﹁パブ・レストラン・居酒屋﹂
の全店売上高は 年２月こそ０
・３％増と前年を上回ったが︑
１月まで ヵ月連続で前年割れ
だった︒
飽きないは商いに通ず︒どう
すれば繁盛店を作れるのか︒﹁上
昇気流﹂は意欲のある若手経営
者を︑開業支援システムと組み
合わせることで繁盛店を生み出
す仕組みを作った︒﹁独創的な
アイデアを持って︑店を作り出
1
4

す情熱がある人なら素人でも成
功する﹂と指摘している︒
︵日経ＭＪ︶
﹁しごとバー﹂人生学ぶ１杯
就職相撲は夜にバーで
異なる職業の人間が日替わり
でバーテンダーを務め︑社会経
験を聞くことができる﹁しごと
バー﹂が人気を集めている︒自
分とは異なる職種の人間の人生
経験を気軽に学ぶことができる
点が好評で︑就職活動中の学生

たく緊張することなく普通に話せ 愛の課題です︒つまり︑雑談や異
るのですが︑雑談になると途端に 性との付き合いの方が仕事よりも
緊張して話せなくなってしまうん よほど難しいのです︒ですから︑
です⁝⁝﹂というものでした︒ま 仕事相手との雑談や異性とのつき
た︑この男性は女性と話すときも あいで緊張するのはごく自然なこ
同様に緊張してしまう︑とのこと となのです︒交友の課題や愛の課
でした︒これは︑アドラーによる 題は︑仕事以上に濃い対人関係で
３つのライフタスクをもとに考え す︒従って難しさが増すのは当然
れば容易に説明がつくことです︒ のことなのです︒
商談とはすなわち仕事の課題で
では︑どのように対処していく
す︒これは人間関係の中では一番 べきなのか︒それは後ほどじっく
簡単なものです︒しかし︑それ以 りと見ていきましょう︒
上に難しいのが交友の課題であり︑
︵ダイヤモンド社より︶

人生には３つの課題がある︒
１つ目は﹁仕事の課題﹂
２つ目は﹁交友の課題﹂
３つ目は﹁愛の課題﹂である︒
そしてその後の方になるほど解決は難しくなる︒

あらゆる人生の課題は︑対人関
係に集約され︑それはわずか３つ
に分類される︑とアドラーは言い
ました︒それは仕事の課題︑交友
の課題︑愛の課題です︒そして︑
後の方になるほど課題は難しくな
る︑と述べたのです︒アドラーは
これら３つの課題を総称してライ
フタスク︵人生の課題︶と呼びま
した︒
ある会社員の男性はこのような
悩みを持っていました︑
それは﹁商
品を売り込む商談のときは︑まっ

や転職希望者らが常連客︒
約 平方メートル︒平日午後
７時から 時まで営業︒参加者
は 種類のソフトドリンクやア
ルコール︵６００円〜１０００
円︶のうち１杯頼めば参加でき
る仕組み︒
昨年２月から﹁しごとバー﹂
と銘打って異なる職種の人間を
ほぼ毎日バーテンダーとして招
待し︑やりがいなどについて話
すイベントを開催している︒
︵日経ＭＪ︶
4
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▽日経レストラン／５月号
特集 スタッフが伸びる店にす
る〜人手不足︑草食世代の増加
／激変する現場を乗り切る知恵
〜
・スキルアップで一人ひとりの
力を引き出す
実家への家庭訪問が誇りと責任
感を生む
行動指針は 項目だけ明解な目
標でスタッフを動かす︒
工場でのだし取り研修で﹁プロ
の職人﹂へと覚醒
・理念浸透でスタッフ同士の結
束を高める
人社後５日間は２時間研修のみ
でアルバイトを辞めさせず育て
る
育成の道筋を示して全員の学習
意欲を引き出す
社長自ら協力する意味を説き社
内の一体感を醸成する

︿グルメ誌の特集紹介﹀
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データ＆トピックス
●外食業界・消費者動向
ている飲食店の総数は︑ 年度
末時点で１４２万店︒年間の新
規許可数と廃業数は 万店とほ
ぼ同数で並ぶ︒毎年︑１割以上
の店舗が入れ替わる計算だ︒
最近︑とくに勢いを失ってい
るのがチェーン店の居酒屋︒日
本フードサービス協会によると

3
3

アルフレッド・アドラー／人生に革命が起きる１００の言葉

飲食店︑毎年 万店が廃業
飽きない店︑独創性から
流行り廃りの激しい外食業界
にあって︑個店もチェーン店も
長い間繁盛し続けることは容易
ではない︒
厚生労働省の衛生行政報告例
によると︑同省が営業を許可し

1
3

新しいスタイルの 日｢本酒業態 が｣続々誕生！

1
0

⑧

5
0

‥

1
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﹁旨い純米酒﹂﹁小さな蔵元応援﹂というキーワードで︑一気 る成長企業です︒最近︑日本酒 地に隣接する同店は︑天高を活
に飲食マーケットの表舞台に登場してきた日本酒業態︒日本酒専 マーケットで広がりを見せるこ かしたおしゃれなデザイナー空
門店や日本酒にこだわる飲食店は増える一方です︒ここに来て新 うした飲み放題システム︒日本 間︒運営するのは大衆酒場﹁恋
しいスタイルの日本酒業態が増えており︑ますます目が離せなく 酒の扱いがラフで雑な印象を持 文酒場かっぱ﹂など渋谷を中心
なりました︒
つが︑小難しいうんちくなどや に 店舗以上を展開するエヌイ
先入感を持たず︑自由なスタイ ーエス︒
古民家再生を手掛けてきた夢
今回の日本酒業態のトレンド ００円で１００種類はあるとい ルで楽しめると世代を問わず人
屋が神楽坂の路地にオープンさ
は︑専門店から始まり︑日本酒 う日本酒が時間無制限飲み放題 気が高い︒
バルのスタイルで女性や若者に で︑しかもフードは持ち込みで︑ この飲み放題の元祖的な店は︑せた﹁酒ト壽﹂︒日本酒と出汁
受け入れられ︑さらにスケール 途中買い出しも可能という自由 四谷にある日本酒と貝の専門店 にこだわった魚料理が売りで︑
感と賑わい感がある飲み放題業 さ︒とは言え各テーブル飲み過 ﹁かいのみ﹂︒約１００種類近 酒場を通して日本酒︑日本の食
態が生まれ︑ついには日本酒通 ぎ防止の和らぎ水が置かれ︑１ くの日本酒が３０００円で時間 文化を発信します︒
新宿三丁目にワインバー﹁Ｍ
にはたまらない専門バーも登場 時間ごとに﹁和らぎ水指導﹂が 無制限︑１５００円で 分︑セ
ＡＲＵＧＯ﹂を展開するワルツ
しました︒いまや日本酒は︑飲 入ります︒同店を運営するのは ルフスタイルの飲み放題︒
また︑ 都道府県約１００種 が新築の東急ステイホテル２階
食店ビジネスの影から光のある 酒屋が起こした新会社リカー・
アイテムへと昇格したと言って イノベーション︒日本酒情報サ 類以上を揃えた純米酒専門店粋｢ に初の日本酒業態となる﹁三三
いいでしょう︒まさに︑マーケ イトも発信し︑今回の店はクラ 酔日本橋店﹂︒ミニマム２時間 五五﹂をオープン︒﹁居酒屋割
ットとしても成長期拡大期を迎 ウドファンディングで資金調達 ２９００円から料理 品付きが 烹﹂というスタイルを発信しま
７１００円までのコースがあり す︒
えています︒
しました︒
ます︒東上野店に続く２号店で
ＪＲ品川駅構内商業施設に東
池袋西口︑日本酒ファンであ
京レストランツファクトリーが
４月１日︑新橋にオープンし す︒
れば誰もが知る名店﹁希紡庵﹂
出店した﹁ぬる燗佐藤 御殿山
や﹁和酒酔処わく﹂のあるグル た﹁日本酒原価酒蔵﹂は入場料
あえて純米酒ブームとは一線 茶寮﹂︒駅の構内でいて約１８
メ通りにまた１軒︑新しい日本 １０９０円で︑約 種類︑入手
酒専門店﹁ＫＵＲＡＮＤ ＳＡ 困難な銘柄などプレミア日本酒 を画す店も出てきました︒渋谷 ０種類近くの日本酒を揃え︑冷
ＫＥ ＭＡＲＫＥＴ﹂がオープ と言われるような日本酒も原価 吟醸酒協会のもと︑蔵元も参加 やから燗酒までを楽しめる本格
ン︒雑居ビル４階︑で楽しめるというシステムです︒する吟醸酒の飲み比べフェアを 的な日本酒専門業態︒
いま日本酒業態は︑エンター
しかもオールスタ 価格は２００円前半からで︑１ 看板にした﹁Ｓａｋｅ Ｆｕｎ
ンディングでいて 合サイズのオリジナルガラスボ ぞっこん﹂︒吟醸酒フェア時に テイメント的なプラスの価格を
は参加蔵の銘酒の３種類の飲み 付加し︑独自のスタイルとシス
連日の賑わいを見 トルに入れて提供されます︒
運営するクリエイティブ・プ 比べが５００円で楽しめます︒ テムで情報発信する店が増えつ
せるこの店︑従来
の飲食店とは異な レイスは２０１２年に設立され もちろんフェア時のみならずク つあります︒日本酒業態マーケ
るスタンスで話題 た新しい企業ながら︑新橋周辺 オリティに優れた銘柄を揃えま ットの底上げが期待されます︒
︵フードスタジアムより︶
です︒入場料３０ に飲食店をすでに６店舗展開す す︒渋谷︑ＮＨＫ近くの再開発
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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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でもない︒多くの経営者が︑日
本で得たキャッシュを握り締め
て法人税の低いシンガポールに
押し寄せる︒でも︑一獲千金な
んて夢物語︒もうここでは︑過
当競争になっていて利益が出な
い﹂︵別の飲食店オーナー︶︒

日本食ブームもつらいよ
飽和を嘆く日本人経営者たち
食に誘いました︒もちろん︑場
所は彼らの店︒居酒屋︑すし︑
焼き肉をはしごして︑酒の酔い
も回った深夜１時︒彼らの本音
を聞くことができました︒
﹁メディアは日本食ブームと
煽るけど︑実際はばら色でも何

)

⑧店のセンスが出るお通しと定番

﹁もう誰ももうからなくなっ
ちゃったよ﹂︱︱︒ある飲食店
オーナーの一言が︑その場でむ
なしく響き渡りました︒
シンガポール取材の最終日︑
現地で日本食レストランを展開
する日本人オーナーら５人を夕

ヴィラ ヴ･ォルフ
シュペートブルグンダー
２０４０円 税(抜

「居酒屋の流儀」

は︑すっきり爽やかな生酒に
は塩味︑こってり濃厚な純米
酒には甘辛いタレ︑を基本に
考えると良いでしょう︒
海の幸には海の酒︑山の幸に
は山の酒
あっさりしたタイプが多い
海辺の酒は︑魚介料理に合い
やすく︑濃醇なタイプが多い
内陸部の酒は︑狩猟肉に合う
ことが多いように思います︒

こんな風に︑お酒と料理の風
土が似た同士を組み合わせる
と︑良く合うことが多いよう
です︒
チーズと酸の効いたメリハリ
タイプ
チーズやクリームなど乳製
品を使った料理は︑意外に日
本酒と良く合います︒とくに
乳製品に負けないコクと︑し
っかりとした酸もあるタイプ
なら︑旨味は堪能できて後味

も爽快です︒たとえばにごり
酒や︑﹁凱陣﹂︵丸尾本店・
香川県︶︑﹁而今﹂︵木屋正
酒造・三重県︶︑﹁風の森﹂
︵油長酒造・奈良県︶︑﹁七
田﹂︵天山酒造・佐賀県 は)
︑
乳製品と良く合うお酒です︒
中華料理と山廃︑熟成タイプ
軽い中華料理はどんなタイ
プでもよく合います︒マーボ
豆腐のような旨味が強くピリ

日本酒は万能の食中酒
チーズや中華料理にも

や線の細い純米吟醸など繊細
なタイプは︑白身魚や鶏ささ
みなどを使った淡白な料理と
よく合います︒山廃や生 な
ど腰のしっかりした濃醇なタ
イプの日本酒は︑ブリやサバ
など脂ののった魚や鯨︑牛肉
などとぴったりです︒味付け

西洋にはないらしいが︑お通
しは居酒屋の楽しみの一つだ︒
何が出るか︑頼んでいないもの
だからこその面白さ︒しのぎだ
から︑あまりボリュームがあっ
ても︑豪華すぎてもいけない︒
好みとしては︑きゅうりぬか漬
三切れ︑じゃこおろしなど︒焼
たらこ一口に大根おろしなら︑
おおいに得した気分になる︒い

達人
太田和彦が語る

コラム

〜あき丸ワイン漫遊録〜
日本酒は︑料理の味を包み
込みながら︑そっと持ち上げ
てくれる万能の食中酒です︒
白いご飯がいろんなおかずを
引き立てるのと似ていると思
います︒また魚介類特有のに
おいをマスキングし︵覆い隠
し︶て︑旨そうな香りに変え
るのも日本酒ならではの特質
です︒包容力のあるお酒なの
で︑料理との相性は︑ワイン
ほど神経質になる必要はあり
ません︒でも︑一緒に楽しむ
ことで︑酒も料理ももっと美
味しくなる組み合わせがある
のは確かです︒では︑どんな
点に注目したらよいのでしょ
う︒
日本酒と料理の濃度を合わせ
る
お酒と料理のボリューム感
が近いと︑片方だけが目立っ
てしまうことなく︑お互いを
引き立てます︒食材でいうな
らば︑米を高精白した大吟醸

その百十一●料理と日本酒の合わせ方の基本

2
4シュペートブルグンダー

フーバー
シュペートブルグンダー
)

ワインアドバイザー
ＡＫＩＨＩＫＯ Ｍ．

(

店頭販売で評価が高かった一本にド
イツの赤ワインがありました。昔ド
イツワインと言えば「マドンナ」の
白ワインで、糖分と酸のバランスが
よいフレッシュでフルーティーさが
人気のワインでした。
ドイツのワインとは世界の葡萄栽培
地の中でも北限に位置し、2
01
1
年で
は6
4
.2％が白ワイン用ブドウ品種、
35.
8
％が赤ワイン用ブドウ品種が栽
培されています。近年、赤の栽培比
率の増加が見られています。
試飲していただいたものは、その増
加が見られる赤ワインで、シュペー
トブルグンダーというワインです。
上質のすばらしい辛口の赤ワイン。
シュペートブルグンダーとは、フラ

ンスではピノ・ノワール、イタリア
ではピノ・ネロと、国や地域によっ
ていろいろな名前で呼ばれているブ
ドウ品種です。品質は産地や造り手
によって異なり、重厚なものから軽
快なものまである品種です。
今回ご案内するのは、ファルツ地域
ヴァヘンハイムにあるヴォルフ醸造
所のシュペートブルグンダーです。
タイプはtro
ck
en
・トロッケン（辛
口）果実味溢れるエレガンスさにレ
ーズンや干しイチジクなどのニュア
ンスが感じられます。ぜひ、一度お
試しください。

３２３０円 税(抜

(
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その中の一人︑カンボジアの
日本食卸関係者が︑言葉を重ね
ます︒
﹁カンボジアだって競争状況
は一緒︒経済成長のスピード以
上に日本食レストランの出店ペ
ースが速く︑どの店も閑古鳥が
鳴いている﹂
東南アジア全域で日本食ブー
ムは臨界点を越え︑﹁２〜３年
で撤退していく飲食店がほとん
ど﹂︵同︶と言います︒

彼らの言葉とは裏腹に︑増殖
を続ける日本食レストラン︒今
もなお︑企業の海外進出を支援
する︑日本貿易振興機構には︑
飲食店のアジア進出に関する問
い合わせが絶えません︒
﹁メディアは︑もうこれ以上
ブームだブームだと煽らないで
ください﹂︵一同︶という悲痛
な叫びが︑ずっしりと胸に突き
刺さりました︒
︵週刊ダイヤモンド︶

ずれにしてもこ
こは店のセンス
の見せどころで︑
気が利いている
ことが大切だ︒
料理の余りも
のを活用するの
はセンスある仕
事だ︒例えば出
汁をとった後の
昆布を細切りし
てさっと煮たも
の︑イカ刺身を
とった残りのゲソをピリリと煮 三四郎﹂も︑昭和二十一年創業
る︑古沢庵を刻んでピリリと煮 以来︑お通しは豆だ︒大豆を水
た︿かくや﹀などは追加したく に浸して︵地元では う
｢るかす ｣
なる︒
と言う︶炊き︑酢︑醤油︑紫蘇
一方︑お通しはつねに同じと に三時間ほど漬けた酢大豆︒食
いう店もある︒いわゆる定番だ︒ べ物のない時代に客はこれだけ
酒屋としての創業は安政にさ で飲んだ︒やがて人気になり︑
かのぼる老舗︑東京 根
･岸の 鍵
｢ 瓶で売るほどになった︒どちら
屋﹂はきまって︿みそ豆﹀︒豆 もこれが出ると﹁ああ︑ここに
腐を作るときに茹でた大豆を薄 来たんだな﹂という気がして︑
い醤油味に漬けた浸し豆だ︒昔︑ これもよいものだ︒
食通で知られた俳優の渡辺文雄
焼油揚も良いもので︑大人の
さんを鍵屋にお連れするとこれ 酒の渋い名脇役と言えよう︒
を見て︑﹁懐かしいな︑毎朝
﹃み
油揚がおいしいのは京都だ︒
そ豆〜﹄と売り歩いていたんだ ｣先斗町の﹁酒亭ばんから﹂は︑
と言った︒渡辺さんは東京・神 北野天満宮前の豆腐屋﹁とよう
け屋山本﹂のものを使い︑軽い
田生まれの人だ︒
北海道・旭川の居酒屋﹁独酌 揚がりの大豆の香りがすばらし
い︒
油揚消費量日本一は福井県だ︒
ある居酒屋で注文した︿竹田の
辛味の場合は︑しっかりとし
油揚焼﹀はとてもおいしいが︑
た純米酒や︑山廃や生 など
厚さ三センチ以上あり︑﹁これ
腰の強いタイプと合います︒
は厚揚げだね﹂と言うと︑﹁い
黒酢を使った場合には︑ぜひ
え油揚です﹂と譲らない︒福井
長期熟成したお酒と合わせて
の油揚はこれが普通で︑断面は
ください︒黒酢と熟成酒は風
確かに︑関東で言う厚揚げのよ
味に共通点があり︑驚くほど
うに中は白い豆腐ではなく海綿
よく合うのです︒
状だ︒これに刻み葱を山のよう
香りで合わせる
にかけて食べ︑食感は﹁ばりば
上立ち香の強いタイプの吟
り﹂︒京都の薄揚げのしんなり
醸造りのお酒は︑シソやミョ
とは違いワイルドになる︒七味
ウガ︑山椒など︑香りの強い
唐辛子を振るとなお良い︒
野菜やハーブ類をあしらった
東京で焼油揚のおいしいのは
料理によく合います︒また︑
下北沢の﹁両花﹂だ︒いつかわ
吟醸酒や純米吟醸酒︑純米酒
けを聞くとあっさりと﹁京都か
や生酒などのなかには︑桃や
ら取り寄せてます﹂とのこと︒
柑橘︑イチゴ︑キウイなどの
焼き立てに添えた白髪葱に醤油
果物のような香りを持ってい
をかけ︑しばらく置いて粘りが
るものがあります︒そんなお
酒は︑イチジクの胡麻和えや︑ 出てくるのを待ち︑それをのせ
て食べる︒これが俳優の角野卓
柿の白和え︑生ハム＆メロン
造さんに教わった 角
のように︑果物を使った冷製
｢野流 で
｣︑
おいしいですぞ︒
料理と非常によく合います︒
ポテトサラダ︑自家製塩辛が
その日本酒の香りに似た果物
あると必ず注文する知り合いが
と合わせたらさらにぴったり
いる︒自分の定番を一つ持って
です︒
食べ続けると︑店による違いも
︵ちくま新書より︶
見えてきておもしろいものだ︒
︵新潮新書﹁居酒屋を極める﹂
より︶

