データ＆トピックス
旨い！
・えらいぞ！土鍋／一つあるだ
けでこんなに使える
・無敵の土鍋レシピ／煮る︑焼
く・オーブン︑蒸す︑炊く⁝
便利でカンタン︑おいしく仕
上がる

・煮る／土鍋の一番得意なジャ
ンル
・焼く・オーブン／直火も︑オ
ーブン料理も！
・蒸す／じっくり︑じんわり火
が通る
・炊く／ふっくらご飯に感激！
・ますます拡がる土鍋バリエー
ション／フォルムで選ぶもよ
し︑機能で選ぶもよし
特集２ 燗上がりする日本酒／

日本酒番付２０１１・１２版／
この冬たまには﹁差しつ差され
つ﹂も悪くない
・江戸庶民の心意気にふれる燗
酒の愉しみ
・場を和ませ︑人と人との距離
を縮める燗酒の魅力
・燗上がりする日本酒番付／ぬ
る燗にして旨い純米酒ベスト
を発表！
▽料理通信／１月号

そんな中で︑ 歳までが勉強の時期で
あるならば︑少なくとも 歳ぐらいまで
は働かないと︑もったいないではありま
せんか︒もし 歳や 歳で老いて衰えて
しまえば︑ 年︑ 年しか働いてないこ
とになります︒
それだけの期間で︑何を成し遂げられ
るでしょうか︒そして︑何かを成すには︑
学び続けるしかないのです︒
老いてますます学問をし︑さらに働く︒
ぜひ︑そんな生き方をしたいものです︒
文明社会には︑青年には青年の︑老人
には老人の︑貢献するべき余地があるの
ですから︒

馬車から自動車︑自動車から飛行機の
①老人たちこそ学問せよ！ 時代となって︑世界が狭くなったように︑
しかして文明の老人たるには︑身体は 化学や技術の発展により︑人間の寿命は
たとい衰弱するとしても︑精神が衰弱 延び︑ますます人生は長くなっています︒
せぬようにしたい︒精神を衰弱せぬよ
うにするは学問によるほかはない︒
︵﹁論語と算盤﹂立志と学問︶
現代の言葉で言うと⁝⁝
現代の文明社会で生きていくには︑た
とえ年老いて身体は衰えていっても︑精
神は弱らぬよう︑強い気持ちを持ってい
たい︒それには学問をする以外にない︒

︵第五章︶教育の理想を説いた教え

‥

いくつになっても働き︑
社会に貢献しよう
﹁次代を担う青年は︑もっとしっかり
せよ！﹂と︑よく言われます︒確かに︑
その通りでしょう︒ただ︑よりよい世の
中を築くためには︑青年だけではなく︑
老人もまた︑大切な存在なのです︒
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︵日経ビジネス文庫より︶
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●外食業界・消費者動向
立ち飲みで高回転確保
低価格イタリア料理
ＪＲ新橋駅近くで９月に開業
した﹁俺のイタリアン﹂はこの
分野では珍しい低価格業態︒気
軽な立ち飲み形式を採用し高回
転を維持している︒
フォアグラ︑トリュフ︑キャ
ビアなどの高級食材を使ったメ
ニューを一皿１３００円以下で
提供し︑女性客を中心に人気を
集めている︒
人気メニュー﹁トリュフとフ
ォアグラのリゾット﹂︵１１０
０円︶︑﹁トリュフ・ポルチー
ニのカルボナーラ﹂︵８９０円︶
は高級食材で値ごろ感を訴求︒
またワイン価格も仕入値に９９
９円を上乗せした価格で提供す
る︒約１００種類のボトルワイ
ンは中心価格帯が３５００円︒
飲食業界への参入動機は︑小
さい店が大きな店に勝つチャン
スが大きくあるから︒まだまだ
事業モデル開拓の余地があると
見ている︒
店舗面積 ㎡︑テーブル５卓
席＆立ち飲み︒客単価３００
０円︑減価率 ％︵日経ＭＪ︶

︿グルメ誌の特集紹介﹀
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特集１ 満席の﹁ビアバル﹂と
クラフトビール／ようこそクラ
フトビールの世界へ
現地そのままの内装やメニュー
が売りだったビアパブがより日
本人にとって心地よい﹁ビアバ
ル﹂へと進化しています︒その
大きな要因が︑国産クラフトビ
ールの台頭︒日本でもここ数年︑
めきめき頭角をあらわすビール
の造り手が増えてきたのです︒
いざ︑クラフトビールの世界へ
ビアフェスに潜入！﹁顔の見え
るビール﹂職人アンケート
醸造職人がビールファンに贈る
祭典﹁第６回ニッポンクラフト
ビアフェスティバル﹂︒会場に
編集部スタッフが潜入し︑全国
から集まった気鋭のヘッドブル
ワーたちにアンケートを実行︒
造り手の﹁顔﹂を知れば︑クラ
フトビールはもっと楽しく味わ
えます︒
▽料理王国／１月号
特集２⁚旨味全開／２０１２年
飲みたい酒
・これからの日本酒が向かうと
ころ
・飲む前に読む！そこが知りた
い日本酒基礎知識
・お燗の魔法に迫る
・純米酒を深く楽しむ酒肴別マ
リアージュ
・２０１２年︑今年飲むべし純
米酒 本
・白鶴酒造の新・日本酒プロジ
ェクト
‥
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ゃない︒ブランドより今日の売
り上げが大事﹂︱︱そんな声が
聞こえて来そうです︒が︑業績
不振の本当の原因は︑同質化競
争です︒
・景気が良くなりさえすれば︑
売り上げもよくなる
・みんなと同じことを負けない
ようにやっていれば大丈夫
・長く商売をやって経験を積ん
でいるから何とかなる
・他店よりも価格を下げれば︑
まだまだいける
・自分たちの方が顧客よりも知
識が豊富
・これまで以上の努力をすれば
乗り越えられる
⁝等々︒これらが同質化の地雷
です︒同質化競争では︑最終的
に価格と量とスピードを競うこ
とになるので︑資本力に勝る大
手が有利でした︒しかし今は︑
個別の存在価値の時代です︒同
質化から抜け出し︑違いを作り
出していくこと︒小規模店こそ
ブランディングすべき時です︒
選ばれる理由＝ブランドの
﹁価値のタネ﹂は
身近に眠っている
ブランドの﹁価値のタネ﹂を

勝負の決め手は﹃ブランディング﹄

ブランディングとは⁝⁝
冒頭から少し硬い話で恐縮で
すが︑ブランディングとは︑売
り手が顧客にとって価値のある
ブランドを構築するための活動
を指します︒﹁戦略的ブランド
・マネジメント﹂の著者ケビン
・レーン・ケラーによれば︑﹁ブ
ランディングは精神的な構造を
創り出すこと︑消費者が意志決
定できるように︑商品・サービ
スの知識を整理すること﹂と定
義されます︒
飲食店にとっての
ブランド価値とは？
この視点で捉えると︑店名や
ロゴ︑ブランドネーム︑看板デ
ザイン︑メニュー板などを変え
ることがブランディングの目的
ではなく︑それらの外観要素と
差別化されたブランド価値を結
びつける連想を︑顧客の頭と心
の中に育んでいく活動であると
定義できます︒目的は顧客にと
ってなくてはならない存在に変
わることです︒
ブランドとは︑記憶の中に
強く捺された﹁スタンプ﹂
﹁ブランドって︑言ってるこ
とは分かるけど︑そんな状況じ

(
5)
(
4) (
3) (2) (1)
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▽食楽／１月号
特集１ 土鍋で料理／ほっこり

渋沢栄一 訓言集

払い続けたくなるようにするこ
とが必要です︒お客さんはあな
たの店に毎回期待を持って来ま
す︒期待通りや少しだけ期待以
確立できない飲食店は中食・家呑みに負ける！
上だった場合は︑可もなく不可
もなくという感じで︑まだ他店
に乗り変える可能性があります︒
見つける６つのステージがあり 期待をはるかに超えた場合だけ︑
ます︒
その店で得られた思いがけない
１ 素材・調理技術
喜びや驚きが感動となって︑記
２ サービス・接客
憶のスタンプが捺されるのです︒
３ 人物
つまり︑常に新しい体験の圧倒
４ 歴史・伝統
的な価値を売り続けることが求
５ 顧客特性
められます︒
６ 立地・環境
店には必ず価値のタネが眠っ
この６つのことについて︑次 ていますが︑その価値のタネに︑
のような角度で見てみましょう︒ 当たり前すぎて気がついていな
地域一番だと思えることは何 いのです︒価値のタネを見つけ
ですか？
て育てないと記憶のスタンプが
普通ではなく︑変わっている つきません︒
ことは何ですか？
今はたくさんの店が苦戦して
情熱を持って取り組んでいる おられると思いますが︑厳しい
ことは何ですか？
経営環境だからとジタバタする
自慢できることは何ですか？ のではなく︑ブランドの価値の
他にはない︑自店だけのこと タネを洗い出そうとすれば︑ブ
は何ですか？
ランドになる道がきっと開けて
これらを掛け合わせて︑自分 きます︒
の店の強味が見つかったとしま
今年もブランディングのお手
す︒しかし︑どんなに素晴らし 伝いに積極的に取り組んでまい
い﹁ブランド価値のタネ﹂
でも︑ ります︒どうぞよろしくお願い
それを支持する人がいなければ 申し上げます︒
自己満足でしかありません︒
株式会社コヤマカンパニー
ブランドの﹁価値を育てる﹂
代表取締役 小林 俊郎
＝﹁価値のタネ﹂を
顧客に変換する
︿参考文献﹀﹁戦略的ブランド
店側が見つけた﹁ブランドの ・マネジメント﹂︵東急エージ
価値﹂にお客が喜んで対価を支 ェンシー︶

「日本資本主義の父」が教える黄金の知恵

２０１２
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炭酸割りワインが本命

うとき︑相手の担当者の理解
どんな優秀な組織でも問題 客観的に自分の責任を常に考 分の悪いところを認めること
能力が低かったとか︑先方の は起きますし︑問題のない会 えることができる個人や組織 ができる人︑反省できる人は︑
計画が短期的すぎるなどと思 社などありません︒そういう が伸びるのです︒そう考える 人間力があります︒それを部
うことがあります︒
たしかに︑ ときに自分︵たち︶の責任と ことによって︑物事にまっす 下に素直に言えるリーダーは︑
相手の理解能力が高かったり︑自分︵たち︶以外の責任を冷 ぐ向かい合って︑反省できる もっと高い人間力があります︒
長期的な観点から物事を見て 静に考えることができる会社 からです︒誰でもどこの会社
そもそも人間がする仕事な
くれたりしたら︑﹁うまくい と︑自分︵たち︶は正しいが︑でも︑失敗はするのです︒そ んていうものは︑失敗するの
った﹂かも知れません︒
相手が間違っているとしか考 のときに︑自分のことを反省 が普通だと考えて︑失敗を反
できるのは︑次にその反省を 省して︑素直にリーダーに伝
しかし︑物事の反対側も考 えない会社があります︒
える必要があります︒自分の
﹁わが社の製品はこれほど 活かせることにつながります︒ えることができる︑リーダー
説明能力が低かったのではな 良いのに︑それを理解しない
自分は悪くないといつも思 も部下が自分の失敗を素直に
いか︑なぜ先方の希望する短 相手がバカだ﹂などと︑口に っていると︑反省することが リーダーに言える︑そんな環
期的目標に自分が合わせるこ 出すかどうかは別にして︑心 ひとつもありません︒将来の 境を常につくっておくことが
とができなかったのか︑など の中で思っている人がたくさ 糧にすることなどできないの 大切です︒
と︒
んいます︒そうではなくて︑ です︒他人のせいにせず︑自
︵Ｓ・Ｊ︶

自分の失敗を認め︑反省し︑次につなげる
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寒い時期に人気の粕汁
粕漬け︑粕酢︑粕取焼酎

50

自レシピも提案しやすく︑取扱
店が増えそう﹂と見ています︒
プロントのワインバー﹁ディプ
ント﹂では︑ワインスプリッツ
ァーが女性に人気です︒銀座３
丁目店の高山真実店長は﹁飲み
やすいのでおかわり注文が目立
つ﹂と話しています︒

衰えない韓国料理の勢い
牛より豚の焼き肉に人気

２０１１年は外食不況に東日 ブドウが原料のワインやブラン
本大震災のダメージが加わり︑ デーがベースなので︑ワインバ
いつにも増して苦しい１年でし ルでも違和感がありません︒原
た︒ただ︑カジュアルにワイン 価を抑えやすく︑アルコール度
と料理を楽しむワインバル業態 数が低いので︑杯数も稼ぎやす
のように︑注目すべきヒットも いというわけです︒
ありました︒来たる２０１２年
サントリーホールディングス
には何が流行するのでしょう︒ では︑﹁果実を漬け込むなど独
﹁日経レストラン﹂ 月号では︑
多くの飲食店取材を通じて︑
年のヒットを予想しました︒
ドリンクで最もブレイクしそ
うなのが︑ワインやブランデー
1
2

発行部数が累計４２０万部と
なったレシピ本﹁体脂肪計タニ
タの社員食堂﹂シリーズは︑低
カロリーながら満足感もある日
常食への関心を大いに高めまし
た︒
大阪市の﹁玄米＆やさい食堂
／玄三庵﹂西梅田店では︑ヘル
シーメニューが女性に支持され︑
﹁ 品目の健康定食﹂︵８９５
円︶は１日２００食も出ます︒
野菜をふんだんに使った栄養バ
ランスの良さと低カロリーが理
由︒ローソンが発売したタニタ
監修の弁当も好調です︒
そのタニタも来年１月に外食
事業に参入し︑東京・丸の内に
出店します︒タニタ社員食堂の
定食の特徴は︑野菜を豊富に使
い︑５００キロカロリー前後に
抑え︑かつ満足感があること︒
同社の外食参入を機に︑タニタ
風定食が一層関心を集めること
でしょう︒
︵日経レストラン寄稿より︶

関心を集める
タニタ風定食

の炭酸割り︑
フードでは韓国料理の勢いが
その次に来る最有力候補は︑
﹁スプリッツ 衰えません︒Ｋ︱ＰＯＰ人気で 鶏肉と野菜などを入れたピリ辛
ァー﹂︒人気 韓流ブームの担い手は若年化︒ の鍋﹁タットリタン﹂︒﹁︵韓
のワインバル ブームを追い風に︑韓国料理を 流ブームでにぎわう︶大久保で
には居酒屋の 取り入れる店も急増しています︒人気が高まっており︑要注目﹂
チューハイに なかでも︑豚の三枚肉を使う焼 と外食トレンドに詳しいスーパ
相当する︑飲 き肉料理﹁サムギョプサル﹂は ーゾーンの佐々木聡社長は語っ
み口の軽いド 最大のヒットに︒牛の焼き肉よ ています︒
リンクが不足 り値段が安く︑ヘルシーなイメ
していました︒ージもあります︒

1
2

原価抑えやすく杯数稼ぎやすい

外食店 今年のヒットは？

自分の悪いところは結構自
分が知っているものです︒そ
れを他人から指摘されると嫌
がる人もいれば︑そうだと認
める人もいます︒
自分の悪い性格を認めない
のはもっと悪い性格です︒度
量というか︑器が小さいので
す︒
自責と他責という言葉をご
存知と思います︒自責という
のは︑言葉どおり自分の責任
です︒他責というのは︑自分
以外の責任です︒﹁あの仕事
がうまくいかなかった﹂とい

約８・５倍のアミノ酸︑
約６・８の有機酸を含む
といいます︒初年度は４
０００万円の販売をめざ
しています︒
同社は数年前から酒粕
ペーストを業務用に販売
しており︑今年度は１億
円の売り上げを見込んで
います︒需要の伸びに対
応し︑使い勝手と保存性
が良い粉末タイプを投入
しました︒既存調味料の
代替需要が見込めるため︑
コンビニの弁当製造など
業務用ルートの開拓を急
ぎます︒
同社は清酒醸造で培っ
た発酵技術を生かす新規
事業に注力︒ 月には一
般消費者向けに自社開発
したサプリメントや飲料︑
化粧品などを販売・情報
提供する通信販売サイト
も開設しました︒

食ビジネス考

酒粕の粉末調味料
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大関が業務用市場開拓
酒造大手の大関︵兵庫
県西宮市︑
西川定良社長︶
は醸造時にできる酒粕を
活用した調味料の生産・
販売を拡充することにな
りました︒２０１１年度
から酒粕原料の粉末調味
料を主に業務用市場に投
入しましたが︑既存の酒
粕ペーストと合わせ︑
年度に年間７０００万円
だった同分野の売り上げ
を 〜 年度をめどに５
億円に引き上げることに
しています︒
同社はこのほど︑酒粕
を乾燥させ︑粉末状にし
た無塩調味料﹁大関 発
酵パウダー・ふかみ﹂を
開発しました︒
この調味料は︑鮮魚の
臭みを軽減したり︑パン
の食味を向上させたりし
ます︒うまみ成分を凝縮
し︑従来の酒粕に比べて

60

従業員教育の一つのヒント(34)
13

糟湯酒は﹁万葉集﹂にも出て れますが︑こちらには価格の
安いバラ粕が回されます︒
きます︒
奈良漬は主としてウリを漬
粕汁は︑酒粕を加えた汁で
七十五 酒粕の利用法
塩蔵した魚と野菜を煮込む実 け込んだ粕漬けの一種で︑奈
だくさんでこくのある汁もの 良県が発祥の地と言われます︒
酒粕は︑もろみを圧搾して す歩合は 〜 ％にもなりま で︑とくに寒い時期に喜ばれ
粕酢は貯蔵タンクに１年以
清酒を分離した時に残る固形 す︒戦前から吟醸酒が不経済 ます︒材料には一般に︑塩ザ 上詰めて熟成させ︑粕中ので
物のことで︑たんに粕ともい な酒といわれたのには︑原料 ケや塩ブリ︑塩ニシンなどの んぷんをアルコール化します︒
います︒また︑きれいな板状 米の精白度が高いことと︑こ 頭やアラ︑ダイコン︑ニンジ そこに水を加えて粥状にし︑
になっているものは﹁板粕﹂︑ のかす歩合が極端に高いこと ン︑サトイモ︑コンニャク︑ 酢酸発酵させて造ります︒米
形の崩れたものは﹁バラ粕﹂
酢に比べて味︑
香りとも軽く︑
くせもありません︒
とか﹁粉粕﹂と呼ばれます︒
一般に家庭用として出回って
粕取焼酎は酒粕を蒸留して
いるのは板粕で︑形よく取り
造る焼酎で︑酒税法では乙類
出すのに手間がかかる為︑バ
に分類されます︒古くから飲
ラ粕に比べて価格は高いです︒
まれていた焼酎ですが︑特有
油揚げなどが用いられます︒ の焦げ臭みに似た臭いがある
酒粕の出る量は酒の造り方 がありました︒
酒粕は︑もろみ中で溶け切 酒粕と魚の塩味だけで仕立て ため︑最近はあまり好まれな
によって違い︑通常は︑原料
白米１５０ で 〜
内外 れなかった米粒や米麹︑酵母︑ るほか︑味噌を加える方法も い傾向にあります︒
の粕量となります︒この原料 それに清酒成分を含んでいる あります︒酒粕はあらかじめ
なお︑戦後の混乱期にイモ
白米に対する粕の割合を﹁か ため栄養価は高く︑アルコー 水かぬるま湯に浸して柔らか などから造られた粗悪な密造
す歩合﹂と呼びます︒普通酒 ル分も８％程度あります︒そ くしておくと使いやすいです︒酒も﹁カストリ﹂の名で呼ば
のかす歩合は 〜 ％前後で︑ のまま火であぶって食べたり︑ また︑酒粕は奈良漬けなど れましたが︑本来の粕取焼酎
原料白米の
酒になって 粕汁や速成の甘酒にも利用さ の粕漬け︑粕酢︑粕取焼酎な とは別ものです︒
いるわけですが︑吟醸酒のか れますが︑酒粕を湯で溶いた どの製造原料としても利用さ ︵﹁日本酒百味百題より﹂︶
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