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気後れせずに高級肉を注文でき 時間が短いため︑回転率が高く︑ 理店の景色ががらりと変わった
る提供方法がヒットの理由だ︒ 売上が伸びているという︒
からでしょうか︒
●外食業界・消費者動向
肉のポーションはすべて一枚
︵日経ＭＪ︶ 今行きたい中華のニュースタン
あたり ｇに統一し︑部位ごと
ダードを︑４つのキーワードを
︿グルメ誌の特集紹介﹀
お一人様需要取り込み
２０１４年７月にオープンし の原価に応じて︑価格を 〜３
立てながら徹底解剖します︒
盛況が続く東京・新宿の﹁立ち
肉や酒︑提供量を調整
▽料理通信／５月号
０
０円台に設定している︒
新感覚のレシピもたっぷりと掲
ここ数年︑会社員が帰宅前に 食い焼肉 次郎丸﹂は来店客の
従来の焼肉店はロースターを 特集 中華のニュースタンダー 載！
﹁ちょい飲み﹂するスタイルが ６割が一人客︒４坪の店で月商 囲む４人席が多く︑一人では入 ド︿レシピ付き﹀
▽料理王国／５月号
定着した︒さらに 代女性の仕 １０００万円確保︒同店の特徴 りづらい︒食べたい肉を一枚単 ﹁今行きたいのは︑中華！﹂と 特集２ 醤油の未来︑オイルの
事帰りに食事するニーズも拡大 はＡ４〜Ａ５ランクの肉を﹁一 位で注文できるスタイルで入り いう食べ手が急増中︒新世代料 可能性
している︒
枚売り﹂すること︒一人客でも 易さを実現した︒一人客は滞在 理人の独立店を中心に︑中国料 ・広島県大崎上島の桶造醤油
・世界へ発信する醤油の新スタ
イル
・現地レポート／チリのオリー
ブオイルはなぜ美味なのか？
使い続けたライフスタイルが支障をきたしても︑
・中華の若手シェフが見続けた
福島／﹁天厨菜館 天王洲アイ
人はそれを変えようとはしない︒
ル店﹂山野辺仁さん
現実をねじ曲げてでも
▽料理通信／６月号︵５月７日
自分は正しいと思い込むのである︒
発売︶
特集 レジェンドに聞く料理の
心得／なりたい自分になる仕事
私たちは認知バイアス︵思い込
祖は正しい という認知バイアス
｣
術
みの誤り︶から逃れることはでき
が働いている信者たちは逆の結論
▽料理王国／６月号︵５月７日
ません︒認知バイアスにより︑自
を出すのです︒﹁教祖様の祈りの
分にとって都合のいい情報だけを
お陰で大地震を防ぐことができた︒ 発売︶
大特集 イタリア食材大研究／
取り入れて︑それ以外は例外とし
やはり教祖様の力は偉大だ﹂︒そ
トマトのちから
て処理します︒また︑自分にとっ
うやって︑自らの信念をさらに強
・シェフたちのトマト使い
て都合のいいように解釈をねじ曲
固なものにしていくのです︒これ
・使い方別トマト図鑑
げて︑﹁これまでの考え方は正し
は笑い話ではありません︒私たち
・トマトを科学する
かったのだ﹂と無理矢理納得しよ
もこの信者と同じように︑常日頃
特集２ チーズの誘惑
うとするのです︒その方がラクで
から認知バイアスでねじ曲げて︑
・いま注目したいチーズ
あり︑そうでないと不安になるか
世の中を自分の都合のいいように
▽あまから手帖／５月号
らです︒
解釈しているのです︒
特集１ Ａランチでいこう
﹁自分は人から愛されている﹂
︵ダイヤモンド社より︶
特集２ 本気のサンドイッチ
というライフスタイル︵＝性格︶
もはや︑ファーストフードとは
を持っている人は︑たくさんの友
言えない︑奥深い魅力に迫る
3
0

‥

だちを作り︑﹁やはり自分は愛さ
れている﹂とその信念を強めるで
しょう︒逆に﹁自分は人から嫌わ
れている﹂と思っている人は︑友
だちを作ろうとせず︑結果的に友
だちはできず︑﹁やはり自分は人
から嫌われているんだ﹂とますま
すその信念を強くするでしょう︒
ある新興宗教の教祖が﹁半年後
に世界が滅亡するような大地震が
来るであろう︒祈りなさい﹂と予
言しました︒しかし︑地震は起き
ませんでした︒普通であれば﹁教
祖の予言は外れた︒いい加減なも
のだ と
｣思うでしょう︒しかし 教｢

アルフレッド・アドラー／人生に革命が起きる１００の言葉
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クラウドファンディングの
２０１５年が元年になるか

飲食系︑クラウドファンディング時代へ

⑦

‥

‥

‥

‥ ‥
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クラウドファンディング︵群衆投資︶＝不特定多数の人が︑他の人々や組織に財源の提供や協力な 支援金に対し物品やサービスで
どを行うこと︒ソーシャルファンディングとも言う︒
リターンされる 非
｢投資タイプ ｣
と金銭でリターンされる﹁投資
タイプ﹂に分かれます︒さらに
﹁非投資タイプ＝寄付型︑購入
︵報酬︶型﹂︑﹁投資タイプ＝
飲食店開業︑飲食コンテンツを対象にした﹁クラウドファンデ 額とリターンを明記します︒リ
｢ 融資︵貸付︶型︑ファンド型︑
ィング﹂が盛り上がりを見せ始めています︒昨年５月︑金融庁主 ターン﹂はおおよそ出資額に見 株式︵エクィティ︶型﹂に分類
管の﹁クラウドファンディング法案﹂が参議院を通過︑２０１５ 合うよう設定されています︒目
さ
れ
ます︒
年５月に施行となり︑法的な整備も整うことから︑クラウドファ 標額に達したら﹁成功﹂です︒
﹁ＭＡＫＵＡＫＥ﹂で資金を
目標額に達しない場合は︑課 集めた﹁ＫＵＲＡＮＤ ＳＡＫ
ンディング市場がこれから注目を浴びることが予想されます︒
金は成立せず︑出資者にリスク Ｅ ＭＡＲＫＥＴ﹂や﹁ＳＡＢ
日本酒を飲み放題できるセル 資金を獲得しました︒﹁支援コ はありません︒
ＡＲ﹂は﹁購入︵報酬︶型︒支
フ型立ち飲み店舗﹁ＫＵＲＡＮ ース﹂は２３００円コースから
最近︑飲食業界で話題になっ 援する側は店のコンセプトやミ
Ｄ ＳＡＫＥ ＭＡＲＫＥＴ﹂ ９万６０００円コースまであり︑たのは︑関西発のとろさば専門 ッションに共感し︑リターンを
︵クランドサケマーケット︶が 合計で６１７人が支援︵出資︶ 店﹁ＳＡＢＡＲ︵サバー︶﹂が 受けながらその店のファンとな
３月 日にオープンしました︒ しました︒コース別に﹁リター
とろさばを世界ブランドに！ る仕掛けです︒
｢
｣
３０００円で時間無制限︑常時 ン﹂の種類も分かれ︑例えば２ と東京進出に際して募集した実
資金調達は結果であり︑むし
約１００種類の日本酒を気軽に ３００円コースは ％オフの招 例︒１３８人の支援者から１９ ろニューオープンのプロモーシ
味わえるスタンディング日本酒 待券がもらえます︒８０００円 ３万円を集めました︒
ョンやマーケティング︑ブラン
専門店です︒この店は︑東京都 コースは﹁お好きな日本酒をメ
同店を運営する﹁鯖や﹂の右 ディング的な目的が強いと言え
足立区の玉屋という酒販店の系 ニューに＋オープニングパーテ 田孝宣さんはフードスタジアム ます︒
列企業で︑日本酒の定期購入や ィ＋無料券︑８万円コースとも の取材に対して︑﹁開店ごとに
４月には話題の日本酒バルの
イベント運営サービスを行うＫ なると﹁お店貸切プラン﹂がも クラウドファンディングを利用 ２号店がクラウドファンディン
ＵＲＡＮＤ︵クランド︶やお酒 らえます︒
しているが︑とろさば専門店と グで支援募集を始めました︒日
に関する情報サイト﹁ｎｏｍｏ
いう世の中になかった業態を多 本酒専門店やクラフトビール︑
ｏ﹂を運営しているリカー・イ
同店が利用したクラウドファ くの人に知ってもらうチャンス 生産者支援︑地方活性型業態な
ノベーションが︑クラウドファ ンディングサービスサイトは︑ となった︒出店ごとに資金が集 どは︑クラウドファンディング
ンディングによる支援でオープ サイバーエージェントの子会社 まる期間も短くなり︑時代の追 に馴染みます︒
２１０５年は 飲
｢
が運営する ＭＡＫＵＡＫＥ ︒ い風を感じている﹂と語ってい 食店開業クラウドファンディン
ンしました︒
｢
｣
まだ知られてい 同サイトのフードコーナーを検 ます︒
グ元年﹂となるかも知れません︒
クラウドファンディングは︑
ない日本酒の銘柄 索すると︑飲食店開業︑食材関
︵フードスタジアムより︶
や飲み方を紹介す 連︑新メニュー関連の支援者募
る新しいコンセプ 集がたくさん掲載されています︒
トの店舗を提案し︑支援募集者は︑その店なり商品
目標 万円に対し なりプロジェクトのコンセプト
て３００万円弱の とミッションを掲げ︑支援目標
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フロイト、ユングに並ぶ
心理学の巨人が出した「幸せの答え｣
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酒の激安売りに 待った
｢
｣
て︑一般の酒販業者側に理解を
示しました︒値下げ競争の激化
についても︑﹁戦国時代みたい
な﹃何でもあり﹄ではなく︑流
通のあり方を見直さなければな
らない﹂とも述べました︒

⑦｢とりあえずビール｣のわけは

ディスカウント店や量販店などによる酒類の過剰な安売り攻勢
を規制する酒税法改正案が今国会に議員立法で提出されることに
なりました︒自民党の財務金融部会などの合同会議が４月 日︑
行きすぎた値下げをした業者らに免許取り消しなどの処分もでき
る酒税法などの改正案を了承しました︒

今国会に酒税法改正案
免許取り消しの処分も

「居酒屋の流儀」

1
4

し﹂が出ること︒大抵︑無料︵た これだ︑味噌きゅうり︒こんな
だ︶ではなく︑いらないと言っ の料理でもなんでもないけど︑
酒類の不当廉売に対する申し を強いられる卸売業者や競合す
ても置いていく︒お通しは﹁注 あると便利︑ほっとする︒
よし︑
立てや苦情は︑﹁他の物品に比 る一般の酒販店などの経営が圧
文の品が出るまでとりあえずこ 決まった︱︱︒
べて群を抜いて多い﹂︵自民党 迫されるケースも少なくありま
れでしのいでください﹂という
﹁すみませ〜ん︑かわはぎ刺
議員︶ことから︑酒税の円滑な せんでした︒
も
の
だ
か
ら
︑
ビ
ー
ル
と
こ
れ
で
︑
身
と燗酒ね﹂
徴収が阻害される恐れがあると
その結果︑昔ながらの酒販店
いよいよじっくりと品書きを見
どうです︑いいでしょう︒
して︑このたび法改正に乗り出 は減り続けています︒１９９５
る︒机のメニューだけでなく︑
ここで大切なのは一度に頼ま
すことになりました︒
年には販売業者全体の８割を占
壁の品書き札や黒板の︿本日の ないこと︒机が料理で埋ってし
酒税法改正案は今国会に議員 めていましたが︑２０１２年に
⁝⁝﹀も見忘れてはいけない︒ まう︒
男の酒はあれこれ並べず︑
立法で提出される見通しです︒ は全体の３分の１になりました︒
そうして店を出るまでの﹁全体 目の前をきれいにしておく︒徳
自民党や民主党などの議員連盟 店舗数も約５万５千店にとほぼ
計画﹂を立ててゆく︒会社勤め 利と盃と料理一品と箸︑これだ
の要望を受け︑衆議院財務金融 半減しました︒
の﹁実施計画﹂でこういうこと け︒女は小鉢や皿がいっぱい並
委員長案として提出されます︒
従来も︑酒の価格を極端に下
は慣れているはずだ︒
ぶと ワ
｢ーきれい と
｣か喜ぶが︑
今通常国会で成立させ︑１年以 げて顧客を誘うようなことがな
男は潔癖が大事だ︒う〜む︑格
たとえば春なら︱︱︒
内の施行をめざす方針です︒
いよう︑業界に求める指針はあ
ま︑最初は刺身だな︒
まぐろ︑ 好いいかも知れないぞ︒
改正案によると︑酒の価格設 りました︒酒は﹁国の重要な財
あじ︑さより︑
ほうぼう⁝⁝お︑ もうひとつコツがある︒それ
定などについて﹁公正な取引の 政物資﹂で︑競争が行きすぎて
かわはぎがある︒刺身の次は焼 は箸休めの小鉢を脇に一品置い
基準﹂を定め︑業者が従わない 業界が混乱すれば酒税の確保に
物︑焦げ風味だ︒イワシ丸干し ておくことだ︒私はだいたいお
場合はこれを公表したり︑酒の も支障を来たすとの思惑があっ
もあるが︑発想を変えて焼油揚 新香で︑ぬか漬けか何かが手元
販売や製造の免許を取り消した たためです︒ただ︑これまでの
座ったらどうするか︒注文す といこう︒男は黙って焼油揚︒ にあれば︑目の前の料理がなく
指針には法的な拘束力がなく︑ るという大作業がある︒これが 刻み葱がたっぷりつくといいけ なったときでもちょっとつまめ
りできるようにします︒
基準の具体的な内容までは決 中小業者などが自民党に規制強 なかなか⁝⁝︒
どな︒後はどうするか︑そうだ る︒だから︑サイドオーダーの
まっていませんが︑法案成立後︑化を求めていました︒
居酒屋に来た目的を果たす一 黒板を見よう︒おお︑あったあ 箸休め＝常備品ひとつと︑あと
来年までに整える方針です︒
改正案では︑酒類の取引基準 番楽しい時ではあるが︑座ると った︑新若布と青柳のぬた︒こ はそれぞれの華のあるものとい
１９９０年代以降の規制緩和 を新たに設定し︑仕入れ価格や すぐに伝票を持って注文を聞き れですよこれ︑春来たる︒だい うのがよろしかろう︒このよう
によって︑多くの大規模量販店 販売管理費︑利益を度外視した に来る︒品書きを開いてもそう たいこんなところまで決めてお に全体計画をたてておくと︑た
やスーパーマーケット︑コンビ 合理的でない販売価格は設定で すぐに決められるものではなく︑いて︑余裕があったら好物のメ いへん余裕をもって一杯を始め
ニエンスストアが酒を売り始め きなくします︒
いつまでも隣りに立たれては気 バル煮魚もいっちゃおう︒煮魚 られるというわけだ︒
ましたが︑特売の﹁目玉商品﹂
日の自民党財務金融部会な が引け︑なんでもいい﹁枝豆﹂ は時間がかかるから早く言って
最も正統的な日本料理といわ
として︑通常の小売店の仕入れ どの合同会議の席上︑自民党税 などと妥協してはいけない︒こ おかないと︒最後は焼おにぎり れる会席料理は︑先付 前
(菜 ︑
)
値以下の価格でビールなどを販 制調査会の野田毅会長は﹁酒販 こは﹁とりあえず︑ビール﹂と かシンプルにしらす海苔茶漬け 椀物︵吸い物︶︑向付 刺
(身 ︑
)
売するケースがありました︒度 店には地域の中核的な役割を担 言って店員を帰す︒
だな︒おっと野菜とらなきゃ︑ 鉢肴︵焼物︶︑強肴︵煮物︶︑
を越えた廉売によって︑値引き ってきた方々も多かった﹂とし
止め肴︵酢の物・和え物︶︑食
ん
〜
と
︑
サ
ラ
ダ
は
大
げ
さ
だ
し
︑
居
酒
屋
の
よ
い
と
こ
ろ
は
﹁
お
通
事︵ご飯・みそ汁・香の物︶︑
水菓子︵果物︶と決まった流れ
が順番に出てくる︒私とて経験
た美味しさ︒まさに﹁しらた
しているが︑これはちっともお
まの歯にしみとほる秋の夜の
もしろくない︒何が出るかわか
酒はしずかに飲むべかりけり
｣
っている味気なさの上に︑ゆっ
という若山牧水の歌の世界に
くり酒を愉しみたいのにどんど
浸ります︒
ん次が出てくる︒いやそれより
食べ物の味も乗ってくる季
酒をうまくするものがない︒酒
節︑秋の味覚の戻り鰹や松茸
の前に汁を飲むのは最大のタブ
と合わせるのもこの時期なら
ーで︑いらない︒
では︒搾りたての春先には渋
また割烹は︑春は若竹椀︑初
みや硬さがあった酒が︑秋も
夏は鮎︑夏は鱧︑秋は松茸︑冬
深まるにつれて熟成されて角
はフグと︑料理も決まりきって
が取れて丸くなり︑﹁秋あが
いて︑高級素材かも知れないが
り﹂とか﹁秋晴れ﹂と言われ
新鮮味はなく料理人もつまらな
てきます︒こなれた味の落ち
いだろう︒気取った居酒屋は基
着いた火入れの酒は︑ぜひ燗
本がコース料理とかで︑食べた
にして味わいたいものです︒
くない揚物やらも出て最後のア
そして厳寒の冬︒燗酒をち
イスクリームは全く余計だ︒
びちび味わいながら︑鍋をつ
そうではない︑居酒屋の最大
つき︑窓の外の雪を眺める⁝
の楽しみは︑お仕着せではなく
⁝︒四季の豊かな国に暮らす
﹁自分でコースを組む﹂自主性
幸せを季節の味覚と旬の日本
にある︒
酒とともに堪能しましょう︒
︵ちくま新書より︶︒ ︵新潮新書﹁居酒屋を極める﹂
より︶
●おことわり 紙面の都合によ
り﹁ワイン漫遊録﹂は休載しま
す︒

達人
太田和彦が語る

（２〜３）

コ ヤマ 新聞
124/平成27年 5月
No.

季節の味覚と合わせて
旬の日本酒を堪能する

えています︒暑いときに︑す
っきりとした日本酒をキリリ
と冷やして飲めば︑暑気払い
その百十●季節の酒と旬を味わう
に最適です︒また︑日本酒に
酒造りが行われるのは︑通 ているというわけではありま 氷を浮かべてオンザロックで
常︑晩秋から春先までです︒ せん︒酒の熟成度合いを確か 飲むことを提案して︑夏にあ
寒
｢造り と
｣言われるように︑ めたり︑飲む時期を加味しな えて濃醇な原酒を発売する蔵
冬場を中心に造られているの がら︑飲み手が最もおいしい 元もあります︒
は︑雑菌の繁殖が少ない︑寒 と感じるタイミングを計って︑ 暑さがおさまった秋口に︑
冷で乾燥した季節がふさわし 出荷しているのです︒
ぜひ味わいたいのは︑﹁ひや
いという理由からです︒そし
て︑十一月下旬ごろから搾り
たての新酒が出回り始めます︒
ピチピチ弾けるような新酒を
飲むと年末が近づいているこ
とに気づき︑新年の訪れを思
います︒日本酒は飲み手にと
たとえば︑春先に出荷され おろし﹂です︒春先に搾って
っては季節の到来を知らせる る生酒︒若い酒特有のわずか 火入れし︑夏を過ぎるまで蔵
歳時記でもあるのです︒
な苦みを持つ初々しい味わい の中で熟成させ︑火入れしな
造り手は︑
晩秋に行われる︑ は︑早春の味覚の代表格︑ほ いで出荷される生詰め酒のこ
その酒造年度の最初の米洗い んのり若い山菜と相性抜群で とで︑フレッシュ感と熟成感
﹁洗いつけ﹂から︑春に最後 す︒
がほどよく融合した味わいが
の米を蒸す﹁甑倒し﹂までの
魅
力です︒
夏
に
は
︑
ア
ル
コ
ー
ル
度
数
が
間︑正月の短い休みを除いて やや低く︑あっさりとした味
空気の透明感が際立つ秋の
毎日酒を仕込み続けますが︑ の吟醸酒や純米酒を﹁夏酒﹂ 夕べ︑冷や︵室温︶で味わう
できた酒をただ順番に出荷し として発売する酒蔵が最近増 ひやおろしは︑しみじみとし
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