データ＆トピックス
・おいしい角ハイボールをつく カウンター主体で店の人とのキ
ャッチボールができて︑めし処
ろう！
・﹁郷土ごはん﹂を披露してく としてもバーとしても使える一
店完結型︒
れたシェフ
▽ミーツ リージョナル／ 月 そんな﹁食べ頃﹂の酒場を︑２
年以内にオープンした店に限っ
号
て京都︑大阪︑神戸から１００
特集 新めし酒場
ミーツが考えるいまどき行きた 軒ピックアップします︒
い酒場の条件とは？
スパニッシュ︑イタリアン︑ビ
それは︑名のあるレストラン出 ストロなどのほか︑伝道師・太
身者や現地修業系シェフがいて︑田和彦さんが行く︑関西﹁新﹂

︵第三章︶規律を学ぶための教え

・ひと目で分かる日本ウイスキ
ー
・料理とウイスキーを堪能でき
る店
・家飲みウイスキー指南
特集３ 角ハイボール×﹁郷土
ごはん﹂帖

●外食業界・消費者動向

居酒屋︑開店繰り上げ
﹁アフター４﹂盛り上がり欠く
サマータイム導入で退社時間
が早まった会社員らを取り込も
うと︑居酒屋各社が開店時間を
繰り上げたが︑
▽客の入り具合は１割程度
▽常連の来店時間変わらず
という結果に終わった︒だが︑
営業時間は前倒しを定着させよ
うとの動きだ︒
︵日経ＭＪ ８月５日︶

「
常連として通う店がある」
が約82%
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︿グルメ誌の特集紹介﹀

は年間１４００万円以上になり
ます︒同店の客数は 席で︑年
商は約１億２０００万円︒ゴー
ルド会員の支払額の割合は年商
の約 ％分に相当します︒ゴー
ルド会員のなかには︑支払額が
万円を超える客もいるため︑
売上額に占める割合はもっと高
くなります︒
﹁自分だけのために特別なこ
とをしてくれた﹂と客に思わせ
るのが︑えこひいきの極意の一
つでもあります︒典型的な例が
﹁裏メニュー﹂︒つまりメニュ
ーに出ていない特別料理です︒
これをこっそりと出すだけで︑
常連客は満足を得ます︒愛知県
のＪＲ豊橋駅の近くに店を構え
る﹁炭焼きダイニング 恵比寿
豊橋広小路本店﹂は︑常連客
づくりに無料の
裏メニューを活
用します︒
同店が提供す
るのは︑通称を
﹁社長の知らな
い一品﹂と呼ぶ
メニュー︒﹁漬
け盛﹂﹁豚バラレ
バテキソース﹂
などの６品目が
10

居酒屋紀行も必読です︒
▽ＳＵＶＶＹ／ 月号
特集 おいしい！大阪
心斎橋︑北新地︑本町などなど
⁝大阪全エリアの今食べたいお
いしい店を大特集︒毎日通いた
い安うま名店がいっぱいの注目
エリア︑ウラなんばに︑くいし
んぼう料理人がこっそり教えて
くれた﹁本当にうまいもんが食
べたい﹂と思うときに行くとっ
ておきのお店︑人気エリアの最
新アドレスなどなど︑旬のおい
しい情報が満載︒この１冊があ
れば︑晩ごはんにはもう迷いま
せん︒くいしんぼうには必須の
永久保存版︒
▽料理通信／ 月号
特集１ 店づくりの﹁ネタ本﹂
・アイデア勝負！﹁店づくり﹂
と﹁レシピ﹂のヒントが満載
です
・店づくりキーワード﹁ご近所
コミュニティ﹂
・フードトラック︵屋台︶ビジ
ネスとファーマズマーケット
のプレゼン力
▽ｄａｎｃｈｕ／ 月号
特集１ 世界一うまい街 東京
特集２ 世界で通用する 日本
のワイン
▽食楽／ 月号
特集 日本ワイン
この秋︑最も注目を集めるワイ
ンはコレです
‥

‥

1
1

10

1
0

あります︒それぞれの料理には︑
基本的に通常メニューと同じ食
材を使用︒盛り付けや味付けで
通常メニューとの違いを出し︑
原価を１００円程度に抑えてい
ます︒勘定を１００円引きする
より︑原価１００円の料理をサ
ービスしたほうが客は喜んでく
れて︑次の来店につながるとい
う考えです︒同店はオープンか
ら３ヵ月ほどですが︑すでに顔
なじみなった客が 人ほどいま
す︒裏メニューが常連客候補の
開拓に役立っています︒
通常︑新規顧客の開拓には︑
チラシや割引クーポンの配布な
どで多大なコストをかけます︒
しかし︑コストの割には客単価
は期待するほど伸びません︒一
方で常連客は︑ちょっとえこひ
いきするだけで︑頻繁に来店し
てくれる可能性が高く︑売り上
げの安定に貢献してくれます︒
客が減って︑売り上げの低下
に悩んでいる飲食店こそ︑えこ
ひいきの極意を習得して︑この
厳しい時期を乗り越えてほしい
ものです︒
独身時代に常連だったお店で
は︑頼みもしないのに余った食
材で料理を提供してくれたり︑
裏メニューを安く提供してくれ
たりした︒静岡に転居した今で
も︑わざわざ名古屋まで足を運
んで食事に行く︵ 歳︑男性︶
︵日経ＭＪ﹁日経レストラン
寄稿﹂より︶

1
1
6
0

3
9

31.
0%
37.
4%

‥ ‥

1
0

に知られたりするのは︑﹁奥ゆかしくな
②武士道の﹁美﹂は
い﹂とされます︒
正しい行いにある
だから︑寄付などするにも︑表立って
するのは恥ずかしい︑無記名でするのが
東洋︑特に日本では︑陰徳︵いんと 美徳である︱︱と言われますよね︒
く︶をもって行いの上なるものとし︑ 欧米に比べて日本では︑寄付文化が根
自分の責任はもちろん︑他人の責任 付いていません︒これも︑﹁武士道の伝
までも︑これを負うをもって︑武士 統がある日本では︑陰でよいことをする
︿陰徳﹀が尊ばれるから﹂と言われるこ
道の粋としている︒
︵﹁渋沢栄一訓言葉﹂慈善と救済︶ とがありますが︑実は武士道や陰徳を口
実に︑正しいことを何もしない怠慢の言
い訳をしているとしか思えません︒
現代の言葉で言うと⁝⁝
正しいと信じたことは︑何があっても
東洋的︑特に日本的道徳では︑よい
ことをするときは︑人知れず為すこと 勇気を持って行う︒そこに﹁武士道の本
こそ素晴らしいとされ︑他人の失敗の 当の美しさ﹂があるはずです︒
陰ながらであろうが︑表立ってであろ
責任までも自分が被ることが︑武士道
うが︑よい行いは︑なされるほうがいい
の真髄であるとされている︒
に決まっています︒もう︿陰徳﹀を言い
陰徳を怠慢の言い訳にしてはならない
訳にするのはやめて︑﹁正しい行い﹂に
日本古来の考え方によれば︑自分が 時間とエネルギーを使いましょう︒
︵日経ビジネス人文庫より︶
した﹁よいこと﹂を口に出したり︑人

1
0

常連客﹁えこひいき﹂の極意
割引券より裏メニュー

1〜2店ある

3〜4店ある

です︒横浜に本店を構える﹁焼
肉 おくう﹂は︑この無料サー
ビスとポイントカードを組み合
わせて︑効果を上げています︒
お客は支払額１００円につき
１ポイントを得ます︒１年間に
１０００ポイントためた客にゴ
ールド会員としてＶＩＰカード
を発行します︒ゴールド会員に
は︑誕生日の月に２人で１万円
の食事を無料で提供するほか︑
ファーストドリンク︵ソフトド
リンクに限り︶を無料で提供し
たり︑優先予約への対応などの
特典を与えます︑
ゴールド会員の条件である１
年間１０００ポイントは︑金額
にすると 万円の支払いに担当
します︒現在︑ゴールド会員は
１４０人︒彼らの支払額の合計

18.
3%

13.3%
ない

5店以上ある

‥

‥

﹁すべての客に公平なサービ
スを提供する﹂︒これは飲食店
経営の大前提です︒たしかに性
別や年齢でサービスのレベルを
変えたとしたら︑客からクレー
ムが出ても当然です︒だからと
言って︑すべて平等の前提を型
通りに守っているだけでは︑頻
繁に足を運んでくれる常連客が
離れる恐れもあります︒
そこで大切になるのが︑常連
客への﹁えこひいき﹂です︒長
引く不況や東日本大震災の影響
などで︑飲食店の客離れは進ん
でいます︒こうした状況では︑
なおさら常連客のありがたみは
増すばかりです︒店の経営を支
えてくれる常連客を一般客より
も手厚くもてなします︒それに
よって常連客とこれまで以上に
深い絆を結びま
す︒そうしたえ
こひいきに積極
的に取り組む企
業を紹介しまし
ょう︒
最も簡単に実
践できるえこひ
いきは︑料理や
ドリンクの無料
提供や割り引き

98

▽食楽／ 月号
特集１ なごみの和食
一足早く﹁秋﹂を満喫
・秋の美味を味わう︑なごみの
和食
・コースが優秀な店
・野菜が主役の店
・魚介を堪能できる店
・アラカルトが充実
・和と洋の融合を味わう
・﹁なごみの名店﹂秋のメニュ
ーを公開
・一汁三菜︑和ごはんレシピ
特集２ 料理と楽しむ日本ウイ
スキー
・﹁料理と日本ウイスキー﹂の
ステキな関係
・日本ウイスキーが料理と合う
理由

コヤマ新聞

‥

あなたには常連になっている
飲食店がありますか?
(
１つ選
択回答､
%)

Q

1
0
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