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出てきて、飲食トレンドの「ネクスト」が見えずらくなって
いたが、後半はズバリ、｢ハイカジ｣｢ネオ大衆｣｢ネオトラ｣

業／２０１２
特集２ 日本酒はどんどん旨く ・実力派酒店ガイド
なる！ 今すぐ飲みたい日本酒 ▽料理王国／７月号
・独立は人生の勝負です！
・独立＆開業︑複数店舗展開セ
特集１ ランチ＆ディナー以外
本
●外食業界・消費者動向
の売上アップ大研究
ミナー
・この銘酒にこのひと皿
・失敗しない法則とは何か？
・今支持される︑日本酒に強い 特集２ 食材リサーチハンドブ
繁盛店︑高い原価率
︿グルメ誌の特集紹介﹀
ック
・勝負を賭けるスペシャリティ
店は？
全国評判の 軒を調査
・売上アップ虎の巻
・キーワードで見る次世代酒場 特集３ ワインダイニング最先
全国で評判になるための最も ▽料理王国／６月号
端
・今すぐ飲むべき日本酒 本
重要な条件とは︑﹁コストパフ 特集１ 失敗しない！独立＆開 ・教えて 良品厨房機器
ォーマンスの高さ﹂であった︒
多くの繁盛店がお値打ち感を訴
一芸是れ立つ︑五車通し難し︵﹁遍照発揮性霊集﹂︶
求している︒
かを考えてみる必要があります︒
事例１ 三重県松坂市の焼肉
ハウツーものの本で﹁安楽死のやり
店﹁一升びん﹂／１６５㎡・
方﹂という本が出ますと︑なんとなく
一芸に秀でた者は必ず用いられるが︑
席︑月商２５００万円︑原価率
自殺を奨励しているように感じます︒
五
台
の
車
に
載
せ
き
れ
な
い
ほ
ど
の
本
を
書
い
て
も
︑
％︒目玉料理は﹁Ａ５等級﹂
﹁空き巣に狙われないために﹂とか︑
正しい道理に基づいたことを学んでいない者は︑
の松阪牛５０００円コース︒牛
﹁やくざ撃退法﹂とか﹁詐欺の手口い
１頭買いや店ごとの目玉商品の
ろいろ﹂とかの本を見ますと︑この本
な
ん
の
役
に
も
立
た
な
い
工夫などで︑高原価率の経営を
を泥棒ややくざや詐欺師が読んだら︑
可能にしている︒
昔から﹁芸は身を助ける﹂といいま 納得できます︒
彼らは悪知恵にたけた人たちだから︑
事例２ 千葉市の﹁忠助・海
す︒芸といっても︑歌や踊りばかりが
たしかに︑有名人の書いた本は︑よ きっと本に書いてある以上の方法を考
浜幕張店﹂／１６５㎡・１０２
芸ではありません︒仏教では︑語学も く売れます︒けれども何十万部も売れ えだすだろうと心配になってしまいま
席︑月商１２００万円︑料理の
数学も物理学も天文学も文学も音楽も︑てベストセラーになった本が︑よい本 す︒こういう本はどうも納得できない
原価率 ％︒目玉商品は﹁関サ
あらゆる学問が芸のうちなのです︒
かというと︑そうでもありません︒十 のです︒誰もが﹁なるほど﹂と納得で
バ刺し﹂︵８００円︶／原価率
﹁あの人は芸達者だ﹂といわれたら︑年も二十年も著者が心魂を傾けて書い きることが﹁道理﹂というものです︒
％︑﹁天然マグロ中トロ﹂︵７
仏教ではかくし芸が上手なことではな たすばらしい内容の本でも︑ちっとも
本を書くばかりが学者じゃありませ
００円︶／原価率１００％︒飲
く︑﹁あの人は優れた学者だ﹂という 売れないことがあります︒総じて︑よ ん︒空海さんは﹁人はなにか一つ芸を
み物も安い︒レモンサワー︑ウ
い本は売れないものです︒だから︑和 もて﹂といわれます︒ただし︑その芸
ことです︒
ーロンハイ︑日本酒１合などが
近頃は本を書くことが盛んです︒歌 尚が書いた本はよい本だ︑と和尚は自 が世のため︑人のためになるような芸
２５０円で提供︒新鮮な魚を安
手も女優さんも︑元プロ野球選手も︑ 信をもっているのです︒
であれば︑なんでもいいのです︒
く提供する店との口コミが拡が
元やくざも︑それこそ猫もしゃくしも
小説家でもないのに︑何十冊の本を
どうやって芸を身につけるかって？
り︑客数は１日１４０人〜１５
出版しています︒
書いたと威張っている人もいますが︑
簡単なことです︒どんなことでも︑
０人︒
ついでにいうと﹁猫も杓子も﹂は猫 そういう人は空海さんがいわれるよう 一つのことを十年続ければいいのです︒
あえて原価率の高いメニュー
としゃもじは関係なく︑﹁禰子︵神社 に︑﹁五台の車に載せきれないほどの いま︑七十歳の人でも︑きょうからや
を提供し︑お値打ち感を分かり
の氏子のこと︶も釈氏︵お寺の檀家の 本︵おそらくは何千冊でしょう︶を書 れば︑八十歳で一芸が身につきます︒
やすく打ち出すことが好循環を
こと︶も﹂のこと︒つまり神道の人も いても︑なんの役にも立たない本︵物
さあ！ いますぐ始めましょう︒
生んでいる︒
仏教の人も全部︑のことです︒これで の道理からはずれている本︶﹂かどう
︵中経文庫より︶

トレンドその①

ハイカジ

マーケットを牽引してきた「がぶ飲みワイン」業態も飽和感が

食ビジネス考

︵日経ＭＪより︶

コヤマ新聞
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そして︑３番目のトレンドは
﹁ネオトラディショナル︵ネオ

ネオトラ

５月 日︑世田谷区や目黒区 トラ︶﹂︒﹁伝統的な料理﹂﹁調
の住民街で展開してきた新興チ 理法﹂﹁調味料﹂などを見直す
ェーンの﹁串カツ田中﹂が渋谷 動きで︑﹁醗酵﹂﹁熟成﹂の技
桜丘に都心旗鑑店をオープン︒ 術や食材を使った料理を提供す
関西串揚げを中心に大衆酒場的 る店がその代表です︒
な定番メニューを格安で提供し
醗酵食の仕掛人︒イイコの横
ます︒
山氏が祐天寺に出した﹁豆種菌﹂
内装はシンプルで︑カフェの は︑﹁体の内側から︑源から健
ような空間︒若者からファミリ 康にすることで肌など︑すべて
ーまで客層は幅広く︑客単価は が総合的に美しくなる発酵食﹂
２５００円前後︒同店を運営す を提供することがコンセプトで
るノートの貫社長は﹁客単価を す︒
できるだけ押さえ︑週に何回で
こうした本質的なテーマを追
も通ってもらえる地元密着型の 求することによって︑ブームに
店として育てていきたい﹂と語 終らない業態をめざしているの
ります︒
でしょう︒
油も衣もソースもすべてオリ
熟成肉でブレイクしている中
ジナルで︑﹁老舗の関西串揚げ 野﹁ツイテル﹂の鈴木氏も︑こ
の味﹂へのこだわりが売りです︒れまで様々な業態を手がけてき
﹁串カツ田中﹂は串カツ専門店 ましたが︑あえて手間がかかり︑
ではありますが︑そのスタイル リスクもある熟成肉をメインに
は大衆酒場に近いものがありま することによって︑飽きの来な
す︒いわば﹁ネオ大衆酒場﹂業 い﹁肉食とワイン﹂というスタ
態です︒低価格だが︑商品への イルをつくりあげました︒
こだわりはしっかり持っており︑ 日本酒業態や国産ワイン︑国
毎日でも通える居心地の良さが 産クラフトビールなどの﹁ジャ
あります︒
パンクオリティ﹂コンテンツも
こうした客単価３０００円以 広い意味で﹁ネオトラ﹂ジャン
下の﹁ネオ大衆﹂が今後︑﹁ポ ルに入るでしょう︒
﹁ハイカジ﹂﹁ネオ大衆﹂﹁ネ
スト居酒屋﹂業態として２つ目
のトレンドになってくるのでは オトラ﹂︒これら３つのトレン
ドは︑﹁高品質低価格﹂﹁定番
ないでしょうか︒
進化﹂﹁温故知新﹂と言い換え
トレンドその③
ていいでしょう︒それらの追求
する動きがさらに強まるに違い
ありません︒
︵フードスタジアムより︶

‥
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その３

空海！感動の言葉

２０１２年後半の｢飲食トレンド｣が見えて来た!!
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﹁がぶ飲みワイン﹂業態は定
着期に入りました︒バルやビス
トロスタイルの料理もいまや定
番となり︑次のマーケットを引
っ張るだけのパワーはもはや感
じられません︒そうしたなかで
話題の﹁俺のイタリアン﹂グル
ープのバリュークリエイトが︑
新業態として﹁俺のフレンチ﹂
１号店を５月 日︑銀座にオー
プンさせました︒シェフには高
級フランス料理店﹁シェ松尾﹂
の取締役総料理長も務めた能勢
和秀氏などを迎え︑本格的なフ
ランス料理を低価格で提供する
というのがコンセプトです︒
﹁シェ松尾﹂では１万円以上
する﹁牛フィレ肉とフォアグラ
のロッシーニ﹂が１２８０円で
食べられます︒しかも︑グラス
の赤とともに立ち飲みで食べれ
ば︑支払いは２０００円で上が
ります︒﹁俺のイタリアン﹂同
様︑﹁スーパーシェフによる世
界最高級の料理を極限まで一気
に価格破壊﹂することによって︑
突き抜けようとする戦略︒
こうした﹁ハイクオリティカ
ジュアル︵ハイカジ︶﹂が１つ
目のトレンドとして大きな波に
なりそうな予感です︒
トレンドその②
16
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すことです︒その上で︑あな
たが納得すれば︑自分が許可
するか︑その上の上司にアピ
ールすることを実行すること
です︒
前に申し上げたように︑意
味なく問題を先送りするのも
ごまかしです︒自分が分から
ないことを知ったかぶりして
いるのもごまかしです︒分か
らないものは多少恥ずかしく
ても︑教えて欲しいという勇
気が必要です︒
自分の間違いを認めないの
もごまかしです︒
物ごとを損得や好き嫌いで
しか判断できないのも︑ある
意味ごまかしです︒

高い志を持って物ごとに取
り組むべきであり︑大所高所
からの判断が必要です︒
弱いものいじめをしている
のもごまかしです︒
ごまかさずに︑凛としてい
ましょう︒そういうリーダー
に人がついてきます︒
部下の意見を聞くことは大
事ですが︑その本質を理解し
て︑アドバイスなり︑俯瞰し
て将来を見据え︑自分の言葉
で利害関係者を説得した上で
実行に移すことが︑なにより
も大切なリーダーの要件であ
ると思います︒
︵Ｓ・Ｊ︶

２８００円のコース料理の中身は決まっ
ていません︒お客の要望を聞いてアレンジ
します︒刺身の後にあるカゴは︑刺身にし
てあるボタンエビの頭の天ぷら︒下の土鍋
めしは﹁福や銀次郎﹂の看板メニューです︒

10

身︑ボタンエビ︑縞アジ︒焼き
物にはＡ４ランクの摩周湖牛リ
ブロースを使い︑締めはウニと
ホタテを敷き詰めた土鍋めしを
出してくれました︒全９品は︑
どれもしっかりとした量があり

ます︒
﹁居酒屋以上︑和食店以下﹂
という同店のテーマに合わせ︑
旬の食材を和の技法で調理した
メニューが多い︒﹁品数だけで
はなく内容︑ボリュームまです
べてで満足してほしい﹂と︑料
理人を務める斎藤晋一代表は語
ります︒
ドリンクを加えて客単価は３
５００〜４０００円ほどになり︑
トータルの原価率は 〜 ％程
度に落ち着きます︒
料理以外の工夫も多い︒その
一つが︑予約席に置くカード︒
お客の名前を記したカードの裏
面には︑﹁御電話代﹂として
円玉を貼り付け︑カード自体は
５％割引券になっています︒﹁十
分なご縁を﹂という言葉が書い
てあり︑﹁ 円﹂﹁５％﹂をか
けています︒お客が 円玉や言
葉遊びに気づけば︑会話のきっ
かけにもなるし︑店を記憶しや
すくなります︒
満席で入れなかったお客に５
％割引券を渡すなど︑お客を逃
がさないよう努力もしています︒
お客の満足度向上に様々な方法
で取り組み︑開店２年目にして︑
﹁予約が取れない店﹂として知
られています︒
︵日経レストランより抜粋︶
38
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リーダーたる者︑部下に対してごまかさない

10

35

お客の７割が注文する２８００円コース

リーダーたる者︑部下の気 低１つは速やかに実現させる
持ちを解ってやることは大切 ことです︒根本的な問題解決
なことです︒しかも︑それが をしないと︑ガスは溜まるの
表面上だけではなく︑真正面 です︒
から取り組むことが必要です︒ 飲み会でのガス抜きは︑ご
ガス抜きをするといって︑ まかしです︒問題を聞いてや
部下と一緒に飲んでいる上司 ることはいいことですが︑そ
がいますが︑飲んで騒いでい れを解決しないと意味があり
るだけでは︑その場しのぎは ません︒
できても︑根本的な解決には
脱線しますが︑部下と一緒
なりません︒時間が経てば︑ になって会社や幹部の悪口を
ガスはまた溜まってくるので 言っている人にリーダーが務
す︒問題が解決していないか まるはずがありません︒
らです︒
部下の不満や提案をきっち
たとえば︑飲んでいる席で りと捉えて︑それが今ある経
３つのことを部下から指摘さ 営資源と比較して実行可能か
れたとしましょう︒もっとも どうか︑正しい方向を向いて
な提案であれば︑そのうち最 いるかどうかを︑しっかり話

12

10

弘前市の飲み屋街・鍛沿町の
はずれに目立つファーサードの
店があります︒オープンからま
もなく２年を迎える﹁福や銀次
郎﹂です︒木材を多く使い︑黒
と白を基調とした内装が落ち着
いた雰囲気を醸し出しています︒
表通りからは見えない店ですが︑
口コミを頼りに訪ねてくるお客
で 席が毎晩埋まります︒月商
は３４０万円ほど︒
福や銀次郎の売りは２８００
円のコース料理です︒事前予約
が必要ですが︑約７割のお客が
コースを選びます︒個人店の強
味を生かし︑その日の仕入れや
お客の好みに合わせて︑料理を
組み替えるため︑飽きがきませ
ん︒
コースの原価率は ％︒コス
トパフォーマンスの高さが人気
の理由です︒たとえば︑取材当
日のコースは︑先付﹁ヒラ茸の
焼きびたし︑ふぐ白子のフリッ
ト︑ズワイガニあんかけ﹂で始
まり︑お造りが生本マグロの赤
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速く歩き、強く握るべし

★﹁歩くスピードが遅い人は︑
速い人に比べて認知症の発症
リスクが１・５倍﹂という研
究結果が米国・ボストンのメ
ディカルセンターから発表さ
れました︒平均年齢 歳の健
康な男女約２４００人を対象
に︑ 年間に及ぶ追跡調査を
実施したもので︑ＭＲＩ検査
でも歩くスピードが遅い人は
大脳の総体積が小さく︑記憶
や言語・意志決定などの認知
力テストの成績が低いという
傾向が判明したといいます︒
★さらに﹁握力の強さ﹂も大
脳の総体積の大きさと関係が
あり︑握力が強い人ほど認知
力テストの得点が高く︑脳卒
中になるリスクが下がる傾向
が見られたそうです︒
★これと同様の調査結果が日
本でも発表されています︒
代以上の２５２７人︵男性１
０６４人︑女性１４６３人︶
を対象にした握力と死亡原因
との関係を約 年間にわたっ
て追跡した厚生労働省の調査
で︑男女ともに握力が強い人
ほど脳卒中になるリスクが下
がる傾向があることがわかっ
たのです︒
★歩く︑握るというのは単純
な動作︒意識して手足を動か
す習慣を身につける価値はあ
りそうです︒
︵ＳＭＢＣ経営懇話会︶

14

延喜時代から大酒合戦
最高は１斗９升５合

14

福や銀次郎（青森県弘前市）

従業員教育の一つのヒント(
3
8
)
｢全国繁盛店総点検｣〜２〜

一 口 メ モ
11

れた千住の酒合戦で︑検分役 の最高記録は︑文化 年３月
をつとめた大田蜀山人が﹁続
日に両国柳橋の料亭で行わ
水鳥記﹂として伝えています︒れた酒合戦で優勝した鯉屋利
八十
大酒飲みの記録
この酒合戦で使用された盃 兵衛の１斗９升５合とされて
は︑厳島盃︵５合︶︑鎌倉盃 います︒
近代に入ってからの酒合戦
現在は社会環境の変化や健 続いた壮絶な飲み潰し戦の末 ︵７合︶︑江島盃︵１升︶︑
康上の問題などから︑競技と に︑東軍の勝ちと決まりまし 万寿無量盃︵１升５合︶︑緑 で有名なのは︑昭和２年春に
しての大酒飲み競争はほとん た︒その合戦の模様は︑東軍 毛亀盃︵２升５合︶︑丹頂鶴 埼玉県熊谷市で催された﹁熊
ど行なわれなくなってしまい の大将であった茨木春朔が︑ 盃︵３升︶という大盃で︑ど 谷の酒合戦﹂で︑２円 銭の
ましたが︑わが国では昔から︑ ﹁水鳥記﹂として軍記風に記 れを選んでもよく︑芸者３人 会費さえ払えば誰でも参加で
きました︒このときの優勝者
飲み比べの﹁酒合戦﹂が催さ
は熊谷の人で︑記録は１斗２
れた記録がたくさん残ってい
升でした︒
ます︒
なお︑古くから宮中では酒
古いものでは︑延喜 年︵９
量を競う酒合戦のほかに︑儀
１１年︶に宮中で行われた８
礼に従った早飲み合戦という
人の公家による御前試合があ
り︑大盃８回の巡盃にも平然 しています︒ちなみに﹁水鳥﹂ が競技者の持つ大盃に酒を注 のも行われており︑室町時代
としていた藤原伊衛が宇多上 とは︑﹁水﹂は﹁消 ︵さんず ぎ︑１杯飲み干すごとに記録 に書かれた﹁親長卿記﹂には
皇から乗馬を賜っています︒ い︶﹂を︑﹁鳥﹂は﹁酉﹂を 係が記帳し︑検分役がこれを ﹁十度飲﹂という競技が記さ
近世で最も有名なのは︑慶 意味するところから︑古くか 見届けるというものでした︒ れています︒右方︑左方 人
ら﹁酒﹂の異名とされていま 優勝したのは野州小山の佐兵 ずつに分かれ︑順に５杯の酒
安元年︵１６４８年︶８月
衛という男で︑緑毛亀盃３盃 の早飲みを競った競技だった
日に川崎の大師河原で行われ す︒
一方︑個人戦で有名なのは︑︵７升５合︶をあけたといい といいます︒
た︑東西両軍に別れての酒合
︵日本酒百味百題︶
戦です︒東軍 名︑西軍 名 文化 年︵１８１５年︶ 月 ます︒
このような大酒飲み競技で
日に江戸郊外の千住で催さ
による団体戦で︑数時間ほど
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