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2020 8月号カクヤスおすすめの “旬のお酒” をナビゲート

外食ならではの体験
　家では出来ない愉しみ方
難しい時期だからこそ、あらゆる手を打っていきましょう。
カクヤスは全力で料飲店様をバックアップいたします。

外食だからこそ味わえる
おいしいお料理・ドリンク。そして時間。

緊急事態宣言が解除された直後に行われたアンケートの結果から、「こんな
時だからこそ外食に期待されているもの」が見えてきました。

外食時にドリンクを飲む際に、より意識する
ようになったことはありますか？

▼ Question ！

品質 味や見た目のおいしさ
（38.8%）

価格（25.0％）

品揃え（11.0％）

食事との相性（9.0％）

希少性（5.0％）

その他（6.2％）

今後どんな時に飲酒を伴う
外食をしたいですか？

▼ Question ！

外呑みの『価値』を打ち出そう
家飲みにはない、外食ならではのアイデアとアイテムで、お客様の「行こう！」を呼び込みましょう
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美味しい食事やお酒を楽しみたい時

家族や友人とのコミュニケーションをしたい時

家では出来ない外食ならではの体験がしたい時

ストレスを発散したい時

カクヤス営業がみなさまが実施されている
「コロナ対策」をお伺いしました。
日本フードサービス協会の「外食業事業継続
のためのガイドライン」と合わせて、ご参考
にしてください。

みなさまのコロナ対策みなさまのコロナ対策
　　　　　　　　　　

家賃支援給付金

持続化給付金とは異
なります。申請お忘れ
ではありませんか。

客席数を減らさずにできることは？
コロナ禍の外食を見てきたライター、さ
とう木誉氏による「withコロナの生き残
り方を外食支援のプロに聞いてみた」

第３回は、株式会社スパイスワーク
ホールディングスに伺いました。

夏だから！
コロナ禍だから！

おすすめする理由は
ウェブの特集で。

出典：キリンビール株式会社　2020 年 5月25日～ 5月30日
「withコロナ時代の「外食の際の飲酒」に関する生活者意識調査」



※業務店様向けのチラシのため、表示価格は中身税抜きとなっております。掲載の写真はイメージです。掲載内容は 2020 年 7 月末時点の情報であり、予告なく変更する場合がございます。
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皆さまが実践されている” ちょっと手を加えてお料理やドリンクをおい
しくしているコツ “ありますよね。もちろん秘伝のテクニックは内緒と
しても、外食の魅力を伝えるためにも、お客様に「ちょっと一工夫し
ています」とアピールされてはいかがでしょうか。 240787

谷川岳 純米ひやおろし
1.8L　￥1,900

308781
天吹 秋に恋する純米酒

1.8L　￥2,700

8月お盆明け順次出荷
1本から取扱い可能な「ひやおろし」
のアイテムは、下記の二次元バー
コードからご確認いただけます。

8月18日発売

店頭ポスターに気づき入店されるお客様も。
缶ではなく、瓶で呑める特別感をアピール

39531：中瓶 (500ml)　￥271
4051    ：大瓶 (633ml)　￥321

秋は魅力ある食材が旬を迎えることから「食欲の秋」と言われていますが、夏に比べ日
照時間が短くなり、体内のセロトニンの分泌量が減るために食欲が増すそうです。

“冬に備えて”　負けない心とカラダづくりのため、美味しく、楽しい、癒しの時間を提供
していきましょう。

人間のカラダのなかでは、夏バテで落ちた体力を回復させ、下がってきた気温に対抗す
るために、体が基礎代謝を上げようとしているんですね。

「秋」はすぐにやってきて、去るのも早く感じますよね。
せっかくの旬の売上げを逃さないためにも、早めのご準備を！

ウェブで簡単に作成依頼ができる季節の「差込メニュー作成
いたします」の秋バージョンを準備中です！
またいつでも、各種メニューや POP 類の作成を承りますので、
お気軽にカクヤスの担当営業へご連絡ください。

お料理もドリンクもイベントと絡めれば、効果のある集客施策になり
ます。店頭ポスター、チラシ、SNS、なんでも活用していきましょう！

10 月 30 日 ( 金 )
11 月    3 日 ( 火 )
11 月 19 日 ( 木 )

・・イタリア　ノヴェッロ
・・日本ワイン　新酒
・・ ボージョレ　ヌーヴォー

外食ならではをアピールするためにも取り入
れてみては。魚介系料理や天ぷらだけではな
く、から揚げなどの揚げ物やパスタにも活用
されている飲食店さまも！残暑を乗り切るお
料理に一役買ってくれるでしょう。

既存ドリンクにカットしたすだちを添えるだけでも、見映えUPします！

外食だから

グラスに注いだ生ビールに、
最後にすだちを搾り「すだちビール」

数量限定品の為、ご希望の際はカクヤス担当営業までお問合せ下さい。

すだちサワーはもちろん、
ウイスキーハイボールやロックにも
「生搾りすだち」

日本酒にすだちを搾り
「すだち冷酒」

八洲桜
純米大吟醸　生酒
720ml　￥980

339399

吟醸酒がオススメ

無添加 生すだち酒の素 21°
【リキュール】 商品コード：20917

720ml ￥1,250

スミダ 酎ハイベース すだち
【コンク】 商品コード：12999

1L ￥1,390
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らこそ！・・・の、

大人数での飲食が遠慮がちとなり、ワインボトル注文の割合が下がったとお伺いしました。
またグラスワインを複数種用意していたが、オーダーに偏りがでてロスがでてしまうとのお悩みも。

とはいえ、飲食店さまのお悩みに反し、お客様からはちょっとづつでも美味しいものを食べたい、
飲みたいとのお声も上がっています。

・ちょっといいものに手が届くお得感から、
　普段出ない高いお酒も提供しやすい。

・テーマを決めて、味わいの変化、
　お料理に合わせてなど、付加価値を付けられます。

①
本醸造

②
大吟醸

③
純米大吟醸醸醸醸

①8390
八海山 特別本醸造
1.8L ￥2,390

②349132
八海山 大吟醸
1.8L ￥3,520

①349136
八海山 純米大吟醸
1.8L ￥3,870

②
バーボン

味の違いが判りやすい
ソーダ割りがおすすめ。

②293621
メーカーズマーク
700ml ￥2,690

①303895
富士山麓シグニチャーブレンド

700ml￥5,000

③75361
アードベック10年
700ml ￥5,560

③
スコッチ

①
ジャパニーズ

①ブルゴーニュ シャルドネ シャトー ド ドラシー
　750ml　￥3,500 【341140】

②ボルドー シャトー マルキザ ラ ペルーズ
　750ml　￥2,680 【308000】

①コート デュ ローヌ クローズエルミタージュ 赤
　750ml　￥3,080 【330259】

～ ワインのコース ～
①

シャルドネ
②

メルロー
③
シラー

▲ 飲み比べ用 酒器やグラスも
　 お問合せは、カクヤスへ！

267157：てびねり三味三昧セット

飲む量を気にされる方もいるので、「飲み比べは、グラス
２杯程度」とご説明されては。良質のものを提供し、贅
沢な時間を楽しんでいただきましょう。

ワインなら1種60mlで提供されるところが多いようです。
(※ソムリエ二次試験のワイン量は 50ml)
1本 3,000 円仕入 >60ml 原価：240 円 ドラシーは酸化しにくいと

評判で、グラスワインに
おすすめです！

白ワインを一品入れ、
お料理の流れと合わせては ...

日本酒なら「ひやおろし」、ワインなら「ボ
ジョレー・ヌーヴォー」など、季節の酒を
一品入れ、イベント性を高めましょう！

￥1,500

知る人ぞ知る、幻の酒。
仕入れができる酒屋は都内で数社。

根知男山の希少酒「Nechi」
米づくりから瓶詰まで一貫した「ドメーヌ・スタイル」

特徴を捉えるためにも
「ワイングラス」での提供がおすすめです。

産地（テロワール）、米質（セパージュ）、収穫年（ヴィンテージ）の
違いが感じられる酒造りをされています。

※限定品につき品切れの際はご容赦ください。
※今秋に 2019 年ヴィンテージが入荷予定です。

米質やヴィンテージの違いが楽しめる！

激レア!Nechi 飲み比べセット
①Nechi2018 五百万石
②Nechi2017 五百万石
③Nechi2017 越淡麗

720ml　2,450 円【336794】
720ml　2,200 円【308765】
720ml　2,480 円【308768】
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①
五百万石
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②
五百万石
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③
越淡麗
�������
����

こだわった
飲み比べもできる！

8月20日出荷開始
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配達エリア内の料飲店様でしたら
無料でご利用できます。

料飲店様専用ご繁盛応援サイト
料飲店従事者の方でしたら
どなたでも無料でご利用できます。

#レモネード
2020 年 7月時点

※サンプルをご希望の方はカクヤス担当営業までご連絡ください。

カクヤス経由でのお申込みで、
Retty 掲載初月１か月無料特典あり

この機会に、カクヤス営業担当までご連絡ください。

まだご利用でない方は

今がチャンス！


