データ＆トピックス
として５００円払うシステム︒
その５００円で紀伊国屋のパン
が食べ放題となり︑自家製で人
気の高い同社の様々な種類のパ
ンが食べられる仕組みだ︒
店舗面積２５０㎡︒想定客単
価２５００円に設定︒客層は
〜 代で︑ちょい飲み客に響く
多様なサービスを試行する︒
︵日経ＭＪ︶
マイナー魚で驚きを演出
調理法工夫︑価格安く
愛知県岡崎市の﹁竜のおとし
子﹂東岡崎店は店舗面積１０９

▽

▽

▽

周年を迎えて

㎡︑月商６８０万円︑客単価３
７５０円︵夜︶︒
﹁こんな料理︑食べたことが
ない﹂と連日︑お客が驚きの声
をあげる姿が頻繁に見られる人
気店︒
ギス︑アカイエ︑ハチビキ︑
ヤガラといった知名度は乏しく
流通ルートに乗りにくいおいし
い魚を刺身や煮つけで提供して
いる︒メニューには﹁１〜２人
前﹂とあるが実際には﹁３〜４
人前 ︒
｣ボリュームでサプライ
ズ・プライスで提供している︒

中には原価率
品もある︒

〜１００％の商
︵日経ＭＪ︶

︿グルメ誌の特集紹介﹀
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▽日経レストラン／ 月号
特集 飲食ビジネス大予測／コ
スト増には﹁攻めの経営﹂で立
ち向かえ
・２０１５年に直面する５つの
課題
課題１ 続く人手不足 仕事の
仕組みを見直す 省
｢力化 を
｣急げ
／課題２ 社会構造の激変 ちょ
い呑み︑働く女性の増加﹁お一
人様﹂の獲得に商機／課題３
インフレ・食材高騰 料理の一
工夫や組み合わせで客単価アッ
プを狙え／課題４ 食の安全・
安心 安心に今のお客はお金を
払う 安さより付加価値アップ
めざせ／課題５ 外国人旅行客
の獲得 ハラール対応と礼拝用
サービスで増えるイスラム教徒
を取り込む
・２０１５年を勝ち抜く５つの
トレンド
肉のブーム続く／個性派食材の
浸透／高まる健康意識／スイー
ツの﹁技術革新﹂／進化する調
味料
・２０１５年からの店づくり
気付きを与えれば自然に人が集
まってくる／浜倉好宣︵浜倉的
商店製作所代表︶
い
り 好｢
きだ ｣自分が
｢いな よ｣
そう思える店をつくる／森智範
Ｍ
(＆Ｃ代表︶

1
2

●外食業界・消費者動向
買ったワインをバーで
ワインを無料で飲食店側に持ち
込めるサービスが人気を集めて
キノクニヤ ヴィノキッチン
高級スーパーの紀伊国屋とＪ いる︒
Ｒ東日本フードビジネスが手を
チーズなど癖のある商品をバ
組んだワインバー﹁キノクニヤ ーで飲食してもらうことで食わ
ヴィノキッチン﹂がＪＲ三鷹駅 ず嫌いが減らせるなどの狙いも
に開店︒駅ビルに入店していた ある︒
隣り合う２店舗が壁を取り払い︑ スーパー側からのワインの持
飲食と物販を組み合わせた融合 ち込みが原則無料のかわり飲食
店を開発︒スーパーで購入した する来店客はテーブルチャージ

解説者の私が座右の銘としてい
る言葉があります︒﹁過去と他人
は変えられない︒しかし︑今ここ
から始まる未来と自分は変えられ
る﹂︒アドラーを源流とする人間
性心理学に属するエリック・バー
ンの言葉です︒私はこの言葉のお
陰で人生が変わりました︒
この考え方を活かす上で大切な
のは 本
｢当はどちらが悪いのか？
という﹁原因﹂を追及することは
ムダだ︑ということです︒仕事や
家庭において裁判官は不要です︒

③

‥

▽

税アップで庶民の生活は相変わ ろに酔える﹂という意味︒実際
らず厳しい﹂とばかり︑飲み代 には客単価２０００円台前半ま
を切り詰めて通う﹁せんべろ系 での大衆酒場業態を指します︒
大衆酒場﹂が賑わっています︒ 急成長している﹁鳥貴族﹂﹁串
せんべろとは︑﹁千円でべろべ カツ田中﹂はそんな大衆酒場人
気の中で登場してきた新しいせ
んべろ系の﹁ネオ大衆酒場﹂と
らです︒
捉えられてきました︒
つまり︑新たにどちらの顧客
常連さんの席まで決まってい
を向いて商売をするかではなく︑るという敷居の高い老舗大衆酒
場と違い︑若い人でも女性同士
でも︑ファミリーでも入れる気
軽さと開放感︒居酒屋のサービ
スと料理のレベルをキープしな
がら︑値段は居酒屋以下という
価値観がその人気を支えていま
す︒そんな﹁ネオ大衆酒場﹂が
これからは高品質化してくるの
は間違いありません︒
オリジナリティ性を高め︑飲
食店の原点としてのクオリティ
を強化︒安全な食材︑惜しまぬ
手間と手作り感︑心地良い環境
など︑総合的なホスピタリティ
を持った﹁高品質大衆酒場﹂の
登場です︒

高｢品質大衆酒場 が｣来る

﹁どちらが悪かったのか﹂に時間 なのです︒
健全な人は︑たとえ１００％他
や労力を注ぎ込むくらいならば︑
その分のエネルギーを未来の解決 人が悪い︑と思えるような状況で
に費やす方がはるかに生産的です︒も︑﹁今︑自分にできること﹂だ
ですから︑実際には上司や部下︑ けを見てエネルギーを注ぎます︒
配偶者などに非があったとしても 不健全な人は過去を愚痴り︑他人
﹁今︑自分にできること﹂だけを の悪口を言い︑自分が被害者だと
見ればいい︒もしも相手に気づい 訴えて同情を求め︑自らは何も行
てほしいことがあるならば︑気づ 動を起こしません︒どちらの人生
かない相手を責めるのではなく︑ が幸福になるか︑言わずもがなで
｣
自分の伝え方を変えるのです︒自 はないでしょうか︒
︵ダイヤモンド社︶
分の言葉が説得力を持つように︑
相手から信頼される努力をすべき

健全な人は︑相手を変えようとせず
自分が変わる︒
不健全な人は︑相手を操作し︑変えようとする︒

アルフレッド・アドラー／人生に革命が起きる１００の言葉

3
0

﹁ネオ大衆酒場﹂業態がます
ます増えてきていますが︑ここ
イクオリ
にきて︑ハイカジ ハ(
ティカジュアル＝価格以上の品
の波がネオ大衆酒場
質提供 化)
マーケットにも押し寄せてきま
アベノミクス効果で﹁景気が
した︒一方︑老舗大衆酒場の多
店舗化の動きも出てきました︒ 戻った﹂という雰囲気が沸き上
２０１５年は﹁高品質大衆酒場﹂ がり︑高単価マーケットが活性
がブレイクするかも知れません︒ 化している半面︑﹁円安や消費

発刊
10
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２０１５年初春︑おめでとう のおかず売場も︑この２年くら 自店を客観的に分析して︑どの
ような来店動機が多いのかを把
ございます︒
いで様変わりしました︒
本紙もはや第１２０号︑ 周
つまり︑個々人にとって︑行 握して︑それが自店の考える理
年を迎えることができました︒ きたい店はそれぞれはっきりし 想のターゲットと一致している
部分的であったにせよ︑お忙し ていますし︑妥協はしませんか のであれば︑品揃え︑メニュー
い中︑ずっと読み続けていただ ら︑以前のように幅広い客層の 構成︑接客︑雰囲気づくり︑す
きました皆さま︑ほんとうにあ 幅広いニーズを取り込んで商売 べての戦略を迷わずそのターゲ
りがとうございました︒少しで をする戦略では︑完全に競争に ットを想定して︑集中的に考え
もお役に立ち︑何かのヒントに 負けてしまいます︒小型店や個 抜くことが明暗を分ける鍵にな
なっていれば幸いでございます︒ 人のお店は︑なおさらターゲッ るでしょう︒
縮小経済の中で︑今後さらに
第１００号の紙面で︑﹁外食 トを絞り込む必要があります︒
の競合相手は他の外食ではなく︑ ターゲットを絞り込めば︑品揃 本質的な先鋭化競争が強まって
中食﹂との言葉を引用しました え︑接客︑内外装︑販促などの いくものと思われますが︑皆さ
が︑その傾向がますます︑しか 戦略が明確になり︑自店のアピ ま方にとりまして︑有益で限定
ール力が高まり︑お客様からも 的な情報を吟味して掲載してま
も急速に強まっています︒
酒を多少たしなむごく平均的 分かりやすいお店になります︒ いります︒ご意見︑ご要望など
な飲み手が︑﹁行こうとした店 絞り方も単に顧客の属性や地域 どしどしお寄せ下さい︒お待ち
は満席で断わられ︑他に行きた や行動特性だけで分析するので 致しております︒
い店はないから︑何か買って帰 なく︑もっとも重要なのは︑自
株式会社コヤマカンパニー
って︑今日は家飲み﹂と言って 店に対する来店動機です︒それ
代表取締役 小林俊郎
いるのをよく耳にするようにな が自店のアピールするべき魅力︑
りました︒デパ地下もコンビニ 広げるべき強みとイコールだか
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▽

▽

東急目黒線武蔵小山駅で産声

以下２ページに続く

１ページより続く
争﹂も要注目です︒
五反田東口サイドにオープン
したばかりの 大
｢衆食堂ピン ︒｣
店が立地するのは︑風俗店が建
ち並ぶ妖しい雰囲気の通りを抜
けた︑飲食店やオフィス︑マン
ションが混在するボーダレスエ
リア︒そんな場所ながら日々︑
賑わいを見せている同店は︑西
口サイドの繁盛店﹁大衆酒場Ｐ
ｉｎｇ﹂の姉妹店です︒透明な
ビニールカーテンのファサード
がいかにも大衆酒場らしさを醸
しているが︑店内は古木や土壁
風のナチュラルテイストを活か
した環境でおしゃれな雰囲気で
す︒１号店も同じようにこじゃ
れた環境で従来の大衆酒場業態
のイメージを覆します︒メニュ
ーはハムカツ︑煮込みといった
古典的ラインをしっかりと押さ

▽

▽

▽

発泡酒47円

第３のビール２８円

約５５円

ＢＥＥＲ

!!
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・おことわり
紙面の都合上︑﹁世界に冠た
る日本酒﹂は１回休載させてい
ただきます︒

今︑日本酒は本当にうまい︒ のり甘口が好みである︒上品な
例えば︑埼玉の﹁神亀﹂︒やわ 和菓子のあっさりした︑あるい
らかく清々しい口当たりに︑エ は果物のさわやかな甘さで︑ベ
レガントな旨味と甘味がじんわ タベタしない︒米は本来︑甘い
りひろがり︑惜しみつつ喉へ流 ものだ︒それを芯まで磨いた吟
すとスッと消え︑またすぐ口へ 醸酒は雑味のとれた透明清浄な
運びたくなる︒しなやかで若々 甘味をほのかに含む︒日本酒の
しく︑飲み心地はまことに爽快 女性的な面である︒
今は甘口︑辛口はあまり言わ
だ︒日本酒の世界は豊饒そのも
れなくなり︑むしろ﹁旨口﹂を
のだ︒
使う︒旨口は︑甘辛の両方をは
いっとき日本酒に辛口ブーム じめ酸苦渋の五味をすべて含み︑
があった︒これはベタベタと甘 濃醇にまとまったり︑淡麗にひ
い人工甘味料添加酒への反動で︑ ろがったりする︒
某メーカーの名コピー﹁最近︑
私の好みは︑清々しく︑きれ
甘口の酒が多いとお嘆きの貴兄
に﹂は︑まさに日本酒好きの心 いな酒だ︒しかし水っぽい薄味
情を喝破し︑辛口という言葉は︑ とは違い︑さっぱりした飲み口
男ごころを刺激してか大流行し の中に日本酒の旨味とコクは十
分に入っているもの︒そして口
た︒居酒屋でも︑
に残らずスッと消え︑次の一杯
﹁酒は何にしますか﹂
がまた最初からさわやかに味わ
﹁辛口﹂
えるものだ︒こういう旨い酒は︑
﹁へい﹂
こればかりになった︒また︑ 旨いゆえに本当に肴を必要とし
ない︒本当に︑と言うのはそこ
﹁酒は何があるの﹂
にあっても箸がのびずグラスを
﹁地酒です︒辛口﹂
離さないのである︒
﹁それそれ︑それをくれ﹂
私は時折︑若いお嬢さんに︑
辛口の魔術︒まず九十九パー
セントが﹁辛口﹂と答えただろ ﹁おいしい日本酒を教えてくだ
し
う︒甘口などと言えば人間まで さい﹂と言われ︵エヘヘ ︑)
も甘い奴と見られかねないよう かるべき銘酒居酒屋へご案内す
る︒入門者向きの重くないもの
だった︒
これはバブルへ向かうモーレ を選び︑すすめるともちろん︑
ツサラリーマンの心情によく合 ﹁ワー︑おいしい︑ワインみた
ったのだろう︒しかし︑醸造用 い﹂とか言うが︑それは当然で
アルコールのもつピリピリ刺す その後を見ている︒目の前にあ
ような金属的刺激を消すために るうまそうな白身刺身に箸がゆ
くようでは大したことはない︒
本当にうまい酒は盃を置けず︑
必ず二杯︑三杯と後を追う︒
口でいくら賞めても︑グラス
を置くようではそれまでだ︒酒
ほど正直なものはない︒
新
(潮文庫﹃超 居
･酒屋入門﹄よ
り )

▽

ビール77円

▽

ビール類の３５０ml
缶
当たりの酒税額

▽

(
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の﹁火弖ル︵ホテル︶吉祥寺本
店﹂は日本酒界では有名な﹁カ
イ燗﹂の２号店︒ビール・清酒
えながらも︑揚げ物にはキャベ と書かれた白に黒字の行灯が目
ツが付き︑パクチーサラダと野 につく店は︑大衆酒場好きな小
菜もたっぷりで︑センスの良さ 倉拓也氏が満を持してオープン
を見せます︒
させたもので︑古典大衆酒場を
完全にオマージュしています︒
西荻窪駅南︑駅前商店街にオ コの字カウンターはもとより︑
ープンした﹁大衆魚酒場 枡盛 メニュー形態などフェイスは︑
次郎﹂︒１フロア 坪前後の３ ﹁ＴＨＥ大衆酒場﹂︒しかし食
層建ての店のファーサードは立 材を厳選し︑丁寧に作られる料
ち飲みのような開放感を見せま 理︑店主がつける燗のクオリテ
す︒提灯も下がる１階はキッチ ィは大衆酒場をはるかに超える
ン前のカウンターのみ︒２階は ものです︒
テーブル席︑３階は座敷︑屋上
バブルっ気を少し感じさせな
は夏期にはビアガーデンで構成 がらも︑先行きが不透明なマー
されるが︑フロアが上がるごと︑ケットの中で重要なのは︑流行
日本酒の種類も価格も上がるユ る店よりも残る店︑通いたくな
ニークなシステムです︒八王子 る店づくり︒ 高｢
品質大衆酒場 ｣
の﹁長寿庵﹂︑橋本の﹁月夜の はそのための強力なコンテンツ
こころ﹂などを運営するグルー 業態となるでしょう︒
プの若き兄弟が仕切ります︒
︵フードスタジアムより︶
吉祥寺にオープンしたばかり

高品質大衆酒場 が来る
｢
｣

を上げたせんべろ系大衆酒場の ざしている﹂とのこと︒おそら
﹁晩杯屋﹂はそのリード役にな く﹁四文屋﹂がベンチマークな
るでしょう︒このほど中目黒に のでしょう︒その﹁四文屋﹂は
４号店をオープン︒オーナーの なんと神戸・三ノ宮に進出︑三
金子源氏の﹁安く︑気軽に財布 ノ宮でドミナント展開をめざす
を気にせず呑んでいただく﹂と といいます︒
いうコンセプトを実践するため︑
１号店店長の土肥斗城也氏は赤
高品質大衆酒場といえば﹁秋
羽の大衆酒場の名店﹁立ち飲み 元屋﹂出身者の﹁ひなた﹂﹁君
いこい﹂で修業しました︒驚く 想う暮らし﹂のグループにも注
ほどお得で新鮮さと人気の鮮魚 目が集まります︒若手経営者た
をはじめ︑どれも手間をかけ︑ ちのベンチマーク度はすさまじ
料理はコストパフォーマンスに い︒中目黒には五反田の﹁もつ
優れ︑大衆酒場を 焼きばん﹂もオープン︒生レモ
超えると評判です︒ ンサワー発祥の店です︒もとも
老舗のクオリティ︑ と中目黒のガード下に常連が通
マインドをブラッ う店があったが︑再開発で退店
シュアップした安 したのが２００４年のこと︒復
いだけの大衆酒場 活オープンなだけに︑話題性も
ではありません︒ 抜群︒新参者の﹁晩杯屋﹂と復
﹁ 店舗展開をめ 帰した﹁ばん﹂との﹁中目黒戦
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「居酒屋の流儀」

当たりの酒税額はビール 円︑ 人工甘味料を加えていたのだか
発泡酒 円︑第３のビール 円︒ら︑それを減らしたものを辛口
ビールと発泡酒の税額には 円︑と言ってもはじまらないのであ
ビールと第３のビールには 円 る︒
の差があり︑与党内では税率格
本物の辛口の日本酒は刺すよ
差が販売数量に影響を与えてい
るとして疑問視する声も強かっ うなピリピリ感ではなく︑米の
た︒このため︑政府は税率格差 もつ重厚なコクと深みをもつ日
を段階的に縮小し︑ビール類全 本酒らしい味︑日本酒の男らし
体では税収規模が変わらない制 い方の味が強いものを辛口と言
度を検討することに着手︒ビー う︒山形・樽平酒造の﹁住吉﹂
ルを減税する一方︑発泡酒と第 がその代表だ︒この酒を飲んで
３のビールを増税するのを有力 いると喉が渇く︒
私はどちらかと言えば︑ほん
案として検討しています︒

発泡酒と第３のビールは増税
政府は︑麦芽比率などに応じ ける方向です︒
現在︑３５０ミリリットル缶
て異なるビール類の酒税を見直
し︑３５０ミリリットル缶の小
売価格に含まれる酒税額を約
円にそろえる案を軸に検討に入
りました︒税率の高いビールは
減税となる一方︑税率が低い発
泡酒と第３のビールは増税にな
ります︒
平成 年度税制大綱では見直
しは見送り︑改革の方向性だけ
示して 年夏に具体案をまとめ
ます︒実施にあたっては︑ 年
ビール類の酒税額 写(
真 産:
経新聞 )
度から５〜７年の猶予期間を設
2
7
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③今、日本酒は黄金時代
7
7
8
02
4
93

⑳ドンペリって？

ビール減税︑酒税一本化へ

達人
太田和彦が語る
4
7

ワインアドバイザー
ＡＫＩＨＩＫＯ Ｍ．

(

食ビジネス考

〜あき丸ワイン漫遊録〜

10

最高品質のドンペリはヴィンテージ
シャンパンであり、毎年造られるも
のではなく、限られた作柄の良い年
の葡萄のみ厳選して使用されるので
す。当然収穫は手摘みで行われ、さ
らに管理の行き届いたカーヴ(
地下
蔵)
で７年程度の熟成を経て世に出
ます。このため高級シャンパンとし
て世界中で支持されているのです。
味わいは熟成された深さ、複雑な豊
かさの中にフレッシュさも感じられ
ます。ぜひ機会があれば、この高品
質の歴史を味わってみて下さい。
クリスマス･
年末年始などお祝い事
によく使われるシャンパン。ワイン
やシャンパン初心者にも知名度抜群
の「ドンペリ」。印象は高価・特別
・極上というイメージがあると思い
ます。
フランスのシャンパーニュ地方で造
られる発泡性ワイン「ドンペリ」。
由来はシャンパンのパイオニアとも
呼ばれているドン・ピエール・ペリ
ニヨンというヴェネディクト派の修
道者から名づけられています。彼の
功績はワインをブレンドする技術と
コルクを利用することで偶発的に起
こる泡を瓶に閉じ込めたということ
です。

（２〜３）

コ ヤマ 新聞
119/平成26年12月
No.

