新しいものを取り入れるために︑
古いものを捨てる︒

ラミンやホーローで大衆イメー
ジ︒
メニューは﹁トム・ヤム・フ
ォー﹂７８０円︑﹁蒸し鳥とカ
リカリベーコン﹂４９０円︑﹁ネ
パール水ギョーザ﹂３００円︒
ドリンクメニューはグラスワイ
ン４種のほかビール︑ハイボー
ルなど４８０円︒これだけアジ
アンテイストを詰め込んだ業態
は異色︒
︵日経ＭＪ︶

︿グルメ誌の特集紹介﹀
▽ミーツ・リジョナル／５月号
特集 街暮らしが変わる︑関西
の店︑モノ・ひと
これからは︑自己満足が暮らし
を変える 町家や長屋をリノベ
ーション︒団地や倉庫をコンバ
ージョン︒一軒家で自分流の暮
らしを模索する人たち⁝︒
金がなくとも工夫と愛にあふれ
た日々を送る彼らに共通するの
は︑衣食住を自分の目線で選び
取る姿勢︒そんな暮らしを後押
しするジェネラルストアが立ち
並ぶストリートの様子は 年前
なら想像もつかない光景だ︒
２０１３年春の新生活︑街暮ら
しの新しいフレームづくりを手
伝ってくれる関西の店︑モノ︑
ひとを紹介します︒
▽ミーツ・リジョナル／６月号
特集 通巻３００号記念
ミーツのええ店︑ええ人１００︒
1
0

心者にオシャレに
カジュアルに日本
酒を飲んでもらい
たいと言うオーナ
ーの小椋道太さん
は︑﹁シャンパン
グラスで日本酒を
！﹂という新しい

日本酒初心者も気軽に

ができます︒ポーションは１５
０ 均一︒人気の純米系だけで
なく︑５００円均一の普通酒＆
本醸造も充実させています︒ま
日本酒業態の進化が続いています︒﹁日本酒バル﹂や﹁日本酒
すでに業界関係者の視察が絶
さ
に
日本酒の﹁学校﹂です︒
バー﹂が次々にオープンし︑酒器や提供法も多様化︑﹁地方活性 えない注目店︒﹁こぼれスパーク
日本橋に昨年 月オープンし
化﹂業態も増えています︒その﹁ネクストステージ﹂とは？
リング﹂でカジュアルワイン業 た﹁川口酒店﹂は昭和 年築の
態の先駆者となった神田の﹁ヴ 古民家を改造した﹁日本酒Ｂａ
ィノシティ﹂の日本酒版と言え ｒ﹂スタイル︒１階はサク飲み
るかもしれません︒
できるスタンディング︑２階は
吉祥寺に２月７日にオープン ゆったり寛げるテーブル席︒バ
１月 日︑東京・中野にオー スタイルを提供しています︒フ したオール立ち飲みスタイルの ーでありながらチャージもお通
プンした 日本酒バル 青二才 ︒ ルート型のシャンパングラスは 日本酒専門店﹁ＰＬＡＴ ＳＴ しもありません︒杯は錫製と凝
｢
｣
若い人︑女性をはじめ日本酒初 見た目にもやわらかく︑優しい ＡＮＤ
﹂は︑新宿で人気の っており︑冷酒であれば半合︵３
イメージ︒そして︑日本酒の爽 立ち飲み日本酒店﹁日本酒スタ ００円〜︶︑１合︵６００円〜︶
やかさを引き立て︑じっくりと ンド
﹂の２号店︒キャッシ とサイズが選べます︒
日本酒を味わうのに適していま ュオンデリバリーのセルフスタ
これらのニュースタイル３店
す︒日本酒のポーションは３勺 イル︒ユニークなのは︑店の真 舗に共通しているのが︑﹁気軽
３
(２０円︶︑５勺︵４５０円︶︑ん中に酒燗器２台設置︑ちろり に１杯からでも飲めること﹂︑
７勺︵７００円︶でそれぞれ均 と燗酒用の温度計も用意されて ﹁多種多様な銘柄を選べること ｣
一価格︒あえて﹁勺﹂表示する いること︒燗もセルフで行えま ﹁杯のサイズや酒器も店によっ
のも酒落ています︒
す︒最初は冷やで︑途中から燗 て様々であること﹂の３点です︒

!?

データ＆トピックス

︵日経ＭＪ︶ を出店︒店舗面積 ㎡︑７席︑
狭い立地に女性客呼ぶ
立ち飲み主体︒営業時間は７時
アジア風立ち飲み店
〜 時︒女性客が４割︒客単価
●外食業界・消費者動向
マチカドバル新橋店︵プロン はランチ１０００円︑夜１２０
ストーリーある接客
している︒
トコーポレーション︶
０円︒
メリハリつけ客掴む
焼肉ソムリエを前面に打ち出
２０１３年 月︑東京新橋に
店は狭いが内装は至るところ
﹁ツカミ﹂﹁中押し﹂﹁ダメ す︒個店でも導入できる取り組 アジア料理主体︵昼は喫茶︑夜 でアジアの雰囲気を表現︒食器
押し﹂という３つの山場を設け みとして参考になる︒
はワインなど︶の新業態１号店 もベトナムやタイで一般的なメ
た接客で︑売り上げを ％伸ば
した︵１１８０万円 １３８０
万円︶︒
栃木県真岡市の焼肉﹁真岡闇
市﹂︒松阪牛を現地の牧場から
直接仕入れ︑高品質な肉や希少
部位を客単価３０００円で提供
もちろん私も︑正しい決断ばかりして ものを得ようとするわけだから︑反対さ
し︑焼肉ソムリエが接客︒
きたわけではない︒間違った決断も随分 れるんです︒私が証券セールスをやめる
﹁ツカミ﹂ 松阪牛に関する
してきました︒あるときそれを整理して と言ったときも︑口々に言われました︒
肉の霜降り具合や各部位の特徴︑
いままでこの営業体制をつくる
みると︑正しい決断にも︑間違えた決断 ﹁社長︑
タレの使い分けといったウンチ
にもそれぞれ共通項があることが分かり のにどれだけ苦労したか分かりますか﹂
クを設明し︑そのうえで焼肉ソ
と︒そこで何を言ったって説得できない︒
ました︒
ムリエが︑一枚目の肉を焼きつ
正しかった決断は︑すべてマイナスの それができるのは社長の思い込みしかな
つ︑お手本を示す︒お客に最初
決断︑捨てる決断です︒そして︑間違え いですよ︒
から焼く作業を任せると︑せっ
ところが︑加える決断はみんな納得す
た決断は︑すべからくプラスの決断︑足
かくいい状態の肉が美味しく食
し算の決断︑捨てないで加える決断だっ るんですよ︒捨てないから︒決して加え
べてもらえない︒焼き方を教え
る決断がすべてダメだということではな
たのです︒
る際もインパクトを与えるよう
私はどうしてかと自分なりに分析して いのですが︑順番としては︑まず捨てて
に工夫している︒﹁タンの片面
みました︒
からでないと得られないと私は考えてい
焼き﹂﹁カルビの三七焼き﹂な
捨てる決断で何を捨てるかというと︑ ます︒
ど特技を伝えるイメージだ︒
全部過去に積み重ねてきたものです︒そ
禅の言葉に︑﹁坐忘︵ざぼう︶﹂とい
﹁中押し﹂ 食事が進んで落
れは︑いろんな努力︑苦労の集積だから︑う言葉があります︒新しいものを取り入
ち着いた頃のタイミングで︑メ
捨てることによる痛みが計算できる︒
れるためには︑まず古いものを捨てなけ
ニュー提案や焼き方裏技の披露
ところが︑捨てて得られるものは︑全 ればならないということです︒まず古い
など行い︑追加注文を引き出す︒
部未来のことです︒将来のことはやって ものを捨てて場所を空けないと︑新しい
﹁ダメ押し﹂ ３回来店して
みないと分からないから計算できない︒ ものは入らないのです︒
焼肉ソムリエの教えを受けたお
計算できるものを捨てて︑計算できない
︵致知出版社︶
客を﹁焼肉奉行﹂と認定して︑
金のトングを使える特典を用意
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日本酒業態のネクストステージは？
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今こそ存在の原点に立ち返
り︑﹁自店の主たる顧客は誰
か？ ︑
｣そ
｢の主たる顧客にと
っての価値を圧倒的に高める
にはどうすべきか？﹂︒この
２点を考え抜いて︑すぐに改
善すべきときではないでしょ
うか︒
ネット社会の急速な広がり
によって︑情報洪水を起こし
ていますが︑本流を見失うこ
となく︑目利きして採り入れ

28

ることが肝要だと思います︒
今後も︑決して自己満足に
陥らずに︑皆さま方のお店に
とって少しでも参考になるよ
うな有効情報を掲載してまい
りたく思いますので︑ご意見︑
ご要望などどしどしお寄せく
ださい︒お待ち申し上げてお
ります︒
株式会社コヤマカンパニー
小林 俊郎
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ークは９７年の 兆円︶︒
さらに支持される店と支持
されない店との差がはっきり
と表れるようになりました︒
また︑﹁外食の競合相手は他
の外食だけでなく︑中食﹂と
言われて久しいですが︑いよ
いよ現実になって来ました︒
ですから︑コンセプトをきっ
ちり確立できないでいる飲食
店はあっという間に淘汰され
てしまいます︒

2
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100

正しい決断と間違えた決断の共通項／松井道夫（松井証券社長）

28

２００５年２月発刊以来︑
８年余︑﹁よく１００号まで
続けられたなぁ﹂というのが
正直な感想です︒
初めの頃はネタ探しにも苦
慮し︑宣伝臭い記事が随分と
多かったのではないか？と反
省しきりです︒
さて︑この間︑外食産業の
市場規模はますます縮少し︑
２０１２年には 兆円台にま
で落ちてしまっています︵ピ
2
2

株式
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食ビジネス考

１００号にあたって
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収入や社会的地位を考えてし
まいます︒自分の損得を考え
てしまいます︒仕事に始めて
取り組んだときは︑それに目
一杯︑一所懸命になります︒
ところが︑会社生活が長くな
ってくると︑この仕事をする
ことで自分がどれだけ得する
かを考えるようになり︑つい
自分の損得で選り好みをする
ようになってしまいます︒ひ
たむきさが欠乏してきます︒
そうではなくて︑﹁初心忘る
べからず﹂であれと︒持つべ
きものはメンターであり︑友

前向きに︑明るく︑逃げず︑知ったかぶりせず
すことがあるでしょう︒普通︑
複数の案件を抱えているでし
ょうから︑そんな案件も当然
含まれます︒２つぐらいは嫌
な案件に取り組むぐらいの心
意気でなければなりません︒
それを放置したり︑他人に押
しつけたりしないで︑自分が
やることだ︑との教えです︒
そしてもう一つ︒﹁損得関
係だけで物事を見てはいけな
い︒中学生のときの純粋な恋
愛のように仕事をせよ﹂と︒
大人の恋愛であれば︑自分
の好みのほかに︑つい相手の

だちですね︒
自分の仕事への取り組む姿
勢を時々チェックする必要が
あります︒部下もちゃんと見
ているからです︒
前向き︵ポジティブ︶が良
い結果を生むのは︑スポーツ
でも一緒です︒ネガティブで
は前に進まない︒明るく前向
きに︑逃げずに進むことが肝
心です︒知ったかぶりは不信
感を与え︑まわりを暗くしま
す︒上司であろうが部下であ
ろうが︑﹁わからないことは
その場で聞く﹂ことが大切で
あると私は思います︒
︵Ｓ・Ｊ︶

ビール４社が 初｢の｣共同出資会社
の商品を搬送・保管するために ケースに入った商品をパレット
使われる︑荷役台﹁パレット﹂ の上に積んで搬送します︒商品
を共同で利用し︑適正に管理す が売れた後のパレットは︑メー
ることが目的です︒
カーに返却する仕組みです︒各
メーカーは卸や小売店向けに︑社のロゴの入ったパレットを約
社の加盟会員間で共同利用す
る任意団体はすでに２００４年
からありましたが︑今回は法人
化に踏み切ります︒
その理由は︑パレットの管理
問題です︒
﹁業界全体で毎年 万枚のパ
レットが行方不明になっており︑
毎年約 億円が新しいパレット
の購入費に消えます︒パレット
が足りず工場の出荷がもう少し
で止まりそうになったビールメ
ーカーもあるほどです﹂︵ビー
ル酒造組合︶︒
工場では商品をパレットに積
むところまで自動化しているた
め︑予定出荷数量に準じたパレ
ットがそろわなければ出荷もで
きません︒しかも小売りチャン
ネルの複数化で未回収パレット
は年々増えているといいます︒
消えたパレットは︑卸や小売
店の倉庫に放置されたり︑店頭
で別商品の什器や台などに勝手
に流用されたりというケースが
多いといいます︒だが各メーカ
ーにとっては取引先でもあり︑
あまり強いことは言えないとい
うのが泣きどころでした︒
共同出資会社であれば︑﹁仮
に取引先にパレットの返還を求
め法的措置を取ることになった
場合もやりやすい﹂︵丸山高見
アサヒビール常務︶︒これを機
にパレットを伝票管理し︑居所
を把握するシステムなども構築︑
パレットの在庫の適正管理に努
めるといいます︒
製造コストを極限まで削って
いるにもかかわらず︑毎年︑ま
ったく必要のない経費として億
単位でカネが飛んでいたパレッ
ト問題︒共同会社化でこれが一
挙に解決に向かうだけでなく︑
相互理解で新たな展開に向かう
のではとの見方すらあります︒
︵週刊ダイヤモンド︶

・酒塩 少量の塩で味をとと る魚に用いられます︒
のえた酒︒下処理として材料
ところで︑﹁みりん﹂は室
を漬け込んだり︑焼きものの 町時代末期から江戸時代にか
仕上げに塗ると︑味がととの けて造られ始め︑当初は甘口
い上品な仕上がりになります︒の酒として飲用されていまし
・酒煮︵酒塩煮︶ たっぷり たが︑江戸時代後半頃から主
の酒を使って煮ること︒味つ として調理料として用いられ
けは塩だけで︑酒の風味を最 るようになりました︒今日で
大限に生かす調理法︒醤油を は日本酒以上に︑日本料理に
使う場合は︑ごく少量に控え 欠かせない調味料として重宝
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(
されています︒
ます︒
みりんの主な成分は︑糖分︑
・酒八方︵酒塩八方︶ だし
に酒を加えたもので︑主とし アルコール分︑アミノ酸︑有
てくせのある材料をあっさり 機酸︑香り成分に大別されま
と炊く場合に用いる八方だし すが︑これらの複雑な成分組
成が︑みりんのさまざまな調
の一種︒
理効果を生むことが分かって
・すっぽん仕立て 丸
(仕立て )
多量の酒を用いた吸いものの います︒
仕立て方︒スッポンをはじめ︑ その効果は︑①料理に上品
オコゼやコチなど︑くせのあ な甘みをつける︑②旨みを増
強する︑③照りつやを出す︑
④適度な焼き色をつける︑⑤
好ましい香りをつける︑⑥味
をまろやかにする︑⑦味の浸
透性をよくする︑⑧材料の煮
くずれを防止する︑⑨材料の
生臭みを消す︑などです︒
ただし︑これらの効果を得
るには本みりんがよく︑アル
コールをほとんど含まないみ
りん風調味料では︑甘みや材
料の照りは出せますが︑生臭
みを消す効果や加熱によって
得られる香気や風味はあまり
期待できません︒
︵日本酒百味百題︶

インサイドレポート

犬猿の仲の４社を取り持った
のは︑パレットでした︱︱︒
激しい販売競争に明け暮れる
ビール４社が史上初めて共同出
資会社を設立しました︒酒など

毎年約33万枚18億円のパレットが行方不明

の生臭みやくせを除き︑酒の
風味を移すための調理法︒鍋
に材料と酒少量を入れて︑汁
気がなくなる程度に煎りつけ
ます︒

その九十●調味料としての日本酒の役割

手を組ませた深刻なパレット問題

くれないので︑いつまでたっ
ても自分は知ることができま
せん︒
﹁明るく﹂については︑自
分がどん底にいても︑﹁朝の
来ない夜はない﹂﹁夜明け前
が一番暗い﹂と︑自分自身に
言い聞かすことです︒また︑
﹁自分が嫌な案件から逃げず
に︑常に２つはやること﹂と
教えられたこともあります︒
人間力の高い人とは︑嫌な
顔をしないで人の話をよく聞
く人です︒誰しも苦手な分野
ややりたくない仕事に出くわ

(

臭み消し旨みを加える
みりんの調理効果も大

日本酒は︑日本料理では調
味料としても用いられます︒
その主な効果は︑材料の臭み
を消す︑旨みを加えて風味を
よくする︑材料を柔らかくす
る︑などです︒そのため︑と
くに魚介類や肉類の調理には
欠かせない調味料の一つとさ
れています︒また︑和えもの
や酢のものなど︑酒を加えた
後は加熱しない料理など︑ア
ルコールは邪魔だが酒の風味
だけを生かす場合には︑酒を
鍋などに入れて火にかけ︑ア
ルコール分を飛ばしてから用
います︒これを﹁煮切り酒﹂
といいます︒
次に︑日本酒を主な調味料
として用いる代表的な例を挙
げます︒
・酒煎り 魚介類や鳥肉など

大量の未回収が経営問題になりつつあるビール業
界。そのパレットを囲んで、共同出資会社設立を
発表したビール４社首脳。
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嫌なことや難しいことがあ
っても﹁前向きに﹂考え行動
する︒後ろ向きでは何事も始
まりません︒
﹁明るく﹂は基本で︑明る
くないといい仕事はできませ
ん︒﹁前向きに﹂﹁明るく﹂
仕事をしていたら︑成功する
こともあるが失敗もやらかし
ます︒そんなときには︑﹁私
の責任です﹂と︑失敗の責任
は自らにあると﹁逃げずに﹂
謝罪をします︒﹁知ったかぶ
り﹂をしていたら︑相手に迷
惑がかかります︒誰も教えて

バッチリでした。
ロゼワインはまた、春ゴボウに
も合う合う！ ここまで日本食
に合うとは…！ 当然肉料理Ｏ
Ｋ！ 最初の前菜からメイン料
理までこれ１本で行けちゃうん
ですよ。
やっぱり何でも試してみないと
分からないですね！
次回はどんなワインと巡り会え
るでしょうか？
ワインアドバイザー
ＡＫＩＨＩＫＯ Ｍ．
関西ではなかなか売れないロゼ
ワイン！（コヤマだけ？）。何
故か赤ワインがよく売れちゃう
んですよね！ ポジション的に
赤と白の間だから、中途半端な
のでしょうか？ でも飲んでみ
れば売り文句通り和・洋・中と
も料理にはオールラウンドに合
っちゃうんですよ！ マグロな
どのお刺身を良いお塩でいただ
いたときに恐る恐る合わせてみ
たのですが、なま臭さもなく塩
のミネラル分がワインとの相性

従業員教育の一つのヒント(49)

①ロゼワインの巻

〜あき丸ワイン漫遊録〜

（２〜３）
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