３ 顧客視点 のＰ Ａを青 てる言葉

キ ッチンで重要なポジシ ョンを任されるようにな ったＰ
／Ａだ ったが︑品質が安定しな い時があり︑営業終了後 に
面談して伝えた言葉︒キ ッチンではたくさんの料理を作 っ
ており︑多少 の品質 のぃ
フレは仕方な いと思 いがちだが︑お
客さまにと っては待ち遠 し い︑期待 の 一皿である︒そして
店 では︑その代金を頂 いて いるのだと伝えたと ころ︑品質
のブ レが徐 々になくな って いった︒本人も レシピの小まめ
な確認や調理の練習を熱心 にするようになり︑安心 してポ
ジシ ョンを任 せられるほどに成長して いった︒ Ｔ 一
島︶

⑥¨
鸞一″＝構機轍趣馴薔機画塁颯
一＝一■一
¨
一一
■¨
一¨

日曜日の営業 で予想よりも来店客数が多く︑ピークタイ
ムも長くなり︑予想シ フトが崩れてしま った︒残れるＰ／
Ａにお願 いして残 ってもら ったが︑Ｐ／Ａは ﹁いいっすよ
〜﹂と言 いながら頑張 ってくれた︒
Ｐ／Ａ へのイ レギ ュラーな依頼 は店 の都合 であり︑店長
が作 ったシ フトのミ スだ︒それを助けてくれたこと には︑
素直 に感謝することが必要だ︒ ﹁
助 か ったよ﹂ の 一言で︑
次も好意的 に入 ってくれることが多 い︒感謝は伝えな いと
伝わらな い︑と実感 した出来事だ った︒ 含塁暑屋︶

③¨
冊＝■構理椰僣籠碁難撻螢選層鸞
Ｉ＝¨

店長は何 でも 一番 でな いと いけな いと思 い︑孤軍奮闘し
て いな いだろうか？ それではＰ／Ａの良 い芽を鉦笙思識 に
潰してしま って いる︒どんどん褒めて伸ば した方が Ｐ／Ａ
が創造的な仕事をするようになり︑結果的 に店長が楽にな
る︒自分が同じ年頃だ った頃と比 べて褒めよう︒
肩をたたくなどのスキ ンシ ップ は︑相手 に力が入 って い
るかリラ ックスして いるかが分かり︑言葉以上 の気持ちも
伝えられる︒なかなか一
侵められな い人は︑一
褒めた回数と怒
った回数を毎日数えるだけでも変わ ってくる︒ ︵
宮内︶

Ｑ鰹薫轟輯曇鴛糠聾磐側 ¨
＝暮菫¨

売上げが低迷し︑ スーパーバイザ ー ︵
ＳＶ︶から閉店 の
可能性もあると言われて いた時︑店 の全体ミーティング で
伝えたひと言︒店の現状を正直 に伝え︑ここから盛 り返し
て いこうと呼び掛けたと ころ︑Ｐ／Ａが自主的に店 の宣伝
をしてくれたり︑友達を誘 って食 べに来 てくれるようにな
り︑店全体 の士気が上が った︒半年後︑近隣 のイベントに
も助けられ︑過去日
霊口
同
売上げを記録︒その年 から売上前年
比クリアも連続 で達成するほどになり︑利益を出せる繁盛
店 へと変わ って いった︒ Ｔ一
島︶
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泣 きなさ いノ
泣き止むま で
待 つから

④
好きなだけ

②冷蔵庫
整理して
くれたの？
ありがとう ″

z
つ

①お客さまに感想︑
聞きに行こうぜ

えあ
よ °

０一■イ量餓職饉難醤早ヽ
響量署■一■■一

キ ッチン担当のＰ／Ａを連れ出して︑そのＰ／Ａが調理
した料理を食 べて いるお客さまの席 に ﹁
その〇〇︑この△
△が作 ったんです︒お味は いかがでしょうか？﹂と感想を
聞きに行 った︒オープ ンしたば かりの店 で︑今後 キ ッチン
のリーダ ー格 にな って いきそうなＰ／Ａだ ったが︑普段︑
顧客 の顔を直接見られな いポジシ ョンなので︑料理に対す
る愛情が薄くな ってしまう ことを懸念した︒
お客さまの声を聞 いて︑Ｐ／Ａは ﹁
意外とうれし いっす
ね ′﹂とうれしそうに言 って いた︒直接 はお客さまの顔が
見えな いポジシ ョンのため︑そんなに喜んでもらえて いる
とは思 って いなか った様子だ った︒ ｃ塁暑屋︶

０■／一
麟螢量書麟
壺働＝
麟一
一
量 ＝■■■

店長時代 に︑自分の休 み明けに出勤した際 にアルバイト
げた言葉︒店長は良 いところも悪 いところも含め︑休
に生鳳
み明けの変化 に目を配ることが大事だ︒ つい︑悪 いと ころ
ば かりが目に ついてしまうが︑良 いところも見 つけよう︒
そして一
袋めること︒ ﹁
店長はよく見 て いるんだ﹂とＰ／Ａ
に伝わり︑緊張感を持 って働 いてくれるようになる︒
︵
岩本︶

０■＝薔輔聯暮摘聾曇曇器一一
一一■一¨＝＝一■一
一一■

店長はリーダーなのだから︑迷うところを見せたら駄目
だと思う人も多 いだろう︒それ では︑ ﹁﹂
ち ゃご ち ゃ言わ
ず にやれ﹂ ﹁
俺 に任 せとけ﹂と いう上から目線 で指示を出
す ことに つなが ってしまう︒強力なリーダ ーシ ツプももち
ろん必要だが︑それだけではＰ／Ａの自立を妨げる︒
顧客 の志向が多様化して いる今 の時代︑Ｐ／Ａと 一緒 の
立ち位置に立ち︑自ら考えて答えを出す手助けをする店長
の姿勢が︑従業員教育 には不可欠だ︒ ︵
宮内︶

０葉撫輛憾構灘戴書量墨器■■■一一一＝一一＝一

構 ってタイプ の女性社員 から相談があると言われ︑面談
をして いたら泣き出してしま った︒女性 は悔 し い時や悲 し
い時 に つい一
涙が出てしまう︒ここで ﹁
泣くな ′﹂と いって
しまうと︑さらに泣 いてしまうこともある︒
無理やり感情を止めるとその後 の話ができなくなる︒否
定しな いことが大切だ︒冒頭の 一言で ﹁
店長は私 の気持ち
を分 か ってくれる﹂と思 ったようで︑落ち着 いて泣きやみ︑
面談を再開できた︒そ の後︑ ﹁
店長は いつでも悩 みを聞 い
てくれる﹂と︑問題があるとすぐに相談してくれるように
なり︑店舗運営が うまく いくようにな った︒ ︵
岩本︶
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P/Aが 動 いた魔法 の フ レーズ

実際 に P/Aを 元気 づけ、モチベ ーシ ョンをア ップさせた言葉の数々。あなたもオ リジナルを考えてみよう
商品￨を 運ん
￨で し
ヽ
る途1中

猛￨げギ

￨の

IP/A■

ピーク中、料理をテーブルに運ぼうとスピー ド感を持ってきびきび歩いているP/Aに 、すれ違いざま
にひと言。 P/Aは うれしそうに笑い、客席へ。その後の動きもきびきびとスピー ドを落とさずに頑張っ
てくれた。
具体的に褒めると伝わる。「スピー ド」 と具体的に言 うことで、意識するようになる。営業中だからこ
そ短い言葉で伝えよう。ピーク中で疲れている時や、逆に暇で急がなくてもこなせてしまう時にも効果的

(轄

1朧 九

頑張ち￨た ●
/A■ ■■

:

)

頑張った時には結果にかかわらず、ねぎらいの言葉を掛けよう。特に トイレ掃除やメニュー拭きなど、
人が嫌がる地味な仕事をしてくれるP/Aに 、その人の存在 をそのまま認めて敬意を払っているという気
持ちを伝えよう。この言葉がないと、ほかのどんな魔法のワー ドも伝わらない。
店長の心からのねぎらいの気持ちが伝われは P/Aは ついて来る。育ヒ
カ面を評価するだけだと、自分
のことしか考えないバラバラの店になってしまう。 (宮 内
)

1脇11協 凛

:

①元気に営業したい

石焼きビビンバは、顧客に聞いてからテーブル上で混ぜる商品。手早 く混ぜると、おいしく仕上がる。
店長は店内を回りながら、 P/Aが 混ぜている様子を見ておき、パン トリー付近に戻ってきたタイミン
グで言 う。 P/Aは にこっと笑い、男」
の時に 「さっきのはどうでした ?」 と聞いてくることもある。具体
/AI■ ■■￨ 的なポイン トを褒めることで、 P/Aも やることや頑張ることが明確になる。 (員 喜屋

商1品 提供イ
な
1彗 席か
ら漢￨
ち￨そ ￨き ￨た ￨￨￨￨

)

臓職

￨

営1業 1中 tlや
ノIAIと す￨れ
違う度 ―
■
￨.こ

営業中、 P/Aと すれ違 う度に目を合わせてイ
可かしら声を掛けるようにしていた。多い時は、1日 に1∝
回以上声 を掛けたP/Aも いた。
疲れて顔が下を向きかけていても、また顔を上げて動けるようになる。「あれ ? まさか疲れてる… ?」
などとハ ッパを掛けると D皮 れてません ′」 と返ってくることも。
イ
可時間も働いていると、どうしても疲れが出て笑顔が消えてしまうこともある。ノ まめに声を掛けるこ
とで、元気を取り戻すきっかけを増や していた。人と会話をすること、店長に見 られていることを意識す
ると、頑;長 る気持ちが戻ってくる。 (真喜屋)
jヽ

1轟

生―
ビ￨■ ,レ を
う￨ま ￨ぐ 注
￨た ￨ド Jタ ン￨カ
'デ

絆サrFll

ドリンカーから上がってきた生ビールの泡の具合がうまくできていた時に言った言葉も ドリンカーはう
れしそうで、その後も泡にこだわって作ろうと意識 してくれた。
直接お客さまの感想を聞けない ドリンカーに、お客さまが感 じるようなことを伝え、自分の作ったビー
ルが、お客さまに喜んでもらえるのだということを認識 してもらった。 (真喜屋
)

1馨:1議

ピ￨■ ￨ク イ
ムー
後￨の 体育￨
会系,ノ AI
￨タ

￨

￨

ピークタイムは一段落 したが、片付けがまだたくさん残っている時に、元気そうなP/Aを 見つけて言
う。「当たり前 じゃないっすか ′」「全然疲れてないっす ′」 と返 してくれるので、誰もが疲れている時
に褒めながら、ちょっとしたハ ッパを掛ける。
特に若 くて体育会系の P/Aな ら、まだまだ頑張ってくれる。 (真 喜屋
)

繁忙期で接
1客 が雑にな
ち￨た ●￨ン IAI
￨

12月 は宴会シーズン。P/Aに 顧客をさばく感覚が見 られ、なおかつ疲れがたまって接客が雑になり掛 11
ていた日
ま クリスマスの朝礼で伝えた言葉。お客さまにとっては4朝 Uな 日で、お客さまがこのレス トラン
にいる時間が幸せになるかどうかはわれわれに推いヽ
っていると伝えたところ、サービスや調理にも気合カ
入り、店全体が活気づいた。キ
朝」
な日に、お客さまによリー層楽 しんでもらおうという空気になり、P 声
自身が営業を楽 しむ良い雰囲気が生まれた。 (三 島
)

ハンディターミナルの操作ができず、バ ッシング専門のような仕事をしていた年配の P/A。 お客さま
が彼女に注文 した時は、筆者が伝言を受けてハンディを打つという三度手間になっていた。実際はハンテ
ィができないのではなく、教えてもらっていない状態だったため、まずはレジから覚えてもらい、その後
にハンディを覚えてもらうことにした。
本人はレジもハンディもやりたかったそうだべ 「自分にはできない」「自分がやると時間がかかるし
迷惑が掛かる」 と思っていた。実際には、すごくうれしそうに意欲的に取 り組んでくれ、∞歳を超えたま
性だったが覚えも早 く、数日でできるようになった。 自分からは言えないがtチ ャレンジしたいP/A■
いる。その思いを汲んでチャレンジしてもらうと、より頑張ってもらえる。 (真 喜屋)

④面談●個別 の席で

霧 :騨黎

ハンデイタ

1贈中 11:

フトが足
りなヽヽ
と￨き
■1人 ￨■ 人￨の

シフト交渉ができない店長は、いつまでたっても店が安定しないので、自分のやりたい店づくりがてき
ない。「人が足りないから誰か入ってくれ」という1対 多数の聞き方では良い反応はない。一人一人のP
Aに 個別に声を掛けて口説こう。メールではなく直接の方が良い。一人一人に個別で交渉すれ￨よ 例え.I
陀 火大会に行くための体みを認める代わりに、クリスマスには出てもらう」等のやり方ができる。(宮 医

当11不 満
ある,1/1
1AIII■ ■
■■

ベて接客が少ないポジションだ。「どうして、いつも
ホールの中で、 ドリンクのポジションは他と上
ヒ
リンカーなんだろう?」 と漏らしていたP/Aに 、納得して頑張ってくれるように告げた言葉。
店長は、意思を持ってポジションを決めるので、その意図を伝えると納得 して動いてもらえる。きち″
とP/Aの 特徴を見て任せているのだと伝えると、 P/Aも 安心する。同様に「どうして私は入り回は,
り担当なんですか?」 と聞いてきたP/Aに は、「□□さんは第一印象の笑顔が爽やかだろ ′ だから
り口をやってもらってるんだ」と伝えた。(:等動量

1贈1謝れ巌
:焼
「

￨￨ヽ ￨ナ ルの

操作が
― ￨で き
ない年配●
/AI■ ■■
￨

￨シ

,￨ノ IAlこ ￨￨

1担

￨が

￨

1

)

踊 霧1驀:

悩ん￨で ,ヽ る￨
P/AI■ ■

自分のことは自分では分からないもの。自分の良いところを明快に言い切ってくれると、誰でもうオ
い。ささやかでも具体的なことを言ってあげる方が伝わる。
本人以上にP/Aの 未来の可能性を見ることができるのは、店長として多 くの人を育ててきたあなたた
｀
その実績から感じた、その P/Aの 光るところを具体的に言ってあげてほしい。言われた本人はその声
意識がいくので、本当にその部分が伸びていくことが多い。 (宮 内
)
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￨つ
｀
にな
ま￨で に1決1着 ￨さ せる￨ 訪罰目1手
「も
の11■ や￨め ￨る ならや￨め るとヽ なか つ
今￨は ,￨き ,さ ￨せ￨て く￨れ 」■■ けなtllP/
IA■ ■■■
￨か

￨を

「いつまでにやれ ′」 というトップダウンの言い方では恨まれ、百害あって一利なしだがt任 せきりで
もずるすると引き延ばされてしまう。自分で決めきれないP/′ Aに は、このせりふで迫ることも必要。も
し、「やめる」と言われたら、蒸し返さずに「分かった」 と受け入れてその場は話をやめる。当人の現状で
は、どうしても達成が難 しいと思われる問題については、代替策を考えよう。相手に期待 し続けると、ギ
ブアップしたP/Aに 逆に店長が不満を持つことになる。(宮 内
)

「 人と1合 う11合 わ￨な いとい
うの￨は tll間 1題 ￨の 多さでは1決￨
まら―
ないよtlllど う解決しよ￨
うと￨し た￨かと●ヽ
う10中 ‐
身
￨ま
1決
るよ
で
1■ ■■■■■￨
̀

1同
合￨わ ￨な もヽ
僚を避￨￨デ る
IPノ イ
AI I

「あの人とは合わないので、一緒のシフ トに入れないでください」 というP/Aが 来たりと、人間関係
の問題は常に付き物である。そういう問題が発生 したらこう言おう。
合わないからと避けているだけでは、いつまでたっても解決できない。実際は「合わない」 ということ
にとらわれているだけで、結局は自分からは何も改善 していないことに気が付けば、関係を変えようと自
ら動き始める。 (宮 内)

「不満と不1安 ￨は 違うよ￨ね 」

相談￨し て￨き
たIP/AI

P/Aか ら相談を受けたら、不満と不安を仕分けして聞くことで、問題解決に近づく手助けができる。
不満は現在に対 しての物だ。「こうなりたい」 という明確な答えがあるので、その差を埋めるように一
緒に行動してあげると解決できる。
一方、不安は未来についての実態のない恐れ。そこで、「どんなことが起きると思うのか」
、または「不
安と思っているのはどんな,犬 態のことなのか」と聞いてあげヽそうならないように「今できることをするし
かない」と理解してもらうことで軽減できる。合わせて、できる限りの協力を惜しまないと伝えよう。(宮 内
)

に
③辞 めた一
い● 元気が な い● ／ Ａ一

「 どう￨し￨た ?￨￨￨1今 日:￨1何 ￨か ￨
あち￨た ,11■ ￨■ ￨■ ￨￨￨

出勤 1キ に元
気￨が ない ,
/A■ ￨■

「大丈夫です」
笑顔に元気がなかったり、目を合わせなかったりと、いつもと違 う様子を感じた時に言 う。
というP/Aも いるべ 中には「実は …・」 と打ち明けてくれるP/Aも 。
店長はP/Aの ことをきちんと見ているということを伝えよう。入店時の表情で、その日のコンディシ
ョンは大体分かる。 P/Aの パフォーマンスを高めることも店長の大事な仕事。意識的に観察 し、声掛け
をしよう。 (真 喜屋)

―
「￨'つ でも1辞 1表 ￨を 持●てき
な￨さ い1■ ■■■■￨￨‐ ■■

―
愚痴の1多 ヽ
女性社員■

いつも愚痴ばかりの女′社員から、「会社を辞めたい」と言われた時に言った一言c最 初は「辞めずに
頑張ろう′ イ
可があったの? 話を聞くよ」 と言っていた力
ヽ 常に辞めたいというので「辞めたいなら、
辞表を持っておいで。いつでも受理するから」と言うと「辞めたいわけではなくて … 」 と本当の理由を
話し出した。この場合、不満や問題点があり、それを辞めたいという言葉で表 していただけであり、結局
辞表は持ってこず、その後は辞めたいとは言わなくなった。(岩 本
1生

)

1回 ‐
「 お1前 ￨の 1強 ￨ヽ 工￨ネ ルギ■は 意欲が空
じ―
ている
とてもいいと思う￨よ tll状 況￨
. P/A I
￨て
■1変 ￨え ￨て い.(力 ￨を1持
―う い
る￨か ら●大切にしろ￨よ 1■
￨′

￨

「本当￨の 1原 1国 ￨は lftlllあ る.だ￨
ろ ?■ 無理に言わなく―
ても
￨

辞￨め たいと
言うできた

PI,イ AII‐
いいけど■自分には￨ご まか‐
さ￨な ￨ヽで11考 ￨え て受￨け ILめ
る￨よ ■■■■■■■■￨■ ￨

「おなかが奪 ,た ￨か ら■食
べに行こう■■￨￨‐ ■■￨￨
lι

｀る
泣‐
t｀ でも
炉

￨￨‐

￨￨￨‐

‐
‐‐
‐
‐
￨ ‐
￨￨￨￨￨￨￨‐

￨￨‐

先走って、どこか孤立 しているように見えるP/Aに はこう声を掛けよう。もし店長としてこうしたP/
? と疑った方が良い。
こういうP/Aの 行動を大切にすると、店はどんどん発展 していく。
イノベーションは、さまざまな人とぶつかることや失敗から生まれる。元気がない飲食店に必要なこと
は、日々の小 さなイノベーションの積み重ねだ。 (宮 内

Aに 違和感を感 じたら、逆に自分が閉塞感を感 じながら仕事をしていないだろうか

)

P/Aが 「学校がにしくて辞めたい」 と言ってきたら、別に原因があることも多い。例えば同期はアルバ
イ トで活躍 しているのに、自分は目立たないなどが本当の理由だ。隣 が tし い」などのきっかけを原因
のように言 うがkそ の奥には本当の原因がある。それをごまかしていると、結局 は問題解決できないので
同じことの繰 り返 しになる。
ここで正直な理由を聞けれは 夕」
えばホールからキッチンに変わって、同期にはできない仕事をできる
ようにするなどの解決策が考えられる。 (宮 内
)

店長時代、担当SVに 新店オープン時に不条理に叱られ、我慢できずに泣きながら上司に電話をしたとこ
ろ、「すぐに行くから」と駆けつけてくれた。涙が止まらない中、上司から「お昼ご飯t食 べた?」 と聞か
れたので「まだです。食べる気も起こりません」 と答えたところ、「私がおなか空いたから食べに行こう」
と言われ回転寿司に。席に着くなり話そうとすると、「まずは食べよう」と寿司を渡された。食べたくはな
かったが、国にすると気持ちが落ち着き、そのタイミングで 日可があったの?」 と聞かれた。泣いている
時にすぐに話を聞いてもらっていたら、感情的になっていたはずだ。また、回転寿司だから少しだけ食べ
ることもでき、食べることで気持ちが落ち着いた。 トラブルがあったときには場所を変え、時を変えるこ
とが大切だと学んだ。(岩 本
)

したい一
④ モチベ■一
ア一
ツ一
プ一
シヨ ン一

ー
な￨こ とを言い. 「 疲 ￨れ た」
「1続ネガテイブ
け￨ていると●■1分 ￨が 損す 「だる〜ぃ」
が口癖のP
‐
る.よ ■￨■ ￨■ ■■■■￨￨
￨‐

/A■ ■￨

―
「 Aさ ￨ん ￨は =￨よ く1掃 1除 ￨じ ￨て
‐
くれて助￨か る￨ん だ」
■■■

￨

F今 ￨の ￨お 1薦 めうま￨ヽ なtl今
ヽ
?■ ●■ ￨■
度1使 うてtヽ も

「疲れた」「だる〜い」 と仕事中に漏 らしたり、つらい雰囲気を前面に出すP/Aに 伝えたひと言。仕事
のコ営性も落ちる時があり、他のP/Aか らも少 し浮き始めていた時に面談で伝えたところ、本人も少 しず
つ改善するようになった。悪気はなかったが、レス トランでの仕事は初めてであり、無意識のうちにネガ
ティブな言動をしてしまっていた。その後は、周りのみんなへの影響なども意識するようになり、人間的
にも成長 していった。 (三 島)

アルバイ トリーダーのAさ んとBさ んがいたが、 Bさ んはリーダーになったことを成張 るだけで、だん
立場を成張
るアルバイ￨ だん掃除などの地味な仕事をしなくなっていった。そんなBさ んに向けてのひと言だべ ここで「Aさ ん
卜
り■￨ダ ■‐ はよく掃除 してくれるのに、 Bさ んは何で掃除 しないの ?」 と言ってはいけない。
・
「Aさ んは、よく掃除 してくれて助 かるんだ」
。ボソッと一人言のようなこのひと言べ もともとライバ
ノ
レいのある2人 だったので効いた。その後、自然 とBさ んも掃除をするようになった。 (岩 本)
商品のお1薦 ￨
めをしてい
るP/AI

P/Aが 商品のお薦めをしていた時の言葉が分かりやすく、魅力的だったので接客が終わったタイミン
グで言った。にこっと「いいですよ〜」 と言われたり、「高いですよぉ」 という冗談を返されることも。 P
/Aに とって、自分が考えた言葉が評価されるのはうれしいこと。D苫長が使いたいほど魅力的」というこ
とを伝えたら、モチベーションがアップした。 (員 喜屋
)
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Ⅷョ細麺狙爛

人間関係 改善で

売上げアップ f

「頼ら―
れない.と 11私 の立場
がなくなう.ち やうから」
￨

④モチベ■シ ヨンア ツプ したい

に
ベー
「 お客さ￨ま は料理を食‐
てt,る だけではないよ1楽
来‐
しい1寺 間￨を 1過 ごしに来てい
■ ■￨■ ■ ‐
る￨ん だよl● ‐

責任感の強
いアルバイ
トリニダニ

店長が休みの時に、責任感の強いアルバイ トリーターが電話をしないでゆっくり休 ませてくれようとし
'ル
ていた。その優 しさはうれ しかったが、クレームや トラブ などの大事な連絡も出勤 してからということ
が続き、困って伝えたひと言。真面目なアルバイ トリーダーにこそ言っておくべき言葉。店長は休みの日
に電話があっても、明るい声で電話に出ることが大切だ。 (岩 本)

′
慣れてきて
ー
ー
ンネ リイ
ヒ

レス トランのま
妻客が初めてのP/Aだ ったが、少 し慣れてきた頃tお 客さまへのサービスが雑になりかけ
ていた時に伝えた言葉。例えばお冷のつぎ方も、お客さまの会話の状態に合わせてイ
可通りものつぎ方があ
ると、実際に見せて練習 したところ、その後は日を追 うごとにサービスレベルが向上 していった。
本人もサービスの心構えを理解 し、自らお客さまに楽 しんでもらえるように工夫する意識が芽生えた。
やがて新人教育を任せられ、サービスの心構えを指導できるほどに成長 していった。 (三 島

￨マ

したP/A

)

「○○さんて■
がうま
いよな〜」￨ ■
￨ ￨
^⌒

キッチンの

P/A

キッチンのP//Aが 見栄えのいい料理を作っている時、後ろを通りながら、つぶやいて去る。自分の作
っているものに自信を持ってもらうことが目的。直接伝えるのではなく、あえて「つぶやき」
にすることで、
より信憑性が増す。 P′ /Aの 反応は後ろ姿なので分からない力
ヽ 自信を持ってくれているはずと信じてつ
ぶやいていた。(員 華
)

０人間関係を良くしたい

「 失敗の反対は ?」 「成功
じゃないよ:試 さない￨こ と‐
‐
だよ」 ￨

チャレンジ
を躊躇tて
いるP/A

何事も、やってみなければ結果は分からないし、状況によっても変わっていく。実行する前に「分から
ないから、 してはいけない」と考えるのはもったいない。試してみた結果を踏まえて、次の行動を決定し
ていくという発想が、競争が激化しているこれからの外食人には求められる。(宮 内

ン・
グ時の1椅
「今日￨の パッシー
手拭き、良かつた.よ ollお 疲
れさ.ま 1
1‐
■￨

地味な仕事
をこな して
くれるP/

世間では リーターシップばかりが評価 されるべ 誰 かがや らないといけない地味な仕事 をきちんとして
くれている人がいるか らこそ、 リーダーは新 しいことに取 組めるとい う表裏一体 の関係になっている。
このよ うにフォロワー的に支 えて くれるメンバー を、 きちんと言
刊面して褒めよう。店長が見て くれてい
ることが分 かると、 このまま縁 の下の力持 ち的な仕事のや り方でいいと継続 して くれ、その結果、強い店
づ くりができる。褒める時は具体的に褒めるのがポイン トだ。 (宮 内)

「.(相 談をされて)お 前もい
ろtヽ ろあるんだなあⅢ」

悩みを 目
談
してきた P

P/Aが 就職活動などの1悩 みをオロ談 してくることはないだろうか。答えを出したいわけではなく、自分
より社会経験のある店長に不安な気持ちを聞いてほしくて話をしてくることがある。相談=自 分の意見を
ア ドバイスすればいいとぃうだけでもない。たとえ店長には答えが分かっていても、まずは本人の気持ち
を理解 して、受け止めてあげよう。それができていないと提案を間違 うことがある。あくまで相談 してき
た本人がやってみたいと思うことが本当の答えだ。 (宮 内

A

1本

/A

I

)

'り

)

「料理長1今 1度 ￨キ ツチンに
入らせて￨も
ちつてもいいで
‐‐
‐‐￨・ ￨￨
すか?」

職人気質の
米
担 長

店長として入店 して、まだあまり時間がたっていなかった民 かなり年上の職人気質の料理長に、料理
のことを少 しでも党えようと、仕込みの時間や営業中にキッチンのポジションに入 らせてもらえるようお
願いをした。沐
理長はうれしそうに承諾 してくれた。それまでの店長がキッチンとはあまり連携 をとらな
斗
い方だったようで、積極的に覚えようとする姿勢は気に入ってもらえた。
店長とはいっても、入店時はその店にとっては新人。店のことをよく知る必要がある。その姿勢を見せ
ることで信頼を得 られ、キッチンとの連携がより円滑になると考えた。店長と料理長 というお互いの立場
はあっても、年上の方には敬意を持って勉強させていただ くという意思を示 した。 (員 喜屋)

「ミ,テ ィングの時間をも
らえませ￨ん か?」 ・ ￨

店長 として
赴任 した直
後、オ
斗
理長
に

店長として入店 して 1週 間ほどで料理長に伝えたところ、店についてじっくり話せるようになった。
筆者が店で一番早 く出勤 し、仕事をしている様子をきちんと見てくれていたようで、「口ばっかりなや
つも多いけれど、まっき― (筆 者のあだ名)は 、ちゃんとやってるからな」 と言ってくれた。それまでの
店長は、出勤時間も決 まっておらず好きなように していたようで、当たり前のことをしているだけで信用
が得られた。店のことを沐斗
理長と一緒に考えようと思って言った言葉だったべ それ以上の信頼が得られ
店内の一体感が増 した。 (員 喜屋
)

Ｏ Ｐ／ Ａに成 長し てもら いた い

除部長に任命」
「 掃‐

に,容 ‐
店‐
け込
めてぃない
真面目な P

/A

真面目に掃除もしてくれるP/Aの Aさ んだがヽ店にうまく溶け込めていなかった。そこで店長から
「Aさ ん、いつもきれいに掃除 してくれてありがとう J 今日からAさ んを掃除部長に任命 します。みん
なAさ んに掃除の仕方を教えてもらってね」と告げた。
Aさ んだけに任命 してはよくないので、「Bさ ん、棚卸部長に任命」「Cさ ん、 トイレ部長」とそれぞれ
に役害1を 決めて部長制度を作った。責任を与えることで店に必要 とされていると感 じてもらえ、結果とし
て店の運営がうまく行き、チームワークがとれるようになった。もちろん掃除などをしてもらった後 は褒
めたり、「もっとこうしたら良 くなる」などの指導を必ず行った。 (岩 本
)

―
1イ :,
鴨.:fllず 千

新人 P/A

新人P//Aに お客さまの「お代わり」のタイミングを教える際に、グラスの残量を見て、バッシングの
お皿を下げながら「お代わりは何になさいますか?」 と聞くというやり方を才
旨
導した。
その方法がうまく行き、お代わりの注文をもらえた時、私 にもできた′
′
」 とP/Aが 喜んだ。「よかっ
たね」と褒めるのも一つの方法だカ
ミ「やった I」 と一緒に喜ぶと、 P/A自 身の喜びだけでなく、他の
人 (店 長)も 喜ばせているという充実感を得ることができ、うれしさが増す。(真 喜屋
)
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達￨の ￨ケ ツ
F俺 の仕事はお前‐

を拭くこと:￨だ から失1敗 に
懲りずtllこ れ―
からもお客さ
と
ま とうていいと思￨う こ―
んど￨ん してはしい」
は111ど
̀こ
―
「今 の1動 き、￨￨な かなかまね
できない￨ね :○ ￨○ さ￨ん の持
■
ち味だね11■ ■

失敗して落
ち込んでい
るP/A

顧客に迷惑を掛けて落ち込んでいる時に、店長からこう言われたら「この人について行こう」 と思 うだ
ろう。そんなことは軽々 しく言えないと思う店長もいるだろうがtそ ういう人にこそ考えてほしい。
起きた問題に対 して、自分の精いっぱいの範囲で責任 を負うと決意することで、初めて精神的に自由に
なり店長の仕事が楽 しくなる。自由になりたいために責任 を負うのではなく、責任 を負うと決めるから自
由になれるのだ。 (宮 内
)

自信が持て
ない時間1帯
‐‐
議
‐

￨‐

時間帯責任者のP/Aで 、社員不在時の営業を任 され始めた頃。自信がなさそうな時に、フロアコン トロ
ールをチェックして伝えた言葉。実は本人は視野が広 く、お客さまに応 じた器用な対応が持ち味だったた
め、その強みを伝えたところ、少 しずつではあるが自信 を持って営業に臨むようになった。その姿を見て
いた中堅や新人にも頼 りにされるようになり、店になくてはならないリーダーに成長。今では社員として
活躍するほどになった。 (三 島
)

⑤ Ｐ／Ａに成長してもらいたい

「 そうか:.こ の方法しかな
か0た んだね。
̀.(そ の後、
あえて沈黙)」 ￨

よ く言 い訳
をする P/

A

「‐
な.た に、是非やつても
あ―
らいたいんだ」

「 日1標 は1達 成できなかつた
けどt小 さいけど芽は出て
いるん じゃないか ? どう
思う ?』

言い訳をすることを一方的に怒っても、P/Aは 心を開ざして 剛
苫長は自分を嫌っている」 と歪んで見る
ようになり、その後も問題が起きるようになる。 P/A本 人の気持ちや存在を認めることが鍵だ。
こんな時は、店長がP/Aと 同じ目線まで降りていって左記の言葉を切 り出す。あえて沈黙するのは、
相手に話をさせるために「
麗 なこと。店長はつい沈黙に耐えられなくなり、「こうじゃなかったのか ?Jと
勝手に決めつけてしまいがちだべ それでは根本の問題解決に至 らない。良かれと思っても、相手のため
にはならないのでやめよう。 (宮 内)
時間帯責任者候補 を選ぶときに、そのP/黙 人に伝えたひと言。今までリーダー的な仕事をしたことが
なく、あまり自信がなさそうな反応であったべ 本人には素質があり、育旨
力を生かすことがみんなの幸せ
につながると伝えた。後日、本人から「やってみたい」という連絡があり、時間帯責任者の教育を開始 した。
初めの頃は自信がない様子だったベ ーつ一つの仕事に真摯に取 り組み、安心 して任せられるリーター
ヘ と成長、多 くの常連をつ くるまでになった。その後、卒業 して店を離れた力ヽ 現在でもサービス業に従
事 しており、たくさんの顧客 を幸せにしている。 (三 島)

考 えるこ と
が苦手‐
なP

/A

考えることが苦手なP/Aは 、その場 しのぎの○か×かの判断で終わらせてしまう。 しかしそれでは誰も
が最低限のことしかしない、特徴もなく深みもない店になってしまう。店長は、常に未来志向の気持ちを
才
寺とう。
ヽ
「今回はうまく行かなかったけれど、ここにノ
さいけれど、成功に通 じる芽が出ているよ」 ということを
」
P/Aに フィー ドバ ックしていこう。これを続けることで、店舗過乗1の 時代にも支持 され続ける店となって
いく。決めつけるよりも「どう思う?」 と意見を言わせる方八 考える癖付けになる。 (宮 内
)

お客さまの悪口を言うことがあったP/Aに 伝えたひと言。仲間内で「あのお客、ちょっとウザい」など
と言 うことがあり、お客さまはお金を払ってわざわざ来てくれていることを伝えたところ、悪回は減 り、
より前向きにサービスをするように変化 していった。
サービス自体に少 し雑なところがあった力ヽ それ以降は自分で努力するようになり、より感 じの良いサ
ービスができるようにな 、店の仕事にも協力的になっていった。 (三 島

「 お客さまは数あるお店の
中で:わ ざわざうちのお店
を選んでくれている」

)

'り

『今 どうすべ きかの前に、
今:何 を感じている ? 悲
しい ?￨し んどい ? つ ら
い ? それがお前から、あ
まり伝わつてこないよ」

感情 を出さ
ないP/A

「お客さまのことで、お客さま以上に喜んで、悲しむ」
。このようになれると飲食業は楽 しくな 、常連
客も付いてくる。しかし優等生タイプのP′ /Aの 中には、責任感からか感晴を表に出さずに「こうあるべき」
てしまい、この大切な音6分 を抑えてしまっている人もいる。そういうP/Aに
という判断だけで仕事をし
｀
は、こう聞いてあげると、感青を出せるようになっていく。その際は、店長も「うれしいと思う」 と言う
のではなく、「うれしい ノ」と自分の感情を伝えていく姿勢理
だ。(宮 内
'り

)

言つてはいけない rNGワ ード

良 かねと思 つて言 つたのに逆効果 とい うケ ース もある。気を付 けよう
「 Aち ゃんは1か わいいよ
‐
￨ね 」

かわいい P

/A

筆者は女性店長だったので大丈夫かと思い、かわいい女性P/Aが 入ってきた時に 「かわいい」 と連呼
していたら、他の P//Aか ら「ひいきだ」 と言われた。女性同士だから大丈夫というわけではなく、嫌な
ものなのだと学んだ。何 ￨デ ない発言でも、気を付けるべきだった。それからは、顔やスタイルといった外
見を褒めることはやめた。年齢や性別、容姿などに関係なく、誰にでも平等に接 さないといけないと実感
したひと言だった。 (岩 本
)

Ｎ Ｇ ワ．
■ド

「自分が思うところに入れ
てごらん (棚 割)」

新人 P/A

初めてキッチン トレーナーとして着任 した新規オープンの焼き鳥店でのこと。 トップダウンよりも、 P

/Aが 自ら考えて行動 した方がいいだろうと考え、食材の棚割を任せたところ、ひどく効率の悪い棚害1に

なってしまった。知識も経験もない新人 P/Aが 考えたのだから当然だ。
おかけで効率の悪い棚割のまま仕事に慣れてしまい、 しばらくしてから変更するときが大変だった。自
主1生 を重んじたかったのだべ その自主1生 を発揮できる土台がまだない新人に任せたのが失敗のもとだっ
た。店にとってもP/A自 身にとってもプラスにならず、自分の未熟さを反省 した。 (員 喜屋
)

「売上予算に何とか近づけ
る￨た め、お客さまに季節メ
三二￨■ をお薦めして客単価
を上￨げ よう r」

全 P/A

可とかして売上予算クリアをと考えて伝えた言葉。朝礼な
売上げが低迷 して予算達成が厳しかった時、イ
どで毎日のように言っていたべ P/Aに は売上予算は正直あまり関係のない言
乱 「季節メニューをお薦め
することがお客さまにとっての幸せになる。なのでしっかりお薦めしよう′」 といったお客さま側からの
視点を忘れ、自分の理由だけでP/Aに 話してしまったので、日に日にP//Aの モチベーションがダウン。
お薦めも浸透せずに店の雰囲気も悪くなってしまった。(三 島
)

諄Ｌ
︲
︱ＩＬＥ睡麟
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