データ＆トピックス

︵第五章︶教育の理想を説いた教え

・肉煮込み﹁３大定番レシピ﹂
／ガッツリ︑ほっこり︑カラ
●外食業界・消費者動向
ダに力漲る
・郷土の肉煮込み／イタリアと
ご当地メニュー目玉に
しめる
スペインの伝統煮込みに挑戦
話題喚起して集客
・デトックス スープレシピ／ 特集２ 大人の神楽坂／カウン
外食チェーンが一風変わった
体にスッキリ！不調に効く・ ターの悦楽
ご当地メニューを目玉商品とし ・簡単！ズボラアレンジレシピ ・この街とカウンターが好きな
て取り入れる動きが広がってい
／ミネストローネが大変身！
わけ
る︒Ｂ級グルメへの関心の広が
りに注目だ︒
ＮＲＥは東京立川の﹁おでん
そば﹂︵４００〜４６０円︶を
首都圏駅中そば店１２５店で発
売︑土間土間はハワイの﹁スパ
②いちいち上の指示を
ムむすび﹂︵４個４１０円︶を
待っていると︑
発売︑ダイヤモンドダイニング
は高知の﹁にら塩焼きそば﹂を
チャンスを逃してしまう
発売など︑話題を喚起して集客
につなげている︒
東日本大震災の被災地支援や
発祥の地のＰＲを兼ねるなど︑
地域との繋がりを打ち出すこと
にも成功している︒
︵日経ＭＪより︶

・神楽坂の﹁奥行き﹂を体現す
る実力店 選
特集３ ウイスキー＆チョコレ
ート／冬の夜を満喫できるベス
トマリアージュ
特集４ ﹁暖炉のあるバー﹂／
火と酒が織りなすマジック
▽料理王国／２月号
特集１⁚あなたも開ける︑いい

私たちの社会を取り巻く問題は︑無数
にあります︒ただ︑その元凶とされるの
は︑いつも一つのこと︒﹁教育のあり方
が間違っている﹂というものです︒
﹁ゆとりの教育﹂を重視するあまり︑
人が守るべき規律や人格といった︑人間
としての根幹を形成する部分には︑なか
なか触れないし︑指導もしない︒それで
は﹁ゆとり﹂が﹁いじめ﹂を誘発しかね
ません︒
ただ知識を与えるだけで︑それをどう
使うべきか︑どんな心構えでいるべきか
は︑教えない︒それが今の教育システム
の現状です︒こんな教育を受けた人材は︑
どのような社会人に育つのでしょうか？
誰かが教えてくれないと︑何も判断で
きない︒もしもそんな人間ばかりになっ
てしまったら︑今後の日本の発展など︑
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●活性化するビールマーケット

11
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● ク｢ラフトビール の
｣新旗手登場
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少量生産のこだわりビールの魅力に迫る

11

︿グルメ誌の特集紹介﹀

教育のやり方を見ると︵中略︶単に知
識を授けるということにのみ重きを置
き過ぎている︒ 中
(略 実
)業の方では︑
軍事上の事務のように一々上官の命令
を待っているようでは︑とかく好機を
逸し易い︒
︵﹁論語と算盤﹂教育と情誼︶
現代の言葉で言うと⁝
最近の教育は︑一方的に知識を与える
ことを重視しがちだが︑実際のビジネス
においては︑軍人がいちいち上官の命令
を待つように与えられる指示を待ってい
ては︑チャンスを逃してしまう︒

です︒

バル︑旨いバル︒バル開業読本
・バルブームを読み解く５つの
キーワード
・バル視点から見る︑フェステ
ィヴァン考
・たくさんのお客が集まるバル
を開こう！
・新米バル店主クリニック
・バルはローカルコラボで店作
り
・人気バルの看板メニュー×早
出しメニュー
・バル開業！お役立ちアイテム
特集２ 冬のごちそう︑調理技
法を究める シビエ名人になる
・﹁ラッシャス﹂依田シェフの
鳥打ちに密着！
・今さら聞けない︑シビエの基
礎知識
・日本のシビエを食べ尽す！お
いしいポイント便利帳
・シビエの下処理
・イノシシ解体技術講座
・シビエの名店︑逸品集
・シビエ調理加工の基本
・﹁ぶどう酒食堂 さくら﹂の
シビエ＆ワイン
▽あまから手帖／２月号
特集１ 居酒屋
・磨き上げられた上等系に女性
店主の店︑じわじわ人気の
個性派⁝⁝︒今年冬に訪れた
い居酒屋を大特集！
特集２ 冬の鍋
・海鮮鍋から人気のアジア鍋︑
名作鍋に︑宿の鍋まで︑旬の
味をご紹介！
‥

‥

‥
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﹁ゆとり﹂を重んじる教育では︑ 期待できません︒
知識ばかりでなく︑行動力も必要なの
人は育たない

10
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︵日経ビジネス人文庫より︶

3
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‥

新しいビール時代の到来

渋沢栄一 訓言集

ト︒バーカウンターバックの壁
面に取り付けた のタップやカ
ウンターのビールサーバーから
注がれる新鮮な樽生クラフトの
態が飲食マーケットを面白くしているのです︒ 一杯が楽しめます︒スーパード
２０１１年の飲食トレンドを振り返ってみる
とその一つの特徴は﹁ビバレッジによる差別化﹂ そのマーケットをさらに活気づけるように︑ビ ライ︑
エビス︑
プレミアムモルツ︑
ールを軸にした新しい業態も台頭してきました︒ヒューガルデンホワイトと大手
でした︒一気に広がったカジュアルワイン業態
ここでは︑新たに大きな波になりそうなビール ビールもクラフト同様に管理し︑
をはじめ︑こだわりの日本酒専門業態を打ち出
業態のトレンドに注目してみます︒
す店も増えました︒お酒を軸とした新しい業態
他店では味わえない美味ビール
と騒がれました︒﹁Ａｎｔ ︐
ｎ
が飲めます︒画期的なのはグラ
Ｂｅｅｒ﹂は博石館の天然蜂蜜 スとパイント︑それぞれ４８０
ビール業態といえば︑ここ数 スが増えてきました︒いまや﹁地 酵母自然麦酒︑横浜ビールのチ 円︑
７８０円と均一価格で提供︒
年﹁アイリッシュパブ﹂﹁ベル ビール﹂というマニアックなイ ョコレートスタウト︑鳥の海の この店が﹁高い︑マニアック﹂
ギービール専門店﹂などが大き メージはなく︑様々な表現がで シャンパンビール林檎など珍し といった従来のクラフトビール
なブームとなりました︒その陰 きるクリエイティブで洗練され いタイプも置いています︒
業態のイメージを一新しました︒
２０１０年 月にオープンし ３・ 大震災を乗り越え︑大繁
に隠れて︑いわば﹁日陰の存在﹂ たニューウエーブスタイルとい
た﹁目黒リパブリック﹂は和食 盛しています︒
だったのが地ビール業態︒１９ うイメージが定着しました︒
９４年４月の酒税法改正で︑ビ
この流れは２０１０年後半あ 業態からのリニューアル業態︒
その後も︑神田に外国人たち
ールの最低製造数量基準が２０ たりから起き始めていました︒ 業界では新しい仕掛けを次々に が共同事業で始めた﹁デビルク
００ から
に緩和されたの ２０１１年 月︑六本木にオー 展開する企業の新業態に熱いま ラフト﹂︑ 月に渋谷にオープ
を機に︑全国に広がった地ビー プンした﹁Ａｎｔ ︐
ｎ Ｂｅｅ なざしが注がれました︒オリジ ンしたアイランド型の タップ
ルブームから 年︒多くの地ビ ｒ﹂︒国産の 種類の樽生クラ ナルの目黒ラガーをはじめギネ を実現した﹁Ｇｏｏｄｂｅｅｒ
ールブリュワリーが生まれまし フトビールが楽しめます︒同店 ス︑ヒューガルデン︑箕面Ｗ︲ ＦＡＵＣＥＴＳ﹂も新世代派ニ
たが︑価格と味が消費者からな は同じビルにあるアイリッシュ ＩＰＡなど国産︑外国産など
ュースタイル店として脚光を浴
かなか受け入れられず︑生き残 パブ﹁アボットチョイス﹂の姉 種類の樽生クラフトビールが味 びています︒店主のビール好き
ったのは１８０社ほどと言われ 妹店︒業界では﹁あのアボット わえます︒さらにビールは２０ が乗じ︑自らビールを創り︑提
ています︒地ビールを売りにす がクラフトビールに進出した﹂ ０種類も揃えています︒
供する店も現れました︒高円寺
る飲食店も特定のファン層に支
の﹁高円寺麦酒工房﹂です︒自
えられて生き延びてきましたが︑
社ブルワリーで造るクラフトビ
なかなかトレンドになりません
２０１１年に入って若手経営 ＦＴ ＢＥＥＲ ＭＡＲＫＥＴ ︒
｣ールを店で味わうブルワリーパ
でした︒しかし︑飲食マーケッ 者が次々と﹁クラフトビール﹂ 国産を中心に外国産も含め 種 ブ業態です︒マイクロ規模です
トが﹁価値軸﹂へシフトするな 専門業態をオープンさせました︒類のクラフトビールが楽しめる が︑ブルワリー直出しが楽しめ
かで︑俄かに強力アイテムとし
るとあって人気となっています︒
な
か
で
も
注
目
さ
れ
た
の
が
︑
新
橋
﹁
ビ
ア
バ
ル
業
態
﹂
で
す
︒
内
装
は
て地ビールが見直されてきたの で２月にオープンした﹁ＣＲＡ モダンカジュアルなＮＹテイス
︵フードスタジアムより︶
です︒とくに最近︑若手の飲食
店経営者が﹁クラフトビール﹂
の魅力に着目し︑開業するケー

!!

▽食楽／２月号
特集１ 心とカラダに効く！野
菜スープ
・定番スープの黄金レシピ／失
敗しないで作れるプロの味
・郷土の野菜たっぷりスープ／
体にも心にも優しく染みわた
る
・旬を満喫！ 冬野菜スープ／
和洋中の味わいで飽きずに愉
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上司こそ部下に﹁報告﹂すべきである

働く会社員が利用し︑週末は評
判を聞いた目的客が遠くから訪
れます︒そのため︑２階日曜︑
英語で﹁Ｉ ｒｅｐｏｒｔ
きだと思います︒︿説明﹀で 思うのであれば︑自分が部下 せん︒どうか試してみてくだ ３階月曜と定休日をずらして集
ｔｏ ｈｉｍ﹂とは︑﹁彼は も︿報告﹀でも︑中身が同じ の前でキチンと報告する姿を さい︒
客しています︒
私の上司です﹂という意味で ようにされていれば︑こだわ 見せてやることです︒部下は
上司が部下に報告し︑部下
★
す︒日本語でも︑報告とは部 る必要はまったくないのです 上司を見習って︑早く︑キチ が上司に報告することは︑情
同店が﹁原価販売﹂という売
が︑往々にして︿説明﹀は︑ ンと報告するようになります︒報共有の観点からもっとも大 り方を考案したのは︑お客の感
下が上司にするものです︒
では︑上司が部下にするの はしょられたり忘れられたり
そもそも︑ヒエラルキー ピ
( 事なことです︒私も報告を忘 じるお値打ち感を強く意識した
は何でしょうか︒︿説明﹀で するからです︒
ラミッド型︶の会社組織です れたりすることもありますが︑からです︒バーという業態は雰
しょうか︒たとえば︑
幹部︵幹
報告が義務だとすれば︑説 から︑情報は上に集まってく 最近は報告すべきことの要点 囲気のよい店の﹁空間﹂を売る
部と部長︶の会議が済んで︑ 明は任意です︒だから︑上司 るものです︒毎日の現場のこ はすぐにメモ帳なり手帳なり 付加価値の高い商売であり︑お
部長が自分の部署に戻って来 も部下に報告すべきであると とはともかく︑大事な情報は に記入することにしています︒客も居酒屋のようにふんだんに
たら︑部長が部員に会議の決 思います︒
上に行くほどたくさん集まる その要点を毎日︑部下全員に 飲み食いしません︒そのため︑
定を伝えるとき︑﹁幹部会で
普段︑部下からの報告が悪 のです︒だから︑上司こそ部 伝えるようにしています︒
店側としては︑利益を確保する
の要点を︿説明﹀します﹂と いと文句を言っている上司こ 下に報告すべきです︒私は 報
｢ このことこそ︑いちばん肝 ために︑どうしても高めの価格
言うのが一般的かもしれませ そ︑自分がキチンと報告して 告します﹂と部下に言います 心なコミュニケーションだと を設定せざるを得ません︒そう
んが︑正しく﹁幹部会の要点 いないのです︒部下は上司に が︑感謝はされても︑嫌な顔 思っています︒
した売り方が現代のお客から次
を︿報告﹀します﹂と言うべ キチンと報告すべきであると をされたことは一度もありま
︵Ｓ・Ｊ︶ 第に敬遠されだし︑時代にそぐ
わなくなってきています︒同店
では︑客単価を約３０００円と
ならないほどのお得さで︑通常 想定し︑その半分を入場料１５
なら２万円以上する白ワインの ００円として徴集することで︑
﹁エール・ダルジャン﹂︑赤ワ 粗利１５００円を確保︒残り１
インの﹁シャトー・キルヴァン﹂ ５００円が原価という考え方で
す︒一般的な飲食店に置きかえ
も１万５００円︒
ると原価率５割の商売というこ
★
フードも原価販売だからとい とになります︒通常の商売より
ＪＲ五反田駅のホームからひ １１年 月︑そこに２号店を開 ︵３６０ ︶１８０円︑﹁バス って高くついては︑﹁気軽に楽 も利益率は落ちますが︑﹁原価
と際目立つ紅白の看板︒﹁すべ 業しました︒３階の新店舗はほ ペールエール﹂︵３４０ ︶２ しめる店﹂とのコンセプトから 販売﹂というインパクトの大き
てのメニューを原価で提供 ﹂ ぼ同規模の 坪・ 席で︑プラ ５０円︑﹁ドラフトギネス﹂︵４ 外れてしまうので︑仕込みに手 さで客数を増やし︑その分を補
と書かれた言葉に乗客は目を丸 ス４人分ほどのスタンディング ００ ︶３００円などです︒
間をかけ︑お手軽価格に抑えま っています︒
★
くし︑強い関心を覚えます︒い スペースがあります︒
種類揃えたカクテルも︑ビール す︒﹁自家製ビーフジャッキー﹂
業種による違いはあるものの︑
や︑乗降客だけでなく︑そこを
カクテルが１５０円と３３０円 ２１０円︑﹁ビーフシチュー﹂
★
通過する山手線に乗車した人の
店内のレジでお客は入場料１ で︑残りはすべて 円︵ダブル ２４０円︑﹁フォアグラのテリ 飲食店の原価率は一般にフード
誰もが︑同様の驚きを抱くに違 ５００円を支払います︒あとは １８０円︶︑１２０円︵ダブル ーヌ﹂４２０円︑﹁ローストビ ３割︑アルコール５割と言われ
いありません︒そしてそのコピ 飲み食いするすべてのメニュー ２４０円︶で楽しむことができ ーフ﹂３００円︑﹁自家製ピク ています︒しかし︑外食慣れし
ーの上に掲げられた﹁原価ＢＡ が﹁原価﹂価格となります︒お ます︒
ルス﹂ 円︑﹁ポテトフライ﹂ た現代のお客にお値打ち感を感
Ｒ﹂という店名こそが︑業界の 客は席に着いてメニューを決め︑ ﹁ベンネヴィス﹂﹁ビーフィ １２０円︑﹁フィッシュ＆チッ じてもらうには︑思い切った発
常識をくつがえす同店の凄さを 注文カウンターで注文し︑その ーター﹂﹁スミノフ﹂﹁バカル プス﹂３００円など︑ 種類揃 想の転換が必要です︒とくにバ
ストレートなまでに表現してい 都度会計します︒乾き物はその ディ﹂など︑ウイスキーやスピ えています︒
ー業態はカクテルの原価率が２
ます︒同店を経営するのはハイ 場で︑アルコールはカウンター リッツの最も安い価格は１ショ
★
割とも言われており︑﹁原価販
テンション︵本社・東京都品川 で受け取り︑席に着きます︒調 ット︵
︶ 円というから驚
月商は２階が７００万円︑３ 売﹂という手法を取れば︑相当
区︶で︑２０１１年３月に五反 理する料理はできしだいスタッ きです︒ワインは白ワインの﹁ジ 階が３５０万円︑合わせて１０ なお値打ち感を打ち出すことも
田駅前のビルの２階にオープン︒フが客席まで運んでくれます︒ ネステ・セレクション・シャル ５０万円上げています︒客層は 可能となります︒雰囲気に重点
坪・ 席の店舗に連日満員の
ドネ﹂︑赤ワインの﹁ジネステ
★
歳前後のサラリーマン︑ＯＬ を置きながらアルコールを楽し
お客を集め︑満席のためお客を
原価販売だけにアルコールは ・セレクション・カベルネ・ソ を中心に︑ 代前半から 代ま むバーから︑アルコールそのも
帰してしまう状態が続いたため︑バーの概念をくつがえす価格設 ーヴィニヨン﹂をグラス１２０ でと幅広く︑男女比は６・５対 のに重点を置いたバーへ︒１５
駅の反対側に２号店を出そうと 定で︑例えば生ビールは︑﹁ク 円で︑ボトル８４０円で提供し ３・５︒客数は１日に２階が平 ００円を払いさえすればこれま
物件を探していたところ︑運よ リアアサヒ﹂︵３６０ ︶１３ ています︒原価販売だけに︑高 日 人︑週末 人︑３階が平日 でなかなか気軽に飲めなかった
く同じビルの３階が空き︑２０ ０円︑﹁アサヒスーパードライ﹂ いワインほど他店とは比べ物に
人︑週末 人︒平日は近隣で 酒も︑存分に楽しむことができ
ます︒３０００円ほどの金額で
贅沢な気分に浸れる同店のスタ
おりです︒ついては︑閒が本
イルは︑これまで手つかずとな
字で︑汎用される﹁間﹂は俗
っていた隙間ニーズを掘り起こ
字であるとのことです︒
したと言えます︒
七十六 なぜ﹁お燗﹂というのか
わが国で︑酒をお燗して飲
★
む習慣は古く︑すでに﹁延喜
ハイテンション代表取締役の
横山信夫氏は﹁１００％ビジネ
れまた捨て難い日本酒の魅力 式﹂︵平安初期︶に燗鍋︵土
熬堝︶が出ているので︑この
ス街でないと難しい業態です︒
の一つではあります︒
例えば︑若者の多い渋谷などで
﹁燗﹂の本来の意味をもう 時代に燗酒があったとされて
は︑ちょっと厳しいですね﹂と
少し詳しくたずねると︑ 燗
｢︑ います︒しかし︑年中お燗し
同店の特殊性を分析します︒そ
の一方で︑また違った立地での
可能性も模索し︑﹁早い時期に
３︑４号店を出し︑年内には５
店舗はいきたい﹂と語ります︒
﹁原価ＢＡＲ﹂は屋号とロゴで
商標登録取得済みで︑今後も直
営店での展開を検討︒﹁ 店まで
いけば上場も可能ではないか﹂
と︑さらなる高みを見据えつつ︑
飲食店の新たな可能性に果敢に
チャレンジしています︒
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て飲んでいたわけではなく︑
煖酒は重陽の宴︑すなわち旧
暦の９月９日の菊花の宴から
上巳の節会︵３月３日︶まで
であったといいます︒
﹁重陽の宴よりあたためて
用ふるよし︑あたため酒とい
えば秋季也﹂との一条冬良公

2
5

の一節があります︒肌寒い日
に︑﹁温めた酒を飲んでみよ
う﹂︑温めて飲んでみたら︑
体は温まるし︑
何よりも
﹁うま
い！﹂は人の自然な反応だっ
たのでしょう︒
白居易の﹁林間に酒を煖め
て⁝﹂の白氏文集は﹁紫式部
日記﹂や﹁枕草子﹂にも登場
するといいますから︑平安貴
族や当時の文人はすでに酒を
温めて飲むヒントを得ていた
ことは確かです︒
︵参考・実業之日本社新書︶
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入場料１５００円払えばあとは原価で
楽しめる 斬新な売り方で話題沸騰
原｢価ＢＡＲ が｣２号店をオープン
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冷と熱の間という説も
平安初期にすでに燗酒

1
1

火熟也︑燗或从︵従︶閒﹂︱
︱酒を瓶などに盛り︑火にか
けて温めることと︑本来酒を
温めることであると説明され
ています︒ちなみに﹁閒﹂は
﹁すきま﹂や﹁あいだ﹂を意
味するものであり︑
燗は﹁間﹂
であることはすでに述べたと

60
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従業員教育の一つのヒント(35)

わが国でいう お
｢燗 と
｣は︑
冷︵ひや︶と熱︵あつい︶の
﹁間﹂ あ(
いだ だ)
からかん︑
という説があります︒ここで
いう冷︵ひや︶とは︑冷やし
た酒という意味ではなく︑常
温︑つまり﹁温めていない﹂
ということです︒居酒屋へ入
って︑﹁冷やで一杯ちょうだ
い﹂と言えば︑キュンと冷や
したお酒ではなく︑お燗しな
いお酒が出されます︒したが
って︑燗は本来︑ほどほどに
温
｢めた 酒
｣ということです︒
とすれば︑﹁熱燗﹂はあり得
ないことになるのですが︑体
が冷え切ったときの熱燗や︑
さらに熱い飛びきり燗は︑こ

︵フードスタジアムより抜粋︶
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