宮城県内の全店舗では、日本酒とともに「刺身盛り」な
どの旬の魚介料理も楽しめる（写真はイメージ）。
店舗スタッフの平均年齢は約38歳。スタッフ間のコミュ
ニケーションを大切に、接客に当たっている。
工場で丁寧に下処理された牛たんを、炭火で丹精込め
て焼き上げる。
「焼き手」の腕が問われる瞬間だ。

昔ながらの製法と味を頑なに継承し
仙台の食文化、牛たん焼きを未来へ
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む『株式会社利久』グループ。 城の地酒を楽しみつつ、牛た

牛たん焼きの専門店を営

週末には1店舗で1,000食以上の注文を受
けることもある「牛たん定食」。肉厚ながら
も歯切れのよい食感、ジューシーな旨みが
人気の秘密だ。
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『株式会社利久』グループ
まえて塩加減を調整し、熟練

この店舗に卸すかまでをも踏

ろんのこと、季節や気温、ど

部長は語る。

せん」と、人事部の中野卓也

いう想いの表れにほかなりま

ている。
「これも『安心 安･全
な牛たんを食べてほしい』と

牛たんの大きさや厚みはもち

でも味付けは生産部の花形。 して分析し、衛生管理を行っ

の社内には、主に３つのセク
る。最後に１日半ほど寝かせ

の職人技によって仕上げられ

手作業での加工を徹底
衛生管理にも注力

産部、営業部、外商部だ。

「お客さまを喜ばせたい」
その想いが店舗の肝

て熟 成させてから各 店 舗へ。

材のハムやソーセージの加工

牛たんの解凍、皮むき、カッ
たんが誕生するのだ。

久』ならではのこだわりの牛

旨みが 引 き 出 された 、『 利
で働くスタッフが所属する営

屋台骨とも言えるのが、店舗

『株式会社利久』グループの

もオートメーション化された
レミアム」認証を受けている

として「みやぎＨＡＣＣＰ プ

呼ばれる職人と、それ以外の

て牛たんを焼く「焼き手」と

調理係は主に炭火を用い

理係とホール係に分かれる。

る。

ネージャーへの道も開けてく

極 めれ ば 、店 長 やエリアマ

かい接客のこと。「接遇」を
度が高く、お客様を喜ばせる

ういう意味では、店舗は自由

ばせたい」という気持ち。そ

業部だ。店舗スタッフは、調

ものではなく、牛たんの加工
のも同社の強み。工場内で製
居酒屋メニューなどを手がけ

県内で唯一、食肉処理業者

をかけて行うのが同社のポリ

はすべて手作業で、手間ひま
造 加･工 調･理するすべての食
品を対象に、微生物危害、科
る 職 人 がいる 。特 に「 焼 き

すい土壌と言える。

ためのチャレンジが実現しや

シーだ。包丁１本でのカット
学的危害、物理的危害など
手」は、熟成させた牛たんを、 と言えるのが、全国に展開し

き手」の仕事だが、澄み切っ
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の、各店の店長や調理長の裁
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ズではなく直営店だというこ

各地のお祭りや音楽フェスな

店 、大 型スーパーへの出 店 、

で提供する商品の開発 販･売
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自慢の味を多彩な形で
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たまろやかなスープに仕立て
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店舗すべてが、フランチャイ

るのは、牛たんを焼くよりも
にその地域の旬の素材を仕

を行うのもこの部署だ。さら

ている『牛たん炭焼利久』の

難しいと言われるほどだとい
入れ、限定メニューとして提

最後に炭火で最高の状態に

う。

に、店舗等で販売する弁当の

ホール係には、
「接客」以

ている 。調 理 係 、ホール 係 、 か、牛たんを使ったオリジナ

上の「 接 遇 」が 求 められる 。 の取り組みも頻 繁に行われ
「接遇」とは、単なる接客応

求に余念がない。その中で今

ルメニューの開発も、生産部

喜びと感じる人。経験がなく
や店舗数、人気、牛たん使用

いずれの立場においても最も

味 付 き 牛 た ん の ほ か 、シ
ても大丈夫です」と語る。入
量、消費量は業界トップクラ

対に留まらない、一人ひとり

チューやカレーなどの牛たん
社後には社内研修制度もあ
スとなった『株式会社利久』

と一体となって推進している。

のレトルト食品、牛たんハム
るので、意欲的に学び取る姿

グループ。全国１００店舗を

大切なのは、
「お客さまを喜

製造や販売も手がけているほ

供するなどという店舗独自

仕上げるという重要な役 割

同社の店舗の大きな特徴

と、手振り塩での味付けを創
が加えられていないかを徹底

「HACCP導入形管理運営基準と同等以上の衛生管理」及び「自
主的衛生管理項目」に沿って徹底した衛生管理を実施している。

のお客様に合わせたきめの細

にソーセー ジ 、牛 た んハン

目指し、海外進出も視野に入

ポーツ大会、芋煮会をはじめ、 れながら、食材に敬意を払い、

勢があれば、早くからの活躍

プライドを持って〝利久ブラ

も可 能だ。忘 年 会や社 内ス

は一つ所に留まらず、業務内
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ンド〞を追求し続けている。

プはバラエティ豊か。外商部
容も多岐にわたるため、さま
図る機会も充実。風通しの良

バーグなど、そのラインナッ

ざまな経験をしたい人にとっ

の飲食店にも積極的に挑戦

費者のニーズに応え、他業種

環境の変化や多様化する消

焼 利 久 』を母 体としつつも 、

加えて今後は、
『牛たん炭

牛たんの味を伝えつつ
新たな食文化の創造へ

せていくことができる。

てうってつけと言えるだろう。 い環境で、自分自身を成長さ

成長意欲を刺激する
風通しの良い環境が魅力
同社が求める人材について

もなくのこと。以来 年余り、 台ホルモンガッツ』、仙台味

杜の都 仙･台の名物「牛た
ん」が誕生したのは、戦後間

噌をはじめ全国の味噌を使

実に未来を見据えている。

そう語る亀井代表の目は、着

る 存 在 で あ り たいです ね 」
。

仙台の飲食業界をリードす

きたいと思っています。常に

台の食 文化をも創造してい

に広めるとともに、新たな仙

の味を継承し、全国、全世界

「仙台が世界に誇る牛たん

予定だ。

用したしゃぶしゃぶ店も開業

には地元の新鮮な野菜を使

屋』をオープン。２０１９年

風居酒屋バル『ビストロ 布袋

鮮なホルモンを提供する『仙

らうことが好きで、それを自

用したラーメン店『味噌乃屋

していく方針だ。すでに、新

分のモチベーションにできる

今や仙台には１００店舗近

田所商店』、イタリアン＆和

中野部長は、
「人に喜んでも

験して成 長していくことや、 くの専門 店があると言われ

人。前向きに色々なことを経

るまでになり、各店、味の追

責任を持たせてもらうことを
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牛たんカレー、牛たんトマトソース煮、牛たんテールスープ、牛た
んせんべい、牛たん入りスティックカルパス2袋が入ったお得な
セット。店舗の味を家庭で気軽に楽しめるとあって人気が高い。
化粧箱入りなので、ギフトとしても喜ばれること間違いなし。

店舗や駅、百貨店などで買えるテイクアウト商品
は、
「牛たん真空パック」をはじめ約50種が揃う。
ハム、ソーセージ、ハンバーグなど、牛たんを使っ
たバラエティ豊かな商品は通信販売でも購入可。
駅や空港、百貨店などにも出店中。
「利久スタイ
ル」の牛たんの魅力をあらゆる形で発信している。

上）牛たんのスライス風景。牛たんの大きさを見ながら最適な厚
さになるよう、包丁で丁寧に切り分けていく。さらに両面に切れ目
を入れ、厚みがあっても柔らかく噛み切りやすい牛たんに仕上げ
ている。下）工場での作業はほぼ人の手で行われる。

業当時から徹底している。中

を行っている。工場と言って

ト、味付けのほか、牛たん素

は、現在約１００名が在籍し、 こうしてより柔らかく、より

本社工場勤務の生産部に

ションが設けられている。生
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新たな業種にもチャレンジし仙台の飲食業界をリードする存在に

