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第３弾︑絶対に見逃せません︒
上昇の３０９４円︒
︿グルメ誌の特集紹介﹀
・自家製の極意＆展開レシピ
女性は 代が９・６％低下の
材料︑作り方の極意︑道具のポ
２７１１円︑ 代は４・５％上 ▽料理通信／４月号
●外食業界・消費者動向
昇の２７０２円だった︒
特集１ 家でも︑店でも︑自家 イント︑仕込み時間︑食べごろ︑
外食単価４・２％上昇
だったが︑男性は 代を除く各
保存時間⁝⁝ｅｔｃ︒ひと味違
エリア別にみると︑関西圏が 製しよう！／ｖｏｌ３
年代で比較的大幅に伸びた︒外 ９・２％上昇して３０００円と 定番アイテムからディープな自 う自家製アイテムを豊富な展開
夕食で２９５６円に
リクルートグループの調査機 食実施率︑頻度とも前年同月か なった︒東海圏は５・４％上昇 家製まで展開レシピも必見！
レシピと併せて紹介します︒細
関・ホットペッパーグルメリサ ら横ばいで︑推定市場規模の伸 の２７４５円︑首都圏は１・８ ﹁その手があったか！﹂﹁まさ かなプロセス写真があるから失
ーチセンターがまとめた２０１ びも堅調だった︒
％上昇の２９８０円︒
かこれも自家製できるとは！ ︒
｣敗知らず！
５年 月の外食市場調査による
単価の伸びは男性の 代︵
外食実施率は ・０％︑外食 そんな﹁あっ！﹂と驚く意外な ・シェフに教わる自家製特集＆
と︑夕食１回当たりの単価は２ ・２％上昇の２５９１円︶と
頻度は４・４２回︒推定市場規 アイテムが毎回好評の自家製特 ディープな自家製
９５６円と前年同月を４・２％ 代 (
・４％上昇の３４３８円 )模は４・２％上昇の４２５２億 集︒今回も﹁まさか﹂の自家製 ﹁リコッタチーズ﹂﹁クラウテ
上回った︒女性は全般的に低調 で１割を超え︑ 代は７・７％ 円︒
︵日経ＭＪ︶ が目白押しです︒大人気特集の ィ﹂﹁クスクス﹂﹁春菊ペース
ト﹂など２〜３種類の材料で作
れるものから︑﹁ところてん﹂
や牛肉の生ハム﹁ブレザオラ﹂
などディープなものまで︒キッ
しょう︒回収費用や在庫破棄によ
判断に迷ったときは︑
チンに立つのが楽しくなるアイ
る直接的な損失に加え︑信用の失
より大きな集団の利益を優先すべし︒ 墜もあり︑売上︑利益は大きくダ テムが続々登場︒
・スパイス＆ハーブで作る自家
ウンするだろうからです︒そこで
自分より仲間たち︒
製フレーバー調味料
企業は公開をためらうでしょう︒
ゆず︑ニンニク︑唐辛子︑ネギ
しかし︑企業ではなく︑より大き
仲間たちよりも社会全体︒
など︑様々なフレーバーがつい
な社会全体の利益を考えれば︑少
そうすれば判断を間違うことはない︒ しでも早く事実をオープンにすべ た塩やオイルを見かけます︒余
きであるとすぐにわかるでしょう︒ った野菜︑使い切れなかったハ
ーブやスパイスを塩やオイルと
このように︑個人︑会社︑社会
混ぜて︑自家製フレーバー調味
など︑それぞれの共同体における
料にチャレンジします︒
利益・不利益が異なる場合︑私た
▽料理王国／５月号
ちはより大きな集団を優先すれば
大特集 独立開業
判断を間違うことはない︒アドラ
・３年のジンクスを乗り越える︒
ーはそう訴えました︒それこそが
開業後の店舗継続率は１年後で
真の意味での共同体感覚であるの
％︑３年 ％︑ 年５％と言
です︒自分一人の利益だけを考え
われる︒ジンクスを乗り越える
てしまっては判断は間違ってしま
ために︑独立開業時に必要なこ
うのです︒
ととは？
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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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︵ダイヤモンド社︶
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はなく︑家族や地域社会︑さらに
は国家や世界︑動植物を加えた宇
宙なども当てはまります︒そして︑
それぞれの利益を考えたとき︑答
えが異なってくることがあるでし
ょう︒
例えば︑企業の商品に不具合が
あった場合︑それを広く社会にオ
ープンにし回収すれば︑企業には
一時的に大きなダメージがあるで
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アドラーが提唱する共同体感覚
における共同体とは︑ある特定の
組織を指しているのではなく︑抽
象的な概念でしかありません︒で
すから︑それを日常に当てはめて
具体的に考えたときに﹁自分個人
よりも社会を優先すればいいのだ
ろうか？﹂などと迷いが生じると
きがあるでしょう︒しかし︑抽象
的概念である共同体は会社だけで
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好感度が上がります︒
では︑逆に常連客はどうした
きっかけで今まで通っていた店
と石田代表は指摘します︒初め を見限るのでしょうか︒理由の
てのお客は入り口あたりで周囲 １位は回答者の ・７％が指摘
を見渡したりするので︑店の扉 する﹁料理の味が落ちた﹂でし
を開けて店内に入ってくるまで た︒また︑﹁ほかに行きたい店
の歩くスピードが自然に遅くな があるから﹂という回答も ・
るが︑一方の再来店のお客はた ３％あり︑競争力の低下が客離
ると︑﹃ここまでするのか﹄と めらわずに店内に入ってくるた れを起こすことが分かります︒
福岡市で炉端焼きの繁盛店を
お客は驚き︑自然と素材へのこ め歩くスピードも速くなるため
経営し︑全国で飲食店のプロデ
だわりを想起する﹂ 石田代表 ︒です︒
(
)
そうした動きを見て︑再来店 ュースも手掛けるＭ＆Ｃｏの森
感動を生むこだわりのポイン
トは︑﹁﹃喜ばれたいからやっ と思われるお客には︑﹁あっ︑ 智範代表は︑店の料理が本当に
ています﹄という姿勢で取り組 いらっしゃいませ﹂などと︑最 お客に支持されているかを確認
むのではなく︑﹃自分はここま 初に﹁あっ﹂と一言加えて挨拶 するため︑ お
｢客の食べる速度 ｣
でこだわったものしか出したく するようにします︒その一言で や﹁帰るときの表情﹂などをつ
ないから︑そうしている﹄とい お客は自分を覚えてくれていた ぶさに観察するようにしていま
う気持ちを持つこと﹂と石田代 と感じ︑店への好感度が増しま す︒
本当においしい料理の
表はアドバイスします︒お客の す︒
二口目は早い
アイコンタクトと
ためではなく︑自分が納得する
例えば︑料理を食べる速度は︑
名｢
前３回 で
ためにこだわるという﹁媚びな
｣好印象
また大切なのは︑アイコンタ ﹁おいしいと感じる料理は二口
い姿勢﹂が逆に好感を与えると
クト︒接客時のポイントごとに 目を食べるタイミングが早くな
言います︒
さらに︑今回の調査では最も お客と目を合わせるように意識 る﹂︵森代表︶ので︑お客の本
音を見抜くというわけです︒何
気に入っている店について︑そ します︒
﹁お客が自分がぞんざいに扱 か手を打つべきだと感じたら︑
の店を気に入った瞬間を尋ねま
われたと最も感じるのは︑接客 料理人たちを全国の一流店への
した︒
その結果は︑﹁顔を覚えてく 時にスタッフが目を合わせてく 視察に連れて行きます︒
もっとも森代表は﹁味が落ち
れていた﹂︵ 歳男性︶︑﹁い れないこと︒個別に応待する価
つも座っている席に案内してく 値もない相手と店から思われて た﹂というお客の真意は別にあ
れた﹂︵ 歳女性︶など常連客 いると感じてしまう﹂︵石田代 るとも指摘します︒その店で過
ごす時間が楽しかったか否か︑
として認知され︑特別扱いをさ 表︶︒
また︑相手の名前が分かって という根本的な部分の評価が︑
れたことをきっかけとする回答
いれば︑一連の接客を通じて︑ ﹁味が落ちた﹂という言葉に込
が目立ちました︒
﹁新規客か再来店のお客かは︑スタッフにお客の名前を３回は められているというわけです︒
︵日経レストランより︶
入り口でおよその見分けがつく﹂呼ぶように指導します︒お客の
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消｢費者に聞く飲食店の居心地 ア｣ンケート結果
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居｢心地のいい店 ｣
月１回以上利用が約６割

食ビジネス考

40
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今回のアンケート調査で︑お
客が最も居心地の良さを感じる
常連客になりたい店の条件は︑
・７％が選んだ﹁料理やドリ
ンクにこだわりを感じる店﹂で
した︒さらに﹁そこでしか食べ
られない料理がある店﹂を ・
３％の人が選んだことからも︑
常連客になりたいと多くの人が
考える店の条件は﹁料理へのこ
だわり﹂であることがあらため
て分かる結果になりました︒
では︑自店のこだわりを知っ
てもらって︑店のファンになっ
てもらうために必要なことは何
でしょう︒
ベテラン飲食コンサルタント
でＦＢＡの石田義昭代表はまず
徹底すべきこととして︑﹁温か
いものは温かく︑冷たいものは
冷たくして出す﹂
という基本を強調
えば︑
します︒ 例｢
サラダを提供する
ときに皿を冷やす
だけでなく︑取り
分け用のフォーク
も冷やす︒そうす
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心理学の巨人が出した「
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ホステス心得帖
︱︱おもてなしの条件︱︱
１９８０年︑北新地社交料飲
協会の第２代理事長︑岡田一男
氏の監修で発行された冊子の復
刻版として発行︵非売品︶︒発
行人は北新地社交料飲協会の現
理事長︑東司丘興一氏︒現代に
おいても接客業全般に通じる金
言が詰まっています︒抜粋しま
す︒
▼美人には２種類ある︒黙って
いると美人というタイプと︑喋
り出すと美人というタイプであ
る︒黙っていると美人というタ
イプは︑３回で飽きる︒
▼性格が誠実で率直でないと︑
本当の美人には見えない︒どん
なに顔形が良くても心の化粧も

達人／太田和彦が語る

「居酒屋の流儀」

⑰初めての土地で
よい店を探すコツ

質だが︑蔵によって個性は異
なる︒米は﹁オオセト﹂を使
う酒が多い︒
・愛媛県／魚介に合う伸びや
かな酒が多い︒スペイン料理
との相性を提案するなど県を
挙げて熱心にプロモーション
を進めている︒
・福岡県／蔵元の数は多く︑
近年︑純米酒や純米吟醸酒の
伸び率でも全国屈指の県︒味
わいはすっきりとした傾向︒
・熊本県／吟醸造り発展に寄
与した﹁熊本酵母﹂︵９号酵
母︶発祥の県︒味があって香
り高い吟醸酒が見られる︒
・佐賀県／甘口傾向の九州の
中でも特に甘酸っぱい酒が多
い︒濃醇甘口な県︒中華料理
や南蛮漬けに合う︒
・長崎県／料理は甘い味付け
で知られる県で︑酒も日本で
最も甘口で︑濃醇な傾向︒
・大分県／九州では福岡に次
ぐ出荷量で酒蔵も多い︒吟醸
酒造りにも熱心︒全体に甘口
傾向︒
・宮崎県に２軒︑鹿児島県に
１軒︑沖縄県に１軒︑日本酒
を造るメーカーがあります︒
︵ちくま新書より︶

は酔わぬのが花︒
▼自分のセールスポイントは何
か︑よく心得ておくこと︒何も
なければ月給泥棒である︒
▼孤独に耐える強さがないと︑
忘れずに︒幾ら整形手術をして 必ず何かで失敗する︒誰も頼り
も眼に険が表れるからだ︒眼の にしないというぐらい強いこと
はない︒
輝きは︑整形できない︒
▼好みのお酒や嫌いなおつまみ ▼自宅はいつ来客があっても︑
は忘れぬこと︒２度目のご来店 恥ずかしくないようにしてある
のとき︑注文のお酒の種類を訊 こと︒精神のだらしなさは︑部
屋の片付けに現れる︒
くようでは︑落第︒
▼お客様より高いお酒を飲むな︒▼現金がなければ︑買えるまで
お客様が進んで飲むようにと勧 我慢するのがベスト︒
めない限り飲むな︒高いお酒を ▼営業外のときの服装・化粧で︑
﹁飲んでもいいですか﹂と催促 一目見て水商売と判るようでは︑
できるのは︑よほど馴れてから︒一人前ではない︒一流のホステ
▼貴女自身のことは︑訊かれる スは︑素人と区別がつかぬもの
まで言うな︒とくに愚痴話は厳 だ︒
▼ウエイターなど︑裏方の人た
禁︒
▼酔った女は面白いが︑可愛気 ちに威張らないこと︒人間は︑
それではそういう店をどうや
はない︒女は惚れた男の前以外 自分より立場の弱い人に対する
とよく聞かれる︒
態度で︑その人の値打ちが決ま って探すのか︑
知らない地方の町に行ったと
る︒
した︒その名の通り萩の花の美 ▼ホステスは︑お金を貰ってい しよう︒ホテルや︑タクシー運
しさで知られ︑今でもたくさん るプロであることを忘れないこ 転手の居酒屋情報はあてになら
の萩が見られます︒そこから﹁ と︒プロとは︑甘えを許されな ない︒ホテルは案内する店が決
萩﹂をとり︑縁起のよい﹁鶴﹂ い人種である︒
と組み合わせて名付けました︒ ▼いつも︑何かにつけて貰った
昔から地元で幅広く愛されて り︑ご馳走になっているためか︑
きた蔵の中心銘柄で︑宮城らし 何でもタダでしてもらう癖がつ
いキレイでスッキリとした飲み き︑ホステスには貰い下手が多
飽きのしない酒質を目指してい い︒どんなに些細なことにでも︑
素直に あ｢
りがとうございます ｣
ます︒
味の濃すぎない上品な和食や と口に出して謝意を表すこと︒
クセの強すぎない新鮮な海の幸 他人の好意に甘え︑必要以上に
などと合わせて欲しいお酒です︒期待し︑そして感謝の気持ちが
持てないのは︑人間のクズであ
る︒

大阪は旨味のある甘口
濃醇でやや甘めな広島

西日本の名醸地︒濃醇でやや
甘めな旨口が典型だったが︑
真逆のすっきり軽快タイプも
その百二十●続・地域の特徴を大まかにつかむ
増えている︒
各府県別の酒の味わいの傾 中堅の酒蔵も数多い︒伏見は ・鳥取県／たっぷりとした旨
向について︑前回に続いて今 はんなりとした印象の 女
味を含みながら︑スパッと切
｢酒 ︒
｣
・兵庫県／﹁灘﹂を有し︑大 れる濃醇辛口の酒質を持った
回は西日本編です︒
﹁吟 小の酒蔵がひしめく全国一の タイプが多い︒
・静岡県／上質な酒が多い
醸王国﹂︒酸が少なく︑太平 酒処︒酒米の王様﹁山田錦﹂ ・島根県／全体に濃醇で︑し
洋を思わせる伸びやかな印象︒の故郷でもあり︑米の味をし っかりとした旨口の酒を造る
シンプルな魚料理に合うもの っかり出した造りをする傾向 蔵が多く︑燗で旨いタイプが
が多い︒
がある︒
目立つ︒
・愛知県／八丁味噌︑あんこ ・奈良県／酒造りにおいても ・山口県／元来は濃醇な傾向
トーストなど甘口嗜好の県で︑古い歴史を持つ地域︒
全体に︑ であったが︑すっきり洗練さ
酒も甘口だが︑近年は多様化︒
・岐阜県／美濃地方は隣の愛
知県と共通する甘口︒飛騨地
方は濃厚な辛口傾向︒
・三重県／甘口傾向で︑香り
の高い﹁三重酵母﹂との相性
が良い︒県内産の質の良い山 穏やかな印象ながら︑たっぷ れた味を特徴とし全国区にな
田錦を多用︒
西
りとした旨口の飲み応えある る蔵も︒県産米﹁穀良都 ｣
｢
・大阪府／うまみのある甘口 酒が多い︒
都の雫﹂のほか︑﹁山田錦﹂
の傾向︒天野酒 河
(内長野 ︑) ・和歌山県／灘や伏見に桶売 栽培もさかん︒
伊丹︑池田など古くからの名 りをしていた蔵が多く︑味の ・徳島県／県産の山田錦﹁阿
醸地︒現在︑山田錦や雄町の 傾向は捉えにくいと言われた 波山田﹂が質が良いと評判︒
栽培もさかん︒
が︑近年︑注目される蔵も登 ソフトで︑中甘口の酒が多い
・滋賀県／旨口の酒が主流︒ 場︒
が︑県独自の強い個性はあま
米処として知られ︑﹁玉栄 吟
｣｢ ・岡山県／県産の米﹁雄町﹂ り見られない︒
吹雪﹂など県独自の酒米もあ で知られる︒全体にやや甘口 ・高知県／酒豪が多いことで
る︒
でやわらかい味わいだが︑雄 知られる日本一の辛口県︒く
・京都府／出荷量は全国２位︒町の特性を生かした濃醇辛口 いくい喉を滑って︑量が飲め
酒蔵は伏見に集中︒全国規模 タイプも見られる︒
るタイプが多い︒
で展開するメーカーのほか︑ ・広島県／兵庫︑京都に次ぐ ・香川県／全体に柔らかな酒

萩の花の美しい金成有壁

蔵がある宮城県栗原市金成有
壁︵かんなりありかべ︶は︑そ
の昔﹁萩の村﹂と呼ばれていま

⑦萩の鶴

酒銘の由来

（２〜３）

コ ヤマ 新聞
135/平成28年４ 月
No.

まっていて︑地元密着酒場は入
っていない︒タクシー運転手は
夜は外で酒が飲めないから居酒
屋は知らない︒ただしラーメン
屋はよく知っていて﹁このへん
でおいしいラーメン屋は？﹂と
聞けば即答する︒
地方都市はおおむね﹁東京か
ら来たお客さんを案内する店﹂
があり︑大部分は型通りの︵東
京に支店のあるような︶郷土料
理で︑出るものもまた型通りと
おもしろくない︵これなら東京
でも食べられる︶︒また近頃は
ネット流行りでなんでも出てお
り︑私も取材上使ったこともあ
るが︑行ってみた店は百パーセ
ントはずれだった︒すべて素人
情報で︑あんなに当てにならな
いものはない︒
初めての地で肝心なのは場所
を間違えないことだ︒今は駅前
がにぎやかだけど︑昔はあっち
だった︑と聞いたら古い方優先
だ︒私の方法は︑昼ごろその町
に着き︑ホテルに荷物を預け︑
明るいうちに繁華街︵古いのも

新しいのも︶を隅々まで歩いて
見当をつける︒ロケハンだ︒
探すのは古そうな店だが︑古
いだけで取り得のないところも
ある︒早い時期から板前が支度
を始めている店は料理がよいか
もしれない︒
店は清潔に限るが︑
古くても丁寧に使っているとこ
ろは好感が湧く︒基本的には小
さな店がいいが︑町の名物的大
衆酒場が見つかれば︑これは入
ってみなければいけない︒と見
てまわり︑最初の一軒はここ︑
そのあとの候補はここと決めて
おく︒
これはとても大切で︑夕方か
ら行きあたりばったり歩いても︑
迷うばかりで決められず︑﹁ど
こでもいいや﹂と入ったら大外
れ︑はよくあることだ︒出張つ
いでに夜の酒場を楽しみに来た
けれど︑結局決められず︑﹁つ
まらないなあ﹂と思いながらホ
テルの店でお茶をにごすのは残
念だ︒
ともかく最初の一軒は絶対に
外さないようにして︑ある程度
満足したら︑その後は多少外れ
ても笑い話になる︒そうして計
画を立ててホテルに帰り夕方ま
で眠る︒目覚めたら胃腸薬を飲
み︑あとは決めておいた一軒目
にためらわず直行する︒そこが
いまひとつなら︑二次候補︑三
次候補だ︒
︵新潮文庫﹁居酒屋を極める﹂
より︶

