データ＆トピックス
惣菜からパニノテカ︑ビアディ
ーニにプルスケッテリアまで！
・イタリア酒場／通りたくなる
笑顔があふれる
・イタリア保存食材レシピ／ワ
インと相性ばっちり！アレンジ
レシピつき！
特集２／思い出のパスタレシピ
／イタリア・マンの味
・日曜日の家庭の味︑マンマの
味を再現
・北らしい素朴な味わいに癒さ
れる
・修行先のシェフの教わった暖
かな味わい

・自分の原点に還れるパスタ
・南ならではの素材使いを披露
特集３／イタリアチーズの楽し
み方／そのままでも︑料理に使
える
・イタリアチーズに学ぶ
・イタリアチーズ図鑑
・チーズとワインの親密なる関
係
▽料理王国︵料理王国社︶６月
号
特集１／店をつくる︑チームで
つくる︒独立＆開業２０１１
・独立＆開業 成功へ導く８つ
の方法論／Ｈ・Ｙ・イグレック

がちな人は︑たとえ自分が加害者であっ
②残酷な人になるな
たとしても︑それを自覚することができ
悲観的な人は残酷である︵﹃渋沢栄 ません︒
一訓言集﹄一言集︶
﹁また私が嫌な目に遭うのだ﹂としか
思えず︑﹁私も悪かったかも⁝⁝﹂とい
現代の言葉で言うと⁝⁝
う共感性が欠けています︒
物事を悲観的に見る人は︑実は他人に

︵第一章︶心にも富を貯えるための教え

／トラットリア︑バール︑バー
カロ⁝
・こんなに楽しい！イタリア食
堂／食べて︑笑って︑しゃべっ
て︑飲んで⁝
・郷土の味が堪能できる店／北
から南まで︑本場仕込みの料理
が続々登場！
・イタリア食堂 注目のお店／
まだまだあります！
・イタリア食堂の新しいカタ／

●外食業界・消費者動向
アサヒ・キリン対決
あおる仕掛けを随所に
﹁ＪＲ博多シティ﹂の９〜
階の飲食店街﹁くうてん﹂でひ
ときわ賑わっているのが﹁Ａ＆
Ｋビア＆フードステーション﹂
︵ＪＲ九州フードサービス︶︒
ここでは激しいシェア争いを
繰り広げるアサヒビールとキリ
ンビールを飲み比べの対決モー
ドを楽しめる珍しさが受けてい
る︒
前日の実績に加え︑当日も午
後５時以降１時間ごとにスコア
ボードに表示していく︒
注目できる銘柄は﹁スーパー
ドライ﹂や﹁一番搾り﹂に限ら
ず︑﹁ギネス﹂や﹁バスペール
エール﹂などバラエティに富ん
でいる︒
開業以来人気なのは︑アサヒ
のスーパードライとキリンのハ
イネケンで提供している﹁氷点
下ビール﹂だ︵売り上げの２割︶
夏本番に向け︑アサヒビール
とキリンビール両社の決着をＡ
＆Ｋで飲み干す顧客も増えそう
だ︒

26.0 72.0

2.0

辛 味

24.3 60.7 15.0

酸 味

16.0 69.7 14.3

甘 味

13.0 72.3 14.7

苦 味

9.3 72.3 18.4

塩 味

8.3 58.3 33.4

油 味

3.7 50.3 46.0

︵日経ＭＪ／４月 日︶

旨 味

︿グルメ誌の特集紹介﹀

対して残酷になれる人である︒
一方︑楽観的な人は︑心に余裕を持っ
た人だ︑と言えるでしょう︒
前に進めるのは楽観的な人のみ
﹁なんとかなる︑なんとかしょう﹂と
悲観的になるということは︑自己中心 前向きに考えれば︑おのずとまわりも見
的になる︑ということと同義です︒
えてきて︑他人の立場や気持ちにも気づ
なぜなら︑﹁もうダメだ﹂と絶望する きつつ︑進歩できるのです︒
と︑人は︑相手の気持ちを考える余裕な
ど︑どこかへ吹っ飛んでしまうからです︒ このように︑心に余裕を持てる人だけ
たとえば仕事で大きな失敗をしたとき︒が︑人に優しくなれるのです︒
自分が常に被害者である︑と思い込み
︵日経ビジネス人文庫より︶

人気を集めました︒それが一巡
した今︑新たに酸味が消費者の
支持を集めつつある︑という見
立てです︒
もう一つ酸味が人気を集める
理由に︑昨年ごろから酸味特有
のツンとくるニオイや味をマイ
ルドにした酢やぽん酢が相次ぎ
商品化されていることがありま
す︒これが酸味が苦手だった人
に︑酸味をおいしく感じる機会

より弱い味を好むよう
になった

(%)

2
5

▽食楽︵徳間書店︶５月号
特集１／気分はイタリア食堂

消費者味覚調査結果から

渋沢栄一 訓言集

東日本大震災から２ヵ月半が過ぎ︑飲食店には顧客が戻りつつ
あります︒夏に向けて︑この勢いを加速するには︑店舗に新たな
魅力を加える努力が必要です︒商品価格の見直しや清潔感を保つ
クレンリネスの徹底や女性が集まってアルコールを楽しむ﹁女酒
会︵じょしゅかい︶﹂などの販促策など︑店の魅力を高める方法
はたくさんあります︒だが︑飲食の魅力の根源は料理でしょう︒
今回はメニューを見直すヒントの一つとして﹁日経レストラン﹂
が実施した消費者味覚調査の結果を紹介します︒

変わらない

(%)

を増やした可能性があります︒
ミツカングループ本社では﹁
一般的なお酢の販売量は横ばい
だが︑
２００９年に販売した﹃や
さしいお酢﹄はヒットを続けて
いる︒ツンとしたニオイを控え
めにしたことが好評の要因だろ
う﹂とみています︒ミツカンに
よれば︑昨春発売の酸味を弱め

より強い味を好むよう
になった

(%)

グループ 山口浩
・最新 独立＆開業事例研究／
﹁スゥリル﹂湯澤貴博／﹁タラ
ンテッラ・ダ・ルイジ﹂寺床雄
一／﹁イル ルォーゴ ディ
タケウチ﹂竹内啓二／
﹁おが和﹂
小川洋輔／﹁ラ・ノブティック﹂
日高宣博／﹁ふくらすずめ﹂徳
永武士︑徳永方美／﹁さじゃ﹂
池上ひさか
・震災後︑それでもボクが独立
を決めた理由／﹁シャントル﹂
中田雄介
・地方から発信する新しいレス
トランの形／﹁ル・ペリカン・
ルージュ﹂上村真巳／﹁ドチリ
タ カサリンガ﹂岸純／﹁シエ
ロ﹂坂東友也
・﹁中古﹂
暖房機器探偵団／﹁ラ
ブレー﹂山田恵
・夫婦で店を営むということ
・独立＆開業︑その後の歩み／
﹁ロンラント ミノル ナキジ
ン﹂今帰仁実／﹁ミッレフォー
リエ﹂原郁人
・どうすればいいの？レストラ
ンのロゴとショップカード
▽あまから手帖︵クリエテ関西
社︶６月号
特集１／三都の串もの
焼きモノに揚げモノ⁝︒あの街
のあの味︒郷愁を誘う︑串の魅
力に迫ります︒
特集２／スペイン料理︑深まる
モダン・スパニッシュの最新情
報から現地色豊かなバルまで︒
多彩なスペインをご紹介！

た﹁味ぽんＭＩＬＤ﹂がけん引
役になり︑ぽん酢市場が拡大し
ているといいます︒
さらに酸味人気の背景に︑食
文化の成熟をあげるのは︑味香
り戦略研究所ソリューションサ
ービス部の菅慎太郎部長です︒
﹁辛味は舌を傷付けるような強
い刺激を与える味でクセになり
やすい︒酸味も刺激を伴うが︑
食物の腐敗を彷彿とさせること
があり︑男性や子
供には比較的嫌わ
れやすい︒食の経
験が豊富でないと
楽しめない﹂︒
一方︑以前より人気が落ちた
のは﹁油味﹂︵ ％︶と
﹁塩味﹂
︵ ・４％︶でした︒昨年も同
様の結果が出ており︑食に関す
る健康志向の高まりが︑味の好
みに強く影響していると考えら
れます︒性別や世代を問わず︑
よりヘルシーな味を求める傾向
は今後も続くことでしょう︒
顧客のニーズをいち早く取り
入れ︑満足度を高めることは︑
市場環境が変わっても商いの原
点であることに変わりはありま
せん︒飲食業界にかつてない逆
風が吹いているからこそ︑商売
の基本に立ち返ることが必要な
のではないでしょうか︒
︵日経ＭＪ﹁日経レストラン
寄稿﹂より抜粋︶
46

旨味を生かす﹁酸味﹂が躍進

メニュー開
発のコンサル
ティングを手
がける﹁キッ
チンエヌ﹂の
中村新社長は
﹁今は世界的
に旨味を楽し
みたいという
ニーズが高ま
っている︒旨

【表】｢消費者の味覚調査｣
◎この一年で味の好みに変化はあったか

26

1
6

33

10
調査対象は東京
や大阪など全国の 好むようになった味は？
主要都市に住み︑
月２回以上外食し
ている男女３００
人︒まず﹁この１年で︑以前よ 味は︑辛味や酸味といったほか
り好むようになった味﹂につい の味と組み合わせることでメリ
て聞いてみました︒
ハリが付き︑一層味が際立つ︒
１位は﹁旨味﹂で ％︑２位 そのため酸味を好む人が増えた
が﹁辛味﹂で ・３％︒この二 のではないだろうか﹂と分析し
つは昨年の調査でも１位と２位 ます︒
を占めた﹁味覚の２トップ﹂で
旨味を引き立たせる﹁バイプ
す︒その中で注目すべきは３位 レーヤー﹂としては昨年︑﹁食べ
につけた﹁酸味﹂︵ ％︶です︒るラー油﹂に代表される辛味が
昨年に比べて変化率が最大です︒
24
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福島の酒 全国が応援
風評被害一転 人気Ｖ字回復
﹁首都圏だけでなく︑これまで
取引がなかった地方も含め全国
から注文が相次いでいる﹂と話
します︒
栄川酒造︵磐梯町︶も３月は
福島県産の日本酒の人気が急 を上回る勢い﹂と話しています︒前年比３割減だったが︑４月は
回復しています︒東京電力福島
大七酒造︵二本松市︶の倉庫 一転して好調︒同社は﹁東北の
第一原子力発電所の事故による には一升瓶６本入りのケースが 酒を応援しようと︑ここ１週間
風評被害や物流中断の影響で︑ 山積み︒大型トラックで連日︑ ぐらいで注文が急増した﹂と言
います︒
３月は売り上げが落ち込んだが︑全国に出荷しています︒
４月になって首都圏を中心に全
担当者は﹁震災前より多いく
独自の義援金シールを貼り︑
国から注文が増加しました︒﹁福 らいだ﹂と出荷に追われていま 売り上げの一部を大震災の被災
島の酒を飲んで応援したい﹂と す︒３月の売上高は前年同月比 者に贈ることも決めました︒担
いう顧客が多いためで︑各酒造 で２割減でしたが︑４月は上回 当者は﹁注目されるのはありが
会社は﹁４月の売り上げは昨年 る見込みです︒太田英晴社長は たいこと︒一過性のブームに終

わらせないようにしたい﹂と意 荷が少なかった西日本でもキャ
気込みます︒
ンペーンが盛んになっている﹂
福島県内の酒造業界には４月 と説明します︒
上旬まで︑原発事故による風評
原発事故は収束せず︑多くの
被害の危機感が広がっていまし 県民が避難したままで︑県内消
た︒福島県酒造協同組合は︑浜 費は冷え込んでいます︒末広酒
通り︑中通り︑会津の３つの地 造︵会津若松市︶は﹁県内の売
域から日本酒を１本ずつ選んで り上げ減を︑首都圏などの注文
検査し︑放射性物質がまったく で補っている状況﹂と話します︒
検出されなかったことを公表す
福島県酒造組合は﹁出荷先が
るほどでした︒
県内中心の酒造会社も多い︒本
人気のＶ字回復について︑酒 格的な回復のためには︑足元の
卸大手の日本酒類販売︵東京︶
は 復興が不可欠だ﹂と地元にも期
﹁被災した東北３県の地酒に︑
全 待しています︒
国が注目している︒これまで出
︵﹁河北新報﹂より︶

失敗にめげることなく前向きに考えること

六十八
価格差のわけ

大変に高価なお米代を支払う
こととなります︒
その上さらに︑大吟醸酒造

とができます︒また︑大吟醸
酒の原料米と純米酒の原料米
とでは︑そもそもの価格も異
なりますので︑そのお米の価
格差もお酒の価格には反映さ
れます︒
日本酒もワインと同様に︑

kg

高いから良い︑安いから悪い
とは限らず︑価格だけを見て
お酒の良し悪しを単純にはく
くれないところもあります︒
それぞれの酒蔵が企業努力の
一環として価格を抑えた純米
酒を良心的に提供してくれる
こともありますし︑その反対
に醸造アルコールを大量に添
加して増量した商品を低価格
帯の中に多く見かけることも
残念ながら事実です︒
良心的なお酒を造り続ける
酒蔵を﹁飲み支える﹂﹁買い
支える﹂ためにも︑コストを
かけて造られた良いものに対
してはそれに見合った対価を
お支払いするという姿勢が飲
み手にも求められると思いま
す︒お酒の価値を正しく評価
できる舌を磨きましょう︒

8
0

ワイィンでルネッサ〜ンス！

用する時には︑１００ に減
ってしまっています︒
それに対して︑精米歩合
％の純米酒の場合︑２００
のお米を精米したあとには︑
１４０ のお米が残り︑大吟
醸酒に比べると醸造量も多く
なり︑その分価格を落とすこ
kg

kg70

ml

ピノノアール１００％の華やか
な色合いが特徴のカヴァ︒赤い
果実やパッションフルーツのフ
ルーティな味わいの中に︑キャ
ラメルのような優しい甘みと苦
みが広がります︒
×
×
×
ご注文はフリーダイヤル０１
２０・２１・０８５２︑株式会
社コヤマカンパニーまでお電話
でどうぞ︒

m
l

連 載

酒代は材料費と労力費
良心的な蔵を支えよう
りの際には︑高精白のお米を
使用することが条件のひとつ
ですから︑精米歩合 ％のお
酒であれば︑原料米を半分削
ってから使用することになり
ます︒２００ のお米を用意
したとしても︑原料米して使
50

体にカベルネ・ソーヴィニヨン
やシラーなども一緒に混ぜて発
酵させているものもあるんだ︒
ネロくん その特徴として言
ネデスと 年後半から急激に品 われるのが︑重厚・凝縮した果
質が向上したプリオラートとが 実味︑アルコール度のボリュー
ム︑さらに熟成に耐えるしっか
有名なんだ︒
シュペちゃん カヴァってど りとしたボディー等々︒価格も
それなりにするのが多いけどね︒
んなワインなの？
シュペちゃん 私はジメジメ
ネロくん カヴァはフランス
のシャンパーニュと同じ歴史あ した日にはキリッと冷やかした
る方法で造られている爽やかな カバが飲みたい！
ピノくん では今日はこのへ
ガスと香り︑しっかりとした酸
味も楽しめるスパークリングワ んで☆ｃｈａｏ ｃｈａｏ！
インなんだ︒味わいもキリッと
今月の新着ワイン
した極辛口から甘口まで７段階
に分かれているから気分に合わ
せて選んでね︒
モンフェラン カヴァ ブリュ
シュペちゃん ヘェ〜︑そう ット レゼルバ
なんだ︒
７５０ 上代３０００円↓
ネロくん 続いてリオハやリ １７５０円︵税別︶
ベラ・デル・デュエロに肩を並
べる高品質な赤ワインを造るプ
リオラート！
ピノくん プリオラートの赤 スペイン最古の歴史を誇るカヴ
ワインは昔からの土着品種︵ガ ァメーカー﹁モン フェラン﹂︒
ルナッチャやカリニェナ︶を主 １４０年の伝統を受け継ぎ︑今
も最高級カヴァを造り続けてい
ます︒白のブリュット・レゼル
バは︑ピーチや洋なしのフルー
ティなアロマの中にレモンを思
わせるわずかな苦みがアクセン
トになっています︒
モンフェラン カヴァ ピノノ
アール ロゼ︵辛口︶
７５０ 上代３０００円↓
１７５０円︵税別︶

失敗を糧にして 多く人が信頼する上司は︑物
部下にも前向きにあれと常 は反省をしても後悔はしない︒の同じ失敗の繰り返しは︑猛
次につなげること 事を前向きに考えています︒ に言ってやり︑自分もそうで 後悔をすることで︑前向きに 省を促す必要がありますね︒
ができる人と︑失 ただし︑上司も人間であり︑ ある上司は魅力的です︒
物事を考えられないからです︒
敗がトラウマにな それなりに悩みや失敗経験は
失敗は誰でもします︒失敗 ただし︑失敗でも同じことで
︵Ｓ・Ｊ︶
って前に進めない あるものです︒それを乗り越
人の違いは︑お分 えてきているから信頼感があ
かりのとおりです︒るのです︒上司の立場とする
何をやってもう と︑部下に前向きに進めとい
まくいく︑全戦全 う以上︑自分も前向きでない
勝はあり得ません︒と部下はついてきません︒ま
それは短期間は可 た︑部下の悩みを聞いてやり︑
能であったとして 失敗の原因の分析に力を貸せ
も︑いつかは難問 る前向きな姿勢があればこそ︑
にぶち当たります︒部下がついてきます︒
ここで言いたいの
失敗が組織に与えた影響も
は︑一度や二度の小さな失敗 語ってやることができる上司
ではくじけなくても︑大きな でありたい︒そもそも部下が
失敗をしたとか︑連敗が長く 会社のルール違反でもしない
続いた場合でも︑めげずに前 限り︑前向きで物事に向かっ
向きに考えることができるか た結果は︑組織全体の将来を
左右するような失敗とはなっ
どうかということです︒
たしかに誰でもこういう場 ていないのです︒
合は︑前に進み辛いものです︒ 幕末︑海外列強が日本に開
ネロくん 今回はスペインの
その気持ちも分かります︒そ 国を求めていた頃︑江戸に遊
地中海側のワインだよ︒
ういうときこそ組織の力を活 学中の長岡藩の小林虎三郎は︑
ピノくん スペイン地図でい
用することです︒自分が信頼 自分の意見を藩に具申しまし
えば︑向かって右上のあたりだ
する上司や先輩・同輩としっ た︒チョッと前向きなことを
よね︒
かりと話し合うことです︒
述べただけで︑国元での蟄居
ネロくん ここの地域では︑
個人の中に︑失敗経験を閉 ︵ちっきょ︶を申し付けられ
﹁カヴァ﹂と呼ばれるスパーク
じ込めておくのはよくありま ました︒今の世の中︑会社で
リングワインの生産で有名なペ
せん︒多くの場合︑話し合う どんな突出した前向きなこと
ことで元気が出ます︒自分が を言っても︑そんなことには
スペイン編⑤
信頼する上司と言いましたが︑なりません︒

従業員教育の一つのヒント(28)

日本酒の瓶の中には︑原料
であるお米と︑造る人の労力
が入っています︒つまり︑お
酒代とは︑お米の材料費と蔵
の人件費とをお支払いするも
のであるといえます︒
ですので︑単純に考えます
と︑高いお酒とは︑価格も品
質も共に高い米を使って︑人
の手でていねいに時間をかけ
て醸された高コストのお酒で
あるといえるでしょう︒
たとえば︑蔵を代表する大
吟醸クラスのお酒であれば︑
まずは︑材料から最高品質の
ものを入手する必要があり︑
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