジナル品種の鶏を供する
のみ⁝⁝
大阪でイタリア料理店を展開 兵庫・苦楽園﹁鶏の五一﹂︑熟
する﹁いっしょうけんめい﹂は 成した鶏の旨みを体感できる大
人と人との繋がりを重視して成 阪・北新地﹁ＹＡＭＡＴＯ﹂な
長を続けている︒現在９店舗︑
年商４億円︒
﹁なんでもわがまま言ってく
ださい﹂︒カウンター上のボー
ドに手書きでそう書かれている︒
わがままを言えば︑焼ナスを丸
ごと乗せたパスタが出てくる︒
大規模チェーンを真似ず︑ひ
たすら顧客に密着する︒究極の
目標はすべての顧客の名前を覚
えること︑だそうだ︒
︵日経ＭＪ／９月 日︶

︿グルメ誌の特集紹介﹀

11

る︒特に大きな作品を描く場合には︑
その７／目標へ間違いなく到達する﹁力わざ﹂
あれを試し︑これも変えて︑というよ
うなことをやっていたのではいつまで
らめいたイメージを薄めることになる 経っても完成しません︒
からです︒﹁迷い﹂というのは︑この
たとえて言えば︑ちょうどロケット
ことなのです︒こうしたらよいのでは︑を月に向けて発射するようなものだと
こっちがよいのでは︑という考えが出 思います︒途中での﹁軌道修正﹂は必
るときが﹁迷い﹂なのです︒
要に応じてもちろんやらなければなら
特に若いうちは道が見えていないと ない︒けれどもそれは︑まっすぐ月へ
迷ってコロコロと変わる︒こっちを二 到達するためのもので︑途中で月へ向
割やって︑今度はそっちを一割やって かうという目標を変えるわけではない
みようか︑という具合です︒こんなこ でしょう︒風向きが変わったからとい
とをしていると︑結局何をやっている って︑途中でどこかに寄り道しよう︑
のか︑自分でもわからなくなる︒
というのではダメ︒目標が決まったら
私自身︑いろいろと試行錯誤してわ 意地でもまっしぐらに目指す︒
かったことは︑迷ったときこそあれこ
その﹁力わざ﹂があってこそ︑目標
れ方向性を変えるのではなく︑教養を へと到達できるのです︒もしもほかの
積むべきだということです︒
ことをやりたいと思ったり︑ほかに目
自分の生い立ちという﹁タテ系﹂と︑が行くようなら︑それは次回にまわせ
教養として身につけた﹁ヨコ系﹂が交 ばいい︒今の目標を見失わないことが
じり合ったとき︑ひらめきが生まれて 大切なのです︒
くる︒啓示のようなものが現われてく
︵三笠書房より︶

1
5

「ドリンクの値段にふさわしい付加価値を提供しな
ければいけない」と語る村田吉弘｢
菊乃井｣
社長

14

▽あまから手帖︵クリエテ関西
社︶ 月号／発売中
特集１／鶏一派
鶏料理と聞いて︑最初に何を思
い浮かべますか？煙に誘われる
焼鳥？ ビールに欠かせない唐
揚げ？ それも勿論ですが︑最
近の鶏事情はもっと面白いんで
す︒
街外れにありながら︑レストラ
ン顔負けのレバーパテに鶏のな
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です︒また︑一つだけのパタ それを見つけるのがリーダー 人を見るときは︑限りなくあ
ーンではなく︑何通りかの組 の仕事です︒もちろん︑欠点 る才能のどれを持ち合わせて
み合わせもあります︒であれ も知っている必要があります︒いるかをしっかりと探すこと
ば︑部下の能力も然り︒
総合点ばかりで人を見てい です︒人を見るときは十把一
冷静にものごとを受け止め ると︑﹁できる人﹂の悪いと 絡げはいけません︒
ることができる人︑推進力の ころも﹁できない人﹂のいい
部下のいいところを見つけ
ある人︑営業能力の高い人︑ ところも見えなくなってしま 出すのは大切なことです︒悪
コミュニケーションが上手い います︒
いところばかりの人間なんて
人など︑いろいろです︒
ものごとで何が大切か︑何 少ないと思います︒その人間
リーダーはそういうそれぞ が本質かを知っておくことは︑のいいところを褒める︑いい
れの得意分野を見つけ出して︑大変良いことです︒しかし︑ ところを伸ばす︑それが上司
伸ばしてやり︑適材適所で活
用することです︒

部下のいいところ見い出しそこを伸ばす
社長や幹部が完
璧に優れた人ばか
りである組織など
聞いたことがあり
ません︒多くの志
望者の中から優秀
な新卒を選抜して
も︑どんな優秀な
途中入社が集まる
会社であっても︑
同じレベルではあ
りません︒得手不
得手は誰しもある

連 載

似た物同士が相乗効果
温旨調味料で相性補正

の仕事です︒
強い営業組織を作ろうとす
るのであれば︑
リーダーは 悪
｢
い報告をした部下を誉める﹂
くらい︑徹底して部下が相談
をしやすい環境をつくること
です︒結果として部下が自主
的な行動のできる空気ができ
てきます︒そういった環境は
個々人が作れるものではあり
ません︒リーダーが整えてあ
げるものです︒リーダーの一
番の仕事だと思います︒
︵Ｓ・Ｊ︶

リーズナブルな価格設定なが
ら︑
国際的評価の高いパリンガ︒
こちらはオーストラリアで成功
しているシラーズ︒甘く熟した
香りが広がり︑ヴォリューム感
と飲みごたえがあります︒しっ
かりした濃い味わいが好きな方
にとくにおすすめです︒

!!

ワイィンでルネッサ〜ンス！

ことです︒１００
総合点の典型的なものは︑
コクのあるワインを好相性だよ
人いれば︑あえて ﹁彼はできる﹂﹁あいつはで
ね︒
総合点をつけると︑１番から きない人間だ﹂という十把一
ネロくん それからモッツァ
１００番までの順番に並べる 絡げの判断です︒しつこいよ
レラは白くモチモチしたフレッ
ことができるかもしれません︒うですが︑冷静さにおいての
飲むなら︑合わせる料理はやは シュチーズ︒イタリア南部発祥
しかし︑あくまでも総合点で １番から１００番と︑推進力
りイタリア料理︒ワインの恋人 で︑水牛の乳から造られるんだ︒
あって︑個別の能力でいうと においての１番から１００番
となるチーズもイタリアの物が 軽い味わいの赤ワインやヴェー
何通りもの順番になります︒ は︑同じはずがありません︒
ズーヴィオ種の白ワイン︑スパ
いいよね︒
リーダーシップもさまざま 人にはいいところが必ずあり︑
ネロくん イタリアのチーズ ークリングワインと良く合うん
の造り方は大きく分けて︑熟成 だよ︒
されていないフレッシュタイプ︑ ピノくん あと熟成させて旨
カビを付けて熟成させるタイプ︑味を凝縮させたハードタイプの
ペットボトルのキャップ ーでキャップを集める↓②
山羊の乳で造るシェーブルタイ パルミジャーノ・レッジャーノ︒
︵エコキャップ︶が︑皆さ リサイクルメーカー↓③Ｎ
プ︑水分を抜いて熟成させたセ イタリアチーズの王様なんだ︒
ま方のご協力により︑９月 ＰＯ法人エコキャップ推進
ミハードやハードタイプなどが 砕いた物をおつまみにしたり︑
現在で 万個︵１２７人分 協会↓④世界の子供たちへ
粉末にして料理に使ったりと重
ネロくん イタリア編も今回 あるんだ︒
のワクチン・ＣＯでは９１ ワクチン寄贈︒
今後もエコキャップの輪
で最終回だ︒
ピノくん その中でも世界三 宝ものなんだ︒コクのある赤ワ
１ ︶を突破しました︒﹁コ
ピノくん イタリアワインを 大ブルーチーズといわれるのが インと良く合うんだよ︒
ヤマ新聞﹂の読者の方々に を読者の皆さま方と一緒に
拡げていきたいと思います
シュペちゃん へえ〜︑イタ
ゴルゴンゾーラ︒優しい刺激の
厚くお礼申し上げます︒
青カビチーズで︑甘口ワインや リアにはいろいろなチーズがあ
ワクチンを寄贈するまで ので︑よろしくお願いいた
イ
タ
リ
ア
編
⑨
終
( )
る
ん
だね︒
ネ
ッ
ビ
オ
ー
ロ
で
造
ら
れ
た
適
度
な
の流れは①コヤマカンパニ します︒
ネロくん おいしいイタリア
料理とチーズともに︑﹁アモー
レ︑
カンターレ︑
マンジャーレ﹂
﹁タコときゅうりの酢の物﹂ しい日本酒を楽しむため︑ぜ
︵愛し︑歌い︑食べる︶︒今夜
などがよいのです︒
ひ覚えてもらいたいのが﹁保
も陽気にワインを！ではＧｒａ
●調味料で相性向上 燗酒を 存法﹂︒一番のポイントは︑
六 三 料理との相性法則
ｚｉｅ！Ｃｉａｏ☆
飲むのに料理は冷旨系︱︱そ ﹁光﹂です︒ある実験で︑お
んなときは︑調味料を工夫し 酒を無色のガラス瓶に入れ直
今月の新着ワイン
日本酒の魅力の一つが︑料 がらし﹂も刺激味の強い﹁温 ましょう︒たとえば鶏肉は﹁冷 射日光が当たる場所に置いた
理との相性の良さ︒どんなタ 旨系調味料﹂︒つまり﹁おで 旨系﹂寄りの﹁中間系﹂に分 ところ︑数時間経つとお酒に
ＣＨ ボール・ガール・テュカ
イプと合わせてもおいしく楽 ん＋和ねりがらし﹂の組み合 類されますが︑タレをつけて 色がつきました︒酒中に含ま
ス ブラン︵ＡＣグラーヴ︶
しめますが︑組み合わせによ わせは︑理論では﹁温旨系料 赤とうがらしをかけると﹁温 れるアミノ酸やビタミンなど
２７００↓１９８０
が紫外線によって化学変化し︑ ７５０
ってさらに料理が引き立ち︑ 理﹂になります︒次にお酒で 旨系﹂になり︑ぬる燗の生
円︵税別︶
お酒の味わいも深まります︒ は︑純米酒は主要成分に温旨 ・山廃純米や︑長期熟成酒の 色や香り︑味も変化します︒
飲みたいお酒にぴったりの料 系有機酸のコハク酸︑乳酸︑ 吟醸タイプなどに合うように 直射日光だけでなく︑室内の
理を導き出す﹁法則﹂︑ご存 アミノ酸︑脂質︑苦味成分な なります︒これは︑﹁温旨系 殺菌灯や蛍光灯などからも紫
どを多く含む﹁温旨系﹂︒似 調味料﹂を加えることで料理 外線は出ますから︑購入した
知ですか︒
たもの同士は相性が良いこと が﹁温旨系﹂に近づくため︒ 日本酒は化粧箱に入れたまま
●冷旨系・中間系・温旨系
グラーヴの白に求めるすべて
にしておくのが良いでしょう︒ のエッセンスがここに みずみ
ワイン総合研究所の藤原正雄
化粧箱がなければ古新聞でき
氏︑渡邊正澄氏が確立した﹁清
ずしくリッチな果実味と︑生き
っちりくるむだけでも大丈夫
酒と料理のぴたぴた理論﹂に
生きとした酸とのバランスは︑
です︒
よると︑味わいは﹁冷旨系︵さ
セミヨンとソーヴィニヨンブラ
っぱり系︶﹂﹁中間系﹂﹁温
次に気をつけたいのが保存
ンの絶妙のアッサンブラージュ
旨系︵こってり系︶﹂の三つ
温度︒温度が高いと瓶内で対
の成せる業︒幾多の試飲を重ね
流がおきやすく︑アミノ酸が
てようやく出会ったおすすめの
変化して吟醸香が減少するお
ボルドーです︒
それがあります︒但し︑今年
のような猛暑の時期は冷蔵保
パリンガ シラーズ︵オースト
存が必要かもしれませんが︑
ラリア︶
通常は家や店でも比較的涼し
７５０
１５７０円︵税別︶
く︑温度変化の少ないところ
であれば特に問題はありませ
ん︒
日本酒はそれだけでも十分
おいしいものですが︑料理が
あればもっと楽しめること間
違いなし︒もっと楽しむコツ
を身につけてください︒
︵資料提供／日本酒造組合︶

従業員教育の一つのヒント(21)

k
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に分けることができ︑お酒と から︑純米酒とおでんの相性 ほかにもネギトロ巻はそのま
料理は﹁よく似た味わいのも
は
最高です︒
まで﹁中間系﹂ですが︑醤油
の同士が素直な相性を示す﹂
﹁温旨系﹂は温めることで をかけると﹁温旨系﹂になり
ことが分かっています︒
おいしくなりますから︑純米 ますし︑サバの塩焼きも﹁中
これは︑﹁似たものは似た 酒をぬる燗から人肌燗ほどに 間系﹂から︑醤油を足すとぬ
ものをよく溶かす﹂という化
る
燗に合うようになります︒
温
め
る
と
︑
よ
り
ぴ
っ
た
り
く
る
学の基本原則から︑食物の成 のです︒
野菜類はそのままで﹁冷旨
分同士もなじみやすいものは
大吟醸酒は主要成分にリン 系﹂ですが︑すき焼きなどの
口中でよく溶け合うから︑組 ゴ酸など﹁冷旨系﹂の酸が他 甘辛い味付けで燗酒にも合う
み合わせて楽しむことで︑一 のタイプの酒より多く含まれ︑ようになります︒
段上のおいしさが生まれます︒逆にコハク酸や乳酸など﹁温
料理と燗酒の相性を良くす
●純米・ぬる燗には温旨 た 旨系﹂の酸が少なくなってい る﹁温旨系調味料﹂は他に︑
とえば﹁おでん﹂は醤油・み ます︒精白度が高いため脂質 醤油︑味噌︑わさび︑マスタ
りんの煮汁で作りますが︑こ ・灰分・ポリフェノールなど ード︑粉山椒︑醤油ニンニク
れはコクのある﹁温旨系料理﹂ のコクのある成分が少なく︑ などがあります︒
です︒また︑薬味の﹁和ねり ﹁冷旨系﹂で︑さっぱりした ●保存は﹁光﹂に注意 おい
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ml
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コ ヤマ 新聞
No.
年11
月
70/平成 22

20

