データ＆トピックス
２０１５年２月からワインや
ハムを売りにしたチョイ飲みサ
●外食業界・消費者動向
ービス﹁フレバル﹂を 店で開
始した︒９８０円でワインが飲
イン飲み放題の﹁フレバル﹂サ み放題︑５００円で生ハム食べ
ービスを展開していたが︑より 放題︒結果︑夜間の売り上げが
短時間で気軽にアルコールを飲 平均 ％ほど伸びた︒しかし︑
みたい客向けにビール類を中心 滞在時間が１・５〜２時間で︑
とした簡易サービスも導入する︒ゆっくり飲む人が中心だった︒
昼と夜の両方で収益を稼げる店
新しいサービスは﹁バーガー
づくりをめざす︒
＆ビア︵Ｂ＆Ｂ︶﹂と名付けて

展開する︒生ビール３００円︑
輸入ビール５５０円︑フィッシ
ュ＆チップス４００円︒平均滞
在時間は１時間以内を想定し︑
夜間の増収効果は ％ほどと見
込む︒
︵日経ＭＪ︶
朝 時から飲める居酒屋
個性的な料理がズラリ
ＪＲ鶯谷駅から徒歩４分の地

ほめることは あ｢なたは私よりも下の存在だ ｣

ほめてはいけない

アルフレッド・アドラー／人生に革命が起きる１００の言葉

バーガー片手にチョイ飲み
フレッシュネス全店で
ハンバーガーチェーンのフレ
ッシュネス︵本社＝東京・中央
区︶は今期中にビールやつまみ
類を提供するチョイ飲みサービ
スを全店に拡大する︒従来はワ
1
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ど｢うせあなたにはできっこない と｣
相手に伝えることに等しいからだ︒
がとうございました﹂と感謝をし
てくれればよかったのです︒
おそらく私の友人はそれによっ
て貢献感を感じることができるで
しょう︒そして︑困難に立ち向か
う活力を補充してもらえることで
しょう︒子育てや企業での人材育
成にも︑この考え方は当てはまり
ます︒ほめるのではなく勇気づけ
る︒上から目線ではなく横から目
線で︒それが勇気づける︑という
ことなのです︒
︵ダイヤモンド社︶

に居酒屋﹁鳥椿 鶯谷朝顔通り
店﹂がある︒特徴は朝 時から
夜 時までの長い営業時間︒店
舗面積７・５坪︒月商３００万
円︒
つまみを一皿１００円から用
意し︑客単価を２１００円に抑
えたお得感で︑近隣の住民や会
社員から人気を集めている︒
料理のコンセプトは﹁奇抜過
ぎないがひとひねりしたメニュ
ー﹂︒形の珍しさがインパクト
の﹁名物チューリップ唐揚げ﹂
︵ 円 ︑
厚
)さが２・５ の﹁名
物ハムカツ﹂︵３００円︶︒鶏
肉のすき焼きをアツアツご飯に
のせたボリュームのある﹁鳥鍋
めし﹂︵４５０円︶︑アボガド
にこんもりとつくねとパン粉を
のせて揚げた﹁アボガ度メンチ﹂
︵５００円︶など︒
ドリンクの提供スタイルもユ
ニークだ︒
﹁チンチロリンハイボール﹂
︵３００円︶は︑サイコロを２
つ振ってゾロ目ならハイボール
は無料︒偶数なら半額︒奇数な
ら料金倍︵量も２倍︶︒
開店を 時にしてみて︑シル
バー世代はもとより夜勤明けの
工場作業員︑タクシー運転手︑
子どもを幼稚園に送った後の母
親などの幅広い客層を発見した
ことだった︒﹁今後も︑昼から
飲める店へのニーズは増えてい
く﹂︵北野社長談︶︒
︵日経ＭＪ︶
1
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以下２面へ続く

いのサンドイッチとコーヒーの
店をオープンし︑
創業しました︒
もともと亜季夫人のご実家が山
梨で畑をやっていて︑無農薬・
無化学肥料の野菜を使ったサン
ドイッチを作りました︒それが
オフィスに勤めるＯＬさんたち
に大好評となり︑お店を拡大せ
ざるを得なくなりました︒そし
て２００６年︑同店を４倍の広
さがある物件に移転しました︒
２００９年には自家製パンを
使ったベーカリーカフェを市ヶ
谷に︑そして２０１２年にはワ
シントンでインスパイアを受け︑
チリビーンズと豆料理の専門店
を九段南にオープンしています︒
２０１５年の３月に浅草にオ
ープンした１︑２階建ての店舗︑
こちらも非常に繁盛していて︑
オープンから夕方くらいまでず
っと回転しています︒お弁当や
ケータリングなども好評で︑１
日６００食くらい出ています︒
１号店の麹町カフェを筆頭に
系列店のコンセプトはいずれも
﹁季節の食材をシンプルに︒で
きるだけていねいに自分たちで
つくること﹂というもの︒調味
料に至るまで可能な限り手作り
をし︑お客側にとってはここで
食べると体がよくなる︑そして
毎日来たくなるという良循環を
生んでいます︒
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食｢を｣通じてイイコトをしよう！
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⑳
冊以上の著作を持つ作家であ から下への目線︑上下関係にもつ
り︑研修講師である友人はある日︑ ながります︒相手から下に思われ
て気持ちがいい人はいません︒だ
読者の方から 文
｢章が上手ですね ｣
とほめられ︑強い違和感を感じた︑ からこそ︑ほめるという行為は︑
と言いました︒なぜならば︑ほめ 自立しようとしている相手に対し
るという行為は前提として﹁どう てマイナスに働くことになるので
せできっこないだろう﹂という予 す︒
見があるからです︒当たり前のよ
ほめることは上から目線です︒
うにできると思っていたならば相 勇気づけは横から目線です︒先の
手をほめません︒だからほめられ 例でいうならば︑もし読者の方が
ることは﹁あなたはできない人な 私の友人をほめるのではなく︑勇
のに︑よくやったね﹂と言われて 気づけようとするならば﹁文章が
いるようなものなのです︒
上手ですね﹂ではなく︑﹁本を読
また︑ほめる︑ということは上 んで心がラクになりました︒あり

コヤマ新聞
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昨年の７月︑﹁コヤマ新聞﹂︵ＮＯ１２６︶で︑﹁イートグッ あると言えると思います︒
ド﹂という言葉を紹介させていただきましたが︑今まさに﹁イー ︿ポートランドカルチャーに注
目が集まる！﹀
トグッド﹂は世界的な大きな潮流になりつつあります︒
たとえば北米の都市︑ポート
ランドのカルチャーは︑現在無
視することのできない非常に大
きなムーブメントになってきて
います︒
ポートランドでは︑人口約
万の都市に︑クラフトビールの
ブリュワリーが 軒もあり︑さ
らにまだ増え続けています︒マ
｢
スプロダクト︵大量生産・大量
販売︶﹂から﹁クラフト︵手作
り︶﹂へ︑そういった文化が根
付いているし︑﹁組織﹂よりも
﹁個﹂︑﹁競争 よ
｣りも 共
｢存﹂
をめざす社会でもあります︒ク
ラフトや地産地消︑サスティナ
ブルを当然のこととして地域社
会でみんなが実践しているので
す︒こうした拡がりがポートラ
ンド圏内を超えてブルックリン
へ派生し︑日本にまで波及して
いるというのが世界の現状だと
思います︒
︿ イ｢
ートグッド の
｣生みの親﹀
さて︑﹁イートグッド﹂とい
うことばの生みの親︑それは株
式会社エピエリという飲食企業
の松浦清一郎氏と亜季夫人のお
二人です︒彼らは２００３年︑
﹁麹町カフェ﹂という４坪くら

食ビジネス考

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｣

発行：
コヤマカンパニー
〒569‑0803
高槻市高槻町19番7号
tel:0120‑21‑0852
fax:072‑683‑0087
mail:web@koyama2525.co.jp

ＴＨＥ ＫＯＹＡＭＡ ＳＨＩＮＢＵＮ

137

3
0

﹁イートグッド﹂とは何か？ ています︒
これは読んで字の通り︑ 良
｢い ｣ つまり︑健康に配慮するだけ
を﹁食べよう﹂︑そしてただ食 でなく︑地球環境にやさしい持
べるだけでなく︑食を通じて良 続可能な社会を作っていくとい
いことを実践しようという非常 うミッションに世界中の人々が
にシンプルな考え方です︒
共鳴して︑その中でイートグッ
その背景としては︑昨今のオ ドという土壌が広がってきてい
ーガニックブームというものが ると言えます︒ビジネスだけで
あり︑これは日本だけではなく なく︑生き方そのものにもとづ
むしろ世界的な潮流で︑アメリ いた考え方ということです︒
カ︑とくに北米において盛り上
この流れを飲食業界︑顧客と
がっています︒
いう２つの軸から考えると︑飲
︿かつてのオーガニックブーム 食業界では︑大手チェーンに見
との違い︑サスティナブルとい られる大量生産・大量消費︑い
う考え方﹀
わゆる﹁効率主義﹂を求めるこ
最近のオーガニックブームは︑とがだんだん行き詰まりを見せ
かつての﹁マクロビ﹂や﹁ロハ ているように感じられます︒
ス な
｣どのムーブメントと違い︑ 冷凍食品︑加工食品︑あるい
一部の高所得層による限定的な は中国など諸外国から輸入食品
支持ではなく︑一般的なごく普 を筆頭とするローコストオペレ
通の生活者が良いものに価値を ーションと︑それによるコスト
求めるというトレ コントロールが︑食の安心・安
ンドです︒日本の 全を脅かすようになりました︒
飲食業界において それに対して社会・顧客が反発
も︑ここ１〜２年 しているということです︒
今︑世の中のニーズは﹁価格
は﹁Ｆａｒｍ ｔ
ｏ Ｔａｂｌｅ﹂ 重視﹂から﹁価値・体験重視﹂
をキーワードにし に移り変わってきています︒こ
た店が非常に増え うした大きな転換期を迎えつつ
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からはそういったことが問われ
る時代に入っていくし︑この イ
｢
ートグッド﹂という考え方が広
がり︑実践するお店が増えてく
｣
れば︑飲食業界全体の価値と地
｣
位が向上してくるだろうと思い
ます︒今︑多くの店が人手不足
という問題の対応に追われてい
ますが︑前述したようなお店が
増えてくれば︑自然と共鳴が起
き︑若い人が集まって来ます︒
︿２０１６年はイートグッド元
年﹀
今︑消費者の意識は価格や皿
の上の美味しさから︑食材の背

景へと向かい出しています︒つ
まり生産者の顔や生産過程が見
え︑自分たちの身体だけでなく︑
自然環境の持続可能性にまで配
慮した﹁食﹂を求め出している
ということです︒
この流れは︑とくに欧米では
顕著ではありますが︑日本の飲
食マーケットにおいても今年か
らさらに重要性が高まってくる
だろうと思われます︒
︵フードスタジアムセミナー
より抜粋︶

▲

⑱大人は居酒屋で心を満たす

ではなく︑世の中をある程度知 あ家に︑一人でいるってなんて
って︑ものごとの道理をわきま いいんだろう︒妻が﹁友達と温
えた﹁本当の大人﹂という意味 泉に行ってきていい？﹂と願い
だ︒では 大人のための居酒屋 出れば﹁おお︑行ってこい︑行
｢
｣
ってこい﹂だ︒
とは？
居酒屋はおいしい酒︑肴︑友
一人になるのは案外難しい︒
達との肩の力を抜いた語らい︑ 公園で一人じっと長く座ってい
と楽しく時間を過ごせる心地よ ると警官に ど
｢うかしましたか ｣
い場所だ︒一方︑大人になって と聞かれる︒徘徊老人ではない
というか︑晩年を迎えて︑一人 のだが︒喫茶店でコーヒー一杯
で自分だけの時間を持ち︑その で粘ってもいいが三十分いるの
間黙っていられる︑これが大人 はなかなか辛い︒一人でも入れ
の居酒屋の神髄ではないかと気 るからと映画館へ行けば映画を
づいてきた︒
観なくてはいけない︒一人にな
仕事をしていれば周りと話さ りたいのに自分の気持ちが映画
ないわけにはいかない︒家へ帰 に奪われることが︑ちょっとつ
っても三十分も黙ってると﹁ど まらない︒ぼーっとできるサウ
うしたの？ と
｣不安に思われる︒ ナは服を脱がなくてはいけない︒
心配事かと気を揉まれてもいけ 一人ぼんやりは︑家の中でも外
ないので何かしゃべらなくては でもなかなか難しいのだ︒
いけない︒一人黙って新聞でも
そこで居酒屋だ︒居酒屋は注
読みながら盃を傾けたいと思う 文以外に何もしゃべらずに一人
けれども︑なかなかそれができ になれる︒しかも目の前には酒
ない︒それが家庭というものだ もある︒腹が空いて入ったので
ろう︒
はない︒鰻屋で食べ終えてじっ
女性はどうか分からないが︑ といつまでもいると︑﹁まだ︑
男は一人で黙っていたいときが 何か？﹂と言われるが︑居酒屋
ある︒たまに妻から﹁すみませ は酒さえ置いておけば訝しがら
ん︑今夜︑友達と遅くなるので れない︒酒一本だけで一時間も
外で食べてください﹂というこ 何も注文しないのは作法違反だ
とがあると︑﹁しめた︑居酒屋 が︑およその品を置いておけば
だ﹂と思うだろうが︑さにあら 好きなだけいられる︒
ず︒早めに家に帰り︑風呂を浴
そのとき何をしているか︒心
｣
び︑ビールを出して︑好きなテ の充足をしている﹂︒何か不満
レビを見る︑音楽を聴く︵耳に があるわけでもなく︑ただ静か
突っ込んだイヤホンでなく︑ス に心を充足させている︒そして︑
ピーカーからの生音のうれしさ その心が満たされると出てゆく︒
よ！︶︒あるいは何もせずぼん 腹一杯になったから︑あるいは
やりと︵これが一番多い︶︒あ 頼んだ料理が終わったから出て
ゆくのではない︒もちろん飲ん
で食べているけれど︑腹にたま
らない塩辛あたりで﹁時間つぶ
し﹂︑黙として酒を飲む︒そし
て﹁さあ︑いいかな﹂と充足感
が湧いてくると 勘
｢定 と
｣なる︒
なかなか充足感が湧いてこな
いときもある︒そういうときは
ハシゴだ︒酒好き︑酒場好きは
どうしてハシゴをするかという
と︑もっと飲みたいということ
もあるが︑心がまだ満たされな
いからハシゴをする︒
つまり﹁レストランや食堂は
胃袋を満たすところ︑居酒屋は
心を満たすところ﹂だ︒
これは近代の都市の産物かも
しれない︒明治の文明開化で一
応身分制度がなくなり︑漱石の
ような人が人間心理を分析し︑
一人の鬱屈という近代自我が芽
生えてくる︒
もう少し下って永井荷風︒フ
ランス官費留学で西欧の市民意
識を身につけた人が︑山の手の
麻布から︑下町など都市を逍遥
して歩く︒都会というものが成
熟して︑そういう人たちが集ま
る場ができてきたからでもある
のだろう︒
誰も知らない所にわざわざ行
って︑一人で酒を飲んで帰ると
言うと︑﹁寂しくないですか﹂
と聞かれるけれども︑その反対
なのだ︒
︵新潮文庫﹁居酒屋を極める﹂
より︶
に水で割るのだから︑いわば いいようです︒
ブレンド
自家製の加水です︒
燗をしないで︑加水するだ
違う日本酒をブレンドして
けの水割りも旨いかもしれな 飲む方法︒禁じ手中の禁じ手︒
いと思って何度か試してみま ３種類の日本酒を同時に飲ん
したが︑試した範囲では酒と で比べていたとき︑間違って
水がうまく馴染まず︑水っぽ 片方が入っていたグラスに注
くなってしまいました︒燗に いでしまったのを飲んだら︑
するほどよく混じり合い︑旨 意外に旨くて驚いたことがあ
さはそのままにアルコール度 ります︒思い切って３種をひ
数は下がるので︑体に抵抗な とつのグラスに同量ずつ注い
くすっと馴染むのでしょう︒ でブレンドしたら︑非常にバ
なお︑この割水燗をする場合 ランスのとれた美酒になった
は︑度数の高めの原酒の方が のです︒
味が崩れないようです︒
ただし︑個性も薄れて︑良
い酒ですが面白味はなくなっ
たのも事実︒そこでブレンド
したものと︑していないもの
を改めて飲み比べてみると︑
それぞれの特徴が際立ち︑持
ち味を知ることができました︒
面白い体験です︒
ソーダ割り
また︑同じ蔵元の酒を比べ
日本酒をソーダで割って飲
む︑いわば日本酒ハイボール︒ 飲みしていたとき︑若くて硬
日本酒の持つ旨味や甘味を楽 い印象の新酒に︑１年熟成し
しみたいので︑ソーダは甘味 た酒を少しだけ加えてみたら︑
料などで味付けをしていない まろやかな印象になったこと
ものがおすすめ︒普段使うの もあります︒自宅ならではの
は﹁サントリー ザ・プレミ 密やかな愉しみとして︑チャ
アムソーダ﹂と﹁ウィルキン レンジしてみると新しい発見
ソン タンサン﹂ですが︑日 があるかもしれません︒
︵ちくま新書より抜粋︶
本各地で造られている地サイ
ダーで割るのもおすすめです︒
割ることで味が薄まるので︑
日本酒は濃厚なタイプの方が

私は居酒屋は︑大人のための
ものと思う︒子供のための居酒
屋は当然ないのだが︑ここでい
う﹁大人﹂とは︑ナリは大人だ
けれども頭の中は子供というの

「居酒屋の流儀」

食｢を｣通じてイイコトをしよう！
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達人／太田和彦が語る

以下１面より続く

結論ですが︑ イ
｢ートグッド
とは︑業態などではなく︑ 食
｢
に対する考え方です︒理念であ
り︑行動であります︒トレンド
ではなく︑これからの時代︑ビ
ジネスモデルの軸であり根幹と
なり得る︑そういう価値観であ
るということです︒
飲食店を何のためにやってい
るのか︒おそらく金儲けではな
いでしょう︒ミッションとかモ
ラル︑オーナーの在り方︑これ

のの代表格とされていました︒
各地の﹁天神囃子﹂の歌詞には
﹁大根種﹂﹁そばの種﹂﹁芋の
種﹂がよく出てきます︒
﹁天神囃子﹂の魚沼酒造は︑
新潟県十日町市郊外の山際に位
置し︑主に新潟県の酒造米を信
濃川の伏流水で仕込んだ︑辛口
の多い新潟県では異色とも言え
旨口にこだわる酒蔵です︒魚沼
地方は豪雪地ですが︑古くから
続く人々の努力と知恵により︑
自然に恵まれた地域です︒清酒
﹁天神囃子﹂は︑その自然とそ
こに生きる人々に育まれたお酒
です︒

1
0

自己流飲み方で新発見
苦手意識払拭の一助？

居酒屋で飲むときは︑店の 高めの温度の燗にして︑冷ま
流儀に従わざるを得ません︒ した﹁燗冷まし﹂にすると︑
店の考え方や方法を尊重した 味わいはクリアに︑輪郭はく
いし︑相手に委ねることで︑ っきりと︑広がりが出て︑震
﹁し えるほど旨くなることがあり
思いがけない美味しさや楽
さに出会えることもあるから ます︒
です︒でも自宅では違います︒ オンザロックにする
誰にも気兼ねする必要はない
ロックグラスに大き目の氷
し︑失敗しても自分ががっか を１個入れて︑日本酒を注い
りするだけ︒誰にも迷惑はか でオンザロックにすると夏向
からないのです︒思い切って きの味わいになります︒濃厚
熱い燗にしてみたり︑水で割
ったり︑
ブレンドしたり⁝⁝︒
こんな飲み方をしたら︑造っ
た人に申し訳ないなんてこと
を考えず︑いろいろ試してい
ます︒思わぬ発見もありまし
たよ︒ぜひ︑自己流で楽しん で味の太い無濾過生原酒など
でみてください︒
がふさわしく︑大吟醸や線の
あえて燗冷ましにする
細いタイプは向きません︒
燗冷まし とは︑燗酒が冷 割水割︵わりみずかん︶
｢
｣
えて腰がなくなり︑美味しく
ごく少量の水︵酒の分量の
なくなった状態を指す言葉︒ ５％〜 ％ と
)酒を合わせて︑
でも酒質によっては︑たまら 燗にする方法︒ゆるりとした
なく旨くなる場合があります︒優しい味わいになります︒日
おすすめのタイプは︑旨味は 本酒を水で割ることに抵抗感
たっぷり内包しながらも︑冷 がある人もいるかも知れませ
やして飲むとゴツゴツした印 んが︑製造過程でも通常の場
象の純米酒︒冷やで飲むと︑ 合はアルコール度数を調節す
ぼんやりとした印象の場合が るために︑﹁加水﹂といって
多いのですが︑ ℃ぐらいの 水を加えています︒飲むとき

その百二十二●禁じ手にも挑戦︒飲み方自由自在

唄い継がれる祝い唄から

﹁天神囃子﹂は妻有地方でず
っと唄い継がれている祝い唄で
すが︑元々は稲作豊穣を祈願す
る神事唄であったと言われてい
ます︒古来より﹁大根種﹂﹁そ
ばの種 芋
の種﹂はめでたいも
｣｢

⑨天神囃子

酒銘の由来

（２〜３）

コ ヤマ 新聞
137/平成28年６ 月
No.

