データ＆トピックス
●外食業界・消費者動向
野菜で集客
を生み出せば集客力を集めるこ
外食産業で野菜への関心が とができる︒
高まっている︒
︵日経ＭＪより︶
日経レストランが飲食店を対
︿グルメ誌の特集紹介﹀
象にしたアンケート調査で︑こ

・す・せ・そ﹂
その昔︑町の酒屋は︑酒はもち
ろん︑醤油や酢︑みりんといっ
た調味料も網羅する﹁蔵もの専
門店﹂でした︒
時代とともに酒屋の姿も変わり
ましたが︑全国を巡り︑造り手
の顔が見える良質な﹁蔵プロダ
クツ﹂を揃える酒屋は︑実は今

を訪ね︑良質な﹁さしすせそ﹂
の選び方＆活用法を店主に教わ
ります︒
▽料理王国／７月号
特集１ 今ここにあるチャンス
をつかめ テイクアウト／ケー
タリング＆ネット通販
特集２ プロが探した！プロが
認めた！

人の勝負食材まで
特集３ 巻末レシピ集
６つのキーワードで読み解くＴ
ＯＫＹＯワインダイニング最前
線
▽料理王国／８月号
特集１ 話題のエリアで成功す
る５つの法則
特集２ サマースイーツ最前線
‥

‥

‥ ‥

‥
!
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立地は住宅地がほとんど︒客
層は近隣住民を中心に︑土・日
曜は子ども連れのお客も多く集
客します︒ファミリーでも入り
３・ 震災以降︑ターミナル駅周辺で飲食するよりも︑生活基 しめる店がまだ少ない︒今回の やすい内外装と︑明るく元気の
盤のある地域の駅周辺で楽しむ﹁地元飲み﹂が増えているといい 物件は︑たまプラーザ駅から徒 良いスタッフが老若男女を歓迎
ます︒それを当て込んで︑あえて地域を狙って出店する﹁リージ 歩３〜４分ほどの︑飲食店がい しています︒開放的な店頭には
ョナル・イン︵地域密着型出店︶﹂の動きが増えてきました︒
くつか入店するビルの２階です︒売りである﹁串カツ﹂の大きな
﹁１号店と比較して︑あまり立 文字と﹁赤提灯﹂をぶら下げ︑
グ卒業生であるプレジャーカン 地条件がよくありません﹂と言 賑々しい雰囲気でお客を呼びま
独立２年目で４店舗 パニー代表の望月大輔氏が運営 う望月氏は︑料理やワイン︑サ す︒
ービスの他に︑今回は﹁空間﹂
商店街を抜け︑住宅街に入る
坪で月商１千万円 する注目店です︒
その望月氏が４店舗目の﹁ワ にも力を入れ︑足を運ぶ価値を 幹線道路沿いに出店する﹁いわ
提供できるように努めました︒ ば都会のロードサイド型﹂︵貫
インビストロＤａｉ﹂を５月
現在︑世田谷︑尾山台︑中目 氏︶という出店戦略もユニーク
日に︑１号店と同じたまプラー
ザにオープンしました︒独立２ 黒︑都立大︑方南町︑武蔵小杉︑です︒これまで周囲にはなかっ
年目にして４店舗の出店︒しか 笹塚︑学芸大学︑渋谷︑蒲田と た赤提灯のスタイルで︑それぞ
も３号店の新百合ヶ丘店は 坪 合計 店舗︵ＦＣ含む︶を展開 れの街の雰囲気を変えてきまし
で月商１０００万円を達成する する﹁串カツ田中﹂︵代表はノ た︒このような新感覚の店づく
ートの貫啓二氏︶は︑既存の大 りで地域の飲食シーンを面白く
勢いです︒
半の串カツ店が苦戦しているな する若手の成功者が増えていま
超
繁盛の串カツ田中 か︑業界からの注目度も高い超 す︒
｣
夏には坪月商 万円 繁盛店です︒﹁串カツ＋生ビー 地域に密着し︑ニーズを掘り
ル﹂が圧倒的に売れる夏には︑ 起こし︑繁盛店を展開すること
望月氏の考える店舗開発は︑ 坪月商 万円︵世田谷店︶をは で︑その地域︑沿線をブランデ
ィングしていきます︒そんな﹁リ
﹁需要と供給がアンバランスな じき出しています︒
ージョナル・イン﹂
︵リーイン︶
場所へ出店すること﹂です︒た
戦略に注目したいものです︒
まプラーザや新百合ヶ丘などの 立地は大半が住宅地
︵フードスタジアムより︶
高所得者層はレストラン慣れし 客層は近隣住民中心
ているが︑住民が家の近くで楽

!!

‥

その４

空海！感動の言葉

リージョナル・イン戦略に注目

ＴＨＥ ＫＯＹＡＭＡ ＳＨＩＮＢＵＮ
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新感覚の店づくりで地域の飲食シーンを
面白くする若手の成功者が増えている︒
地域に密着し︑ニーズを掘り起こし繁盛

﹁リージョナル・イン﹂戦略
は︑地域の生活者を顧客ターゲ
ットに置きます︒大手チェーン
の出にくい小商圏エリアにピン
ポイントで出て行きます︒その
地域の昔からある老舗の個店と
共存しながら︑新しい顧客を掘
り起こし︑取り込んでいく感性
とパワーを持ちます︒地｢
元飲み
を避けてきた層が︑﹁こんな素
適な店があったんだ﹂と驚き︑
常連となっていくような雰囲気
の店づくりに長けています︒
たまプラーザ︑藤が丘︑新百
合ヶ丘など︑
田園都市・小
田急沿線エリ
アで店舗を展
開し︑いずれ
も大繁盛して
いる﹁アジア
ビストロＤａ
ｉ﹂︒グロー
バルダイニン
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の数年で野菜をメインの食材と ▽料理通信／７月号
も健在です︒
珠玉の食材を手に入れる／名店 特集３ 旬の素材﹁鮎﹂を極め
して使う料理を﹁増やした店﹂ 特集２ 酒屋に教わる﹁さ・し そんな︑今に生きる﹁三河屋﹂ の仕入れ哲学から気鋭シェフ４ る
は ・９％あった︒増やした店
の ・８％が業績にプラスの効
果があったと回答した︒
眼 明らかなれば︑途に触れて皆宝なり︵﹁続遍照発揮性霊集﹂︶
所へ流れるように︑あるいは一日が二
野菜で集客を目指す場合に
十四時間であるように︑あるいは人は
大事なのは﹁量﹂である︒
生まれると必ず死ぬように︑世界中の
ものの道理を見る目があいていれば︑
先の調査で野菜料理を選ぶ際
人が﹁なるほど︑そうだ﹂と納得でき
身のまわりのものがすべて
に何を重視するかを尋ねたとこ
ることをいいます︒この道理をわきま
大事なものだとわかる︒
ろ︑最も多かった回答が﹁野菜
えた人は︑毎日の生活の中で何を見て
の使用量﹂ ・３％ だった︒
も︑素直な目で正しくものを見ます︒
(
)
ところが飲食店への調査では︑
ニトログリセリンは爆薬の材料です︒くことです︒落ち着いて考えれば︑道 また︑折にふれて何を経験しても︑へ
使
和尚は︑ニトログリセリンが砂糖より 理にかなった︑よい智恵が浮かびます︒んな先入感をもたず︑素直にそれを身
｢用量 は
｣ ・７％に過ぎなか
った︒かなり多くの飲食店が消
甘いものだとは︑なめてみるまで知り
空海さんはこのことを︑奈良の唐招 につけます︒そのふだんの観察や体験
親
費者のニーズを取り違え︑ピン
ませんでした︒糖尿病患者が心臓発作 提寺へ写経を奉納したときの 達
｢唯文 ｣が︑いざというとき︑誰もがアッと驚
ボケ気味のアピールをしている︒
を起こしたときの救急薬は︑舌下錠つ という仏さまに供物を捧げるときの文 くような智恵となって湧いてくるので
一手間加えユニーク料理を
す︒
まりニトログリセリンです︒発作が起 の中でいっておられます︒
野菜をメニューに取り入れる
昔から﹁若いときの経験は買ってで
きたら舌の下に含みます︒もし︑これ
空海さんのいう﹁眼明らかな人﹂と
上で注意すべき点は︑
をもっていない患者さんが倒れたとき は︑つぎのことを知っている人です︒ もしろ﹂といいます︒たしかにそのと
①野菜は仕入れる日や地域によ
はどうするか︒患者の口をこじ開けて︑ 一つは﹁悪因悪果﹂といって︑悪い きは︑﹁こんなつまらないことをさせ
って食感の差が大きく︑それぞ
砂糖を舌の下に押し込むのです︒ほか 原因をつくれば悪い結果を招くこと︒ て︑時間や労力の浪費だ﹂と思うもの
れの野菜の特性を引き出す最適
にも野外で骨折や大怪我をしたとき︑ もう一つは﹁善因善果﹂といって︑善 です︒だが︑この宇宙には無駄なもの
な味付けや調理方法を探すこと︒
三角巾や副え木の使い方や︑ヨモギの い原因をつくれば善い結果が得られる など何ひとつありません︒あなたのい
②お店と消費者で野菜に対する
葉が止血剤になることなどを知ってい こと︒この二つのことを﹁因果応報﹂ まの仕事を真剣に実行してください︒
意識に差があることを知り︑お
る人は智恵のある人です︒
といいますが︑これが人間社会の道理 それがきっとあなたを成功に導きます︒
客のニーズに合わせること︒
︵中経文庫より︶
智恵はあわて者の頭には湧いてきま です︒
この２つのポイントに気をつ
せん︒いざというときは︑まず落ち着
道理というのは水が高い所から低い
けながら独創的な野菜メニュー

(
1
)

7653

(
2
)

90

(3)

ＮＯ.

７月
2012年

心と心をニュースで結ぶ

（４）

コヤマ新聞
No.
年７月
90/平成 24

http://www.koyama2525.co.jp/

90

ml

ml

40

リーダーは絶え間のない革新を追いかける
リーダーはひとつの成功を を常に考えます︒
姿勢を明確にします︒
す︒
大切にしますが︑それでは満
失敗でも同じです︒本来予
過去のいいものは残し︑そ
別の言葉で言うと︑リーダ
足しません︒もっと高い目標 想した成果と採ろうとしたプ うでないものはぶち壊して革 ーは︑新しいビジネスや組織
の設定を次に準備しています︒ロセスをしっかりと踏まえて︑新していく︒毎日普通と思っ を創造するということです︒
ピーター・ドラッカーは︑ 失敗した原因を追求し︑その てやっている仕事であっても︑人をつくるというのもひとつ
このようにも言っています︒ 失敗を今後の糧とします︒失 なぜその仕事が存在している です︒
﹁リーダーは︑目標達成が 敗しても前向きに︑それを活 か︑不要であれば止めてしま
先人の言葉に︑﹁若い人は
できて喜んでいるだけではい 用するという姿勢です︒
おうと常に考える︒必要なら︑ 仕事を造れ︑歳をとったら人
けない︒次の目標を設定する
失敗を認めて︑それを勉強 それをさらに良くできないか︑を造れ︒﹂とあります︒
ことが仕事だ﹂と︒
代として︑会社のノウハウ 財
常に志を高くもつこと︑チ
( もっと効率が上がらないか︑
ひとつの成功が何を意味す 産︶として︑関係者に周知徹 そんな意識を高く持っていま ーム全体が上昇志向で動ける
るのかを考え︑その成功を梃 底することです︒会社の意志 す︒それが改善であり︑イノ ようにするのがリーダーの役
子に︑次にどれだけ横に展開 でやったものを︑間違っても ベーションです︒そういう核 割ではないでしょうか︒
できるか︑量的に増やせるか 部下の責任として追求しない 心の意識が備わっているので
︵Ｓ・Ｊ︶

光の影響から酒を守る
主流は茶色と緑色の瓶
日光の影響を受けにくいの
は︑﹁黒瓶﹂︑﹁茶瓶﹂などの
褐色瓶︑﹁ダークグリーン瓶﹂
といった緑色の瓶の順とされ
ています︒透明瓶や白瓶︑ス
モーク瓶などはいずれも日光
の影響を受けやすく︑その程
度にはほとんど差がないとい
います︒最近は︑光の影響に
よる酒の劣化を防ぐためにプ

5
0

｣

︱︱メディアでも話題になった︑
社員旅行でクイズ 問に正解す
ると﹁半年間の有給休暇﹂とい
うのには驚きました︒
山田 ウチは毎年︑全員参加
の社員旅行をやっており︑５年
に１度は海外へ行く︒昨年はエ
ジプトに行く予定で︑旅行委員
の社員が考えたのが﹁クイズで
有給休暇﹂の企画だった︒ウチ
はもともと有給休暇を使えば半
年休めるから︑正解すれば﹁丸
々１年間休める﹂と話題になっ
たわけだよ︒結局︑エジプトの
政情不安で旅行自体が中止にな
ったので︑費用１億円は東日本
大震災の被災地に寄付させても
らいました︒
︱︱ 歳の平社員の平均年収が
約７００万円とか︑育児休暇３
年︵何度でも︶とか︑気前がい
いですね︒
山田 社長の仕事というのは
ね︑社員を幸せにして︑﹁この
会社のためにがんばろう﹂と思
ってもらえるような﹃餅︵イン
センティブ︶﹄を与えること︒
社員がヤル気を出して会社が儲
かれば︑分け前をまた﹃餅﹄に
する︒それだけだよ︒バブル崩
壊後︑多くの会社が︑正社員を
派遣社員やアルバイトに切り替
えてコストを下げようとしたで
しょ︒だけど︑それで会社が儲
かるようになったのか︑って聞
きたいですよ︒人間︵社員︶を
﹁コスト扱い﹂
するな︑ってね︒
ノルマや上司への﹁ホウレン
ソウ︵報告︑連絡︑相談︶﹂も
禁止︒支社や営業所も社員が勝
手に作ったとか︒儲けるにはヨ
ソと違うことをやれ︑差別化を
図れ︑とも︒
会社は︑昭和４０年創設の建
築電気業で︑名証２部上場︒社
員約８００人︑売上高２００億
円超︒創業以来︑赤字なし︒
︵産経新聞配信︶
65

相変わらず先行きが見えない
日本経済︒その中で極めてユニ
ークなやり方で業績を上げてい
る岐阜県の中堅企業がある︒営
業のノルマ︑残業は一切禁止︑
定年は 歳︑年間の休暇は有給
休暇を除いても１４０日︒しか
も全員が正社員⁝︒人呼んで︑
日本一﹁社員﹂が幸せな会社︒
未来工業創業者の山田昭男氏へ
のインタビューを抜粋します︒

︵日本酒百味百題︶

ラスチックをコーティングし
た瓶や︑光を遮断するチタン
製の瓶なども登場してきてい
ます︒
日本酒に悪影響を及ぼすの
は主として紫外線ですから︑
屋内での保管に際しても︑紫
外線には注意しなければなり
ません︒保管する場所の照明
は必要最小限にすることはも
ちろんとして︑蛍光灯や殺菌
灯といった有紫外線光源は絶
対に避けることが大切です︒
︵明るいショーケースはよく
ありません︒︶光源としては︑
白熱灯が理想的といわれてい
ます︒
日本酒を長時間日光にさら
したときに発生する異臭を︑
﹁ひなた臭﹂︑﹁日光臭﹂な
どといいますが︑それらを総
じて﹁瓶香﹂と呼びます︒こ
の臭いについてはいろいろな
表現がありますが︑臭いの性
質は酒の酒類によって異なり
ます︒

7
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従業員教育の一つのヒント(
3
9
)
いますが︑その理由は主とし
て︑酒の保存性をよくするた
めです︒日本酒は非常にデリ
ケートな酒で︑温度や光︑振
動に対して極めて敏感に反応
します︒このうち光の影響に
ついては瓶の色が問題になり
ます︒
日本酒は日光︑とくに紫外
線に当たると変色したり異臭

未来工業創業者
山田昭男氏

3
0
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社｢員をコスト扱いするな
岐阜に日本一幸せな会社

オフィス街で働く会社員たちの 続けること︒儲けは少ないが︑ と断言しました︒
心をがっちりつかんでいます︒ そういう店が最後に生き残る﹂
︵日経レストランより抜粋︶
﹁広告宣伝はほとんど打ったこ
とがないが︑１日に１４０〜１
目から鱗／トピックス
５０人が来店してくれる︒新鮮
な魚を安く提供する店という口
コミが広がって︑お客が増えて
きた﹂︵秋庭氏︶︒実際︑売り
上げは２００８年のオープンか
ら３年連続で︑前年比でプラス
を続けています︒
秋庭氏が︑外食業界に足を踏
み入れたのは︑ 年以上も前︒
多くの業態を経験し︑店の移り
変わりを見てきました︒最後に︑
店を長く続ける秘訣を聞くと︑
﹁美味しくて安い料理を提供し
手前から時計回りに｢関サバ刺し｣(800円)､｢関アジ
刺し｣(700円)､天然生マグロ中トロ(700円)｡魚はオ
ーナーの秋庭久輝氏が毎朝市場に足を運んでいる。
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1
3

を発しやすいのですが︑茶色
や緑色の瓶は﹁青瓶﹂に比べ
て︑この影響を受けにくいの
一升瓶の色には意味がある︒
です︒そのため︑昭和 年頃
から﹁茶瓶﹂に転換する酒蔵
頃までの一升瓶は薄いブルー が急増し︑﹁青瓶﹂はほとん
の﹁青瓶﹂が主流でしたが︑ ど見られなくなりました︒現
その後は茶色の﹁茶瓶﹂や緑 在は一升瓶︑小型瓶ともにい
色の瓶が取って代わりました︒ろいろな色の瓶が使用されて
現在も小型瓶も含めて瓶の色 いますが︑保存管理上︑感心
は茶色︑緑色が主流になって できることではありません︒

50

コヤマカンパニー

八十 一

7
5

ml
ml

お値打ち価格の鮮魚料理で
オフィス街のお客の心をつかむ

ＩＳＯ委員会の報告

ml

忠助(海鮮居酒屋／千葉市)

ＮＰＯ﹁世界の子どもにワ
クチンを﹂日本委員会へエコ
キャップを寄附する運動を続
けているコヤマカンパニーＩ
ＳＯ委員会はさる６月 日︑
１万９９６０個のキャップを
寄附しました︒これによって
累計で 万７６００個に達し
ました︒６８４人分のワクチ
ンを届けたことに相当します︒
ご協力いただきありがとう
ございます︒今後も継続し活
動いたしますので︑よろしく
お願い申し上げます︒

｢全国繁盛店総点検｣〜３〜

5
4

﹁忠助 海浜幕張店﹂は︑Ｊ
Ｒ幕張駅からすぐの商業ビルに
あり︑月商１２００万円を稼ぐ
繁盛店です︒売りは︑オーナー
の秋庭久輝氏が自ら千葉中央卸
売市場に毎朝足を運んで仕入れ
る新鮮な魚です︒国産の天然も
ので︑釣った魚にこだわります︒
魚にうるさいお客の多様なニー
ズに応えるため︑魚だけで常時︑
種類以上をそろえます︒
それを競合店が真似のできな
い低価格で提供します︒﹁とに
かく原価を掛けてリーズナブル
な価格で提供するのがうちの方
針﹂と秋庭氏は語ります︒
例えば︑目玉料理の﹁関サバ
刺し﹂の価格は８００円で︑原
価率は ％︒天然生マグロ中ト
ロの価格は７００円で︑原価率
は１００％だといいます︒
トータルでも料理の原価率は
％と高い︒料理だけでなく︑
ドリンクも安い︒レモンサワー
やウーロンハイが２５０円︒日
本酒も銘柄によっては１合２５
０円で販売します︒
こうした店の方針は︑幕張の

ml

市販され流通している日本
酒の容器には︑木樽や紙パッ
ク︑ペットボトル︑アルミニ
ウム缶などもありますが︑最
も一般的なのは一升瓶に代表
されるガラス瓶であり︑現在
も流通容器の ％を占めてい
ます︒
ガラス瓶の主役は何といっ
ても容量１・８Ｌの一升瓶で
すが︑その他︑９００ ︑７
２０ ︑５００ ︑
３００ ︑
１８０ の小型瓶︵容量７２
０ 以下の瓶は﹁小瓶﹂とも
呼ぶ︶もあり︑このうち９０
０ は全国統一型の瓶です︒
また︑７２０ 瓶は容量と
価格との兼ね合いが手頃なた
めか︑吟醸酒や純米酒といっ
た高付加価値型の日本酒で多
く採用されています︒
ところで︑昭和 年代半ば
ml
ml

（２〜３）
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