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トレーニング項目を確認する
P/Aを 採用 したら トレーニングを行 うが、主な指導項目をテー
ブルサービスの店舗のパターンで確認 してみよう (図 表0)。
新任店長がよく陥りがちなのは、オペ レーション (⑤ ⑥)を 真っ
先に教えてしまうこと。筆者が特に意識 して指導 しているのは① と
②であるが1こ こが固まらないと後々で大きな問題 となる可育旨性が
ある。例えばP/Aが 遅刻 して しまう場合、事前に連絡するといっ
たハウスルールが徹底 されていれば問題ないが、これを軽視すると
店舗 はパニックに陥ることがある。土日のピーク時にイ
可の連絡もな
くP/Aが 来なかったらどうなるだろうか。りF常 にダメージが大き
いことは容易に想像が付 くだろう。
また、②も採用 したら真っ先に教えておきたい。何 も意識 しない
ままベテランになって雑な作業が身についてしまうと、お客さまへ
のおもてなしの心や、お客 さまのことを考えた丁寧な調理はまず身
につかない。才
旨導 しようとしても「f可 をいまさら……」 となって、
反発 されてしまうケースが多いのである。よって、オペ レーション
に入る前に、お客さまがいるから自分たちの給料が出ている、数あ
る店舗の中からわざわざ自店舗を選んでくれた、だからお客さまの
ために尽 くそう、といった「教育」が重要なポイン トである。また
③ は図表0、 ④ は図表0を 参考にしてほしい。

トレーニングの手順はコレr
トレーニ ングするときはできるだけ効果的 に行 いたいが、そのた

図表● トレーニング主要項目
IP/A初 期 トレーニング項目】
①
②
③
④
⑤

ハウスルール
接客 。調理の心構え
身だしなみ
言葉遣い
オペレーション (フ ロア
。ご案内
。オーダー取り

図表0

身だしなみチェックリスト
(男 性編 )

めにはしっかり月
日1頁 を踏んで行おう。それが トレーニングの 4ス テ
ップである (図 表0)。
トレーニングに慣れていないとありがちなのが、ステップ3か ら
始めてしまうケース。新人もどうやってよいのか分からず、りF常 に
効率が悪 くスムーズにいかないだろう。
まず最初 にすべきことは、ステップ 1 準備である。例えばマニ
ュアルのプリン トアウ ト、時間の確保、場所の確保などである。ま
た、マニュアルは事前に手渡 して予習させておく方法もあり、この
(ス テップ 2)だ が、
ここでは実際に手本を見せよう。そしてステップ3で 本人に実際に
やってもらうわけだが「失敗 しても大丈夫」という空気をつ くり、

やり方だとさらに効率が上がる。そして提示

楽 しみながら実施 してもらうのがよい。その方が覚えが早 く、効率
的である。そして最後に評価

(ス テップ

4)で あるが、できたので

あれば分かりやすく、大げさなぐらいに褒めてあげよう。初めて商
品を作ったら、「これは美味 しそうだね′
」 と言 うだけで本人もうれ
しいし、その後 は必ず同じ手順で実施するようになる。 4ス テップ
をしっかり守り、効果的に トレーニングを実施 しよう。
図表0

使 いがちなNG言 葉

間違うた言い方

正しい言tt方

へ￨ア スタイル

よろしかったでしょうか?

よろしいでしょうか

月
旨ぎっていたり、 フケカヽ平いていない

〜にな ます「こちらが○○にな ま劇

整髪量の匂 いやてかりが強すぎなし

〜から「千円からお預かりいたします」
〜の方「お名前の方伺えますか?」

襟足、前髪が長すぎない

'り

こちらが○○でございます

'り

千円をお預かりいたします

お名前を伺えますか?

関の手入れ

)

。
料

理

提

供

・テーブルケア
・

イ寺 キ 発

・テーブル リセッ ト
・お会計
⑥ オペ レーション (キ ッチン)
・仕入れ時の検品
。整理整頓など在庫の管理
・ レシピに準 じた原価の管理
・商品基準の指導
。各機器のメンテナンス
・安全衛生管理、清掃
。防火管理

ひげが手入れ してある

鼻毛が伸びていない
歯を磨いていて口臭がない

図表 0

トレーニングの4ス テップ

メガネに曇 り、汚れがない

全体￨
爪は短 く、汚れていない

ステ ップ

1

ステ ップ 2

名札が正 しい位置にある
ネクタイがきちんと締められている
シャツにアイロンがかかっている
靴 が磨 いてある

ズボンがプレスされている

トレーニ ングの 前準備

↓

香水の香 りがきつ くない

汗臭 くなも

準備

提示

実際 にや って 見 せる

↓
ステ ップ 3

実行

新人 に実際 にや らせてみ る

↓
ステ ップ 4

評価

フ ィー ドバ ックを行 う

*女 性版はメイク、アクセサリー部分を項目
に追力日してf旬 成してみるとよい。

みしま じゅん 飲食店専門のコンサルティング法人 (同 )ジ ーエムアイおよび三島社会保険労務士事務所代表。外
食産業にて店長、SVを 歴任。業界在籍20年 の間に社員、パー ト・アルバイ ト含め、約300人 以上の人材育成に携わ
る。売上げ向上から利益確保、QSCの 向上や労務管理まで幅広いコンサルティングを行っている。(同 )ジ ーエムア
イ【
GMI三 島】
、三島社会保険労務士事務所 【
社労士事務所 三島潤】で検索
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図表0

評価面談のイ ロハ

4つ の育成スタイル

新人

P/Aへ の言▼画面談 に関 しては、 3カ 月に 1回 、半年に 1回 など
定期的に実施 しよう。また、各店舗 で評価項 目は異なると思 うが、
一般的には職場 のルール をきちんと守 ったか、協調性 はあったか、
積極性や責任感はどうだったか、そ してオペ レー ションのスキルな
どを評価するだろ う。そこで評価面談でのポイン トであるが、話 し
手 は一方通行ではな く、双方向 を心掛 けよう。「評価面談」 とはモ
チベ ー ションア ップのツール であると筆者 は主張する。 とか く評価
者 が一方的 に伝 える場面が多 いが、その前 に本人の振 り返 りや感想

ベテぅし

隋 成スタイルI】
隋 成スタイルI】
育成スタイルⅢ】
【
指示型
指導型
支援型
仕事は指示を出し 本人へ指示を出し、指示を出す回数は
て本人に実施させ、考えさせる場面も 減 り、考えさせる
考えさせる要素は 多い
場面は多い
少ない

情 成スタイルⅡ〕
委任型
指示を出す回数
考えさせる場直 l
少ない

ベテランヘのアプローチのコツ
新人 とベテランヘの トレーニ ングにおけるアプ回一チの違 い を

を聞いたりすることで、評価者 とのギャップも埋めることができる

とめてみた

(図 表0)。

お互いに思っていることが分かり、課題が明確化 し、来
期はイ
可をすればいいかが分かるのでモチベーションにつながりやす

ってもらうことが適 している。つ まり 【
育成 ス タイル I】 である
してた
そ
くさんの仕事 を覚えると、仕事に優矧 ￨1職付 けが必要に

くなる。評価面談のシー トを工夫 し、自己評価欄 を設けてもよいだ

る。 これが本人 に考 えさせる場面であり、 【
育成 ス タイル Ⅱ】の
ベル である。そ して経験 を積み、優先順位 が的確 になると、ある

ろう。このように、お互いが双方向で話すことによって、評価 だけ
に終わらない濃密なコミュニケーションが可能になり、モチベーシ
ョンにつながり、ひいては店舗力がア ップしてぃくのである。

評価面談をフル活用する
それ以外の言
刊画面談 を活用するためのポイン トをい くつか述べて
おきたい。 まず時給への反映 は重要である。店舗 によって事情があ
るとは思 うが 「頑張った人力洋晨われる」仕組 みの方 が納得 性があり、
有効である。言
刊面制度の透明性 を確保 し、みんなが納得のい く形で

(図 表0)。

新人 には多 くの指示 を出 し、指示通 りに

度は任せられ、指示を出す必要がなくなる。これが 【
育成スタイ
Ⅲ】
。そして、何も言わなくても動いてくれるのが 【
育成スタイ
Ⅳ】
、つまリベテランである。ベテランヘのアプローチに欠か七
いのが、信頼していることを「表現」すること。例えば、店舗て
しい取り組みを始めるときに事前に「相談」をする、課題に対 し
「意見を求める」など、頼りにしていることを表現していくと,
関係 が築 きやすい。 また、店長が異動先でオペ レーションの方向

には細心の

を変えたい場合 は、ベテランスタッフには事前に相談 をしておき
い。 い きなり何 か を変更 したり、ベ テランスタ ッフに対 して多 く

注意 を払 って いただ きたぃ。 よ くある失敗 は、項 目をた くさん

指示 を出 し過 ぎて しまうと「信頼 されていない」 と思われ、大 き

(50以 上 )作 りすぎて評価 自体 に時間がかかり、評価面談 が多大な

反発 を招 くケースがあるので くれぐれも注意 したぃ。

制度 を運用 していこう。その とき言
W画項 目の 「項 目刻

負担 となって しま うケースである。店長 も時間がない中で評価面談
の時間 をや りくりしており、ボ リュームの多 い項 目は一番 の障害 と

ベテランから片腕ヘ

なる。結果、やったりや らなかったりで実際に機能 していないケー
ス を筆者 はた くさん見てきた。言
刊画面談 を実施 しなかったところで

用 を検討 しよう。社員が少数の店舗 では公体 を回す為 の存在 と層

店舗 は回 る し、後回 しに しようと思 えば簡単である。ただ し、それ

れるかも しれないが、チーム ワークの良 し悪 しを考 えた場合 はE千

では上 を望めない。よって、初 めて導入する際は項 目数 を極力抑え
(20ぐ らい)、 定着 してきた ら少 しずつ増や してい く。定期的 に全

がいた方 が断然有利 である。考 えても見て欲 しい。″1え ば総勢
人の店舗 で管理 す る側 1人 、 される倶129人 では29人 が結束 しえ

員 と面談 し、店舗 一丸 となって営業 に連進 していこう。

く、反発 も起 きやすいだろ う。 しか し管理する側が時責含 め 5,、

図表0

される側 25人 ではどうだろ うか。筆者の経験上、後者 の方 がチ
ム ワー クが必ず良 くなる。 P/Aに もかかわ らず管理 する側 とし
た時責の存在 が、管理 される側 との太いパ イプ役 を果 た して くた
′
からである。では、実際の トレーニ ングのポイン トだが、時責ハ、

評価面談の仕組み

ベテランスタ ッフがぃた ら、時間帯責任者

(以 下、時責)へ

C

せる仕事 は重要な業務が多 いため、 4ス テップはもちろん、 回―
プレイングもしっかり実施することである。例 えばクレーム処二
三
ついては、ぶっつけ本番では 2次 クレームにつ ながる恐れがある
事前 に何度 も回一プレを行 い、実際の場面では店長 が影で見守 ■
いるなど、万全の体制 を整えよう。そういった意味で、ベ テラン

畢
課題の明確化
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も新 しい業務 を習得する際は新人であり、丁寧な トレーニ ンク￨[
須である。

上司はこれを
教 えて当たり前 ｆ

…¨
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店長を本気で育成 J
本部で店長育成す るとき重視 したいのが、P/A育 成 がきちん と
「仕組 み化」 されているかである。
理想的なことを言 えば、 どんな店長が着任 して業務 を行 っても均
― レベルが保てるのが望 ま しい。特 に多店舗展開 を考 えているの で
あれば、その点 は優先順位 が高 いだろ う。よって、本部 が確認すべ
き内容はマニュアル類 が必要数準備 されているかといったハー ド面
や、 トレーニ ングの際 はマニュアル を使 って効果的 に教育 している

安全衛生管理 は非常 に重要な業務であり、お客様 の安心安全 を確保

か、 4ス テップを守 っているか、などのソフ ト面である。そ して、

め、 こちらも定期的 に実施 してい きたい ところだ。導入後 は、 この

トレーニ ングプランも必ず確認 しよう。

基準 を店長の評価 に連動 させるなど、徹底の工夫 を図ってい くとよ

店舗 の戦力 は「ヒ ト」であるが、新任店長 はここが無計画なケー
スが多 く見 られる。 いつまでにどの レベル をイ
可人育成 しなければな

いだろう。

らないかを把握するのは店長の必須業務であ

する大事な要素である。 ここが弱 い と大惨事につ ながりかね ないた

り、これを考 えていないと卒業シーズンに戦

図表0

力がガタ落ち、顧客満足 に影響 を与えて しま
うこともある。店舗 の レベルは本部の采配が

髪型 はマニュアル通 りか

多大 に影響するだけに、新任店長 は特 にフォ

名札は適切な位置に付けているか

ロー してい く必要がある。まずは店長にプラ
ンを作成 させて、戦力の過不足がないか確認、

入店時す ぐに気付 き、対応 しているか
目線 を合わせているか (ア イ コンタク ト)

その後は定期的に進捗 をチェックし、本部サ
イ ドでも】
巴握 していこう。
犬況を才

適切な言葉で話 しているか

客観的視点が コツ
本部 が店舗 にアプ回―チするときには、い

インスペクションシート(抜 粋)
(ハ

ウスルール)

お迎えやお見送 りの時に笑顔があるか
お客 さまか ら呼 ばれる前 におイ
司いできているか
お冷の タイ ミングは適切 か、遅 す ぎないか

親 しみのあるコミュニケーションはあるか

かに客観的 に店舎
甫を観察できるかである。そ
のツール としてイ ンスペ クションシー トが挙

************
************

げ られる (図 表0)。 店舗 で働 いていると、

客観的に見てできているか、できていないかを伝えよう。
できていない箇所は原因の分析と トレーニングを忘れずに。

どうしても客観的な視点 を忘れがちだが、 こ
れを使 えばより客観的に観察できる。
ただその際、観察 した言
Ⅵ画を店長 に効果的

図表0

安全管理

を良 くしよう、もっと活気 を出そうと口頭で

緊急連絡 リス トは電話のそばにあり、持 ち出 し可能 か

言 ったところで具体 性がない し、第一忘れて
しまう。そこでイ ンスペ クションシー トを使

店舗、事務所 の住所 を知っているか
避難場戸
斤を社員 は矢日っているか

って記録に残 しておき、その都度課題 を明確

救急病院 を知 ってお り、労災の知識 はあるか

また、書面化することのメリッ トとして、

************
シフ トIN前 に手洗 いは実施 されているか

れる。記録 としてきちんと残 しておけば、店
舗 の課題 の経過 が浮 き彫 りとなり、改善がど

身 だ しなみは整 っているか
ダスターは基準通 り洗,争 されているか

のように行われたかが分かり、公平な判断材

オの使用期限 は守 られているか
食ホ

料 となる。

************

生管理 もチェック してお きたい (図 表0)。

YES
YES
YES
YES
YES

NO
NO

NO

NO

I
I

NO
NO

衛生管理￨

店長の評価時 にも使用 しやすいこ とが挙 げら

そ して、その延長線上 として店舗の安全衛

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

安全衛生管理 シート(抜 粋 )

に伝 えるのが意外 と難 しい。もっとサービス

化 して指導 を重ねていこ う。

YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES

YES
YES
YES
YES
YES

NO
NO

NO
NO

NO

*定期的に実施 し、問題 を事前 に防止 しよう。
状況によって、安全管理 と衛生管理 を個別 に実施するのもよい。
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゜…
…
…
…
…
…
は
評価のズレをなくす

店長公休 時の抜打ち巡回

新任店長がP/Aを 評価 をする際 に注意 したいのべ 評価方法で
ある。評価の初心者 が陥 りやすいもの をビックア ップ したので、確

ベテランの トレーニ ング として優先順位が高 いのは、店長が休
の時のベ テランの動 きである。ベテランが時責 として店長の公休 1
｀
守っているの であれば、店長が普段見ることができない時間帯 を若

認 していただきたぃ (図 表⑩ )。 言
爾面に慣れていないとポイン トか
か
ら
分
ず、評価 される側 も消化不良 を起 こすことがある。一番改善
するのに手 っ取 り早 いのが、店長が行 う評価面談 を本部のスタ ッフ
｀
が実際 に見 ることである。イ
可も同 じテーブルにいる2壊 はな く、近
くのテーブルでや り取 りさえ聞 くことができれ1飾 雀認 は十分可能で
ある。その場 の雰囲気、間の取 り方や話の聞 き方など、実際 に立 ち
会 って見なければ分 か らないことがた くさんあり、課題 を発見でき
るチ ャンスである。新任店長に対 して最低 1回 は確認 しておきたい。

また、店長に対 しての評価も必ず実施 しよう。店長自身も自分の評
価 は気になるところであり、客観的な言
刊面は必須だろう。その際に
意識 したいのが、目標の管理である。とか く仕事のできる店長を評
価 しがちだが、それでは本部がいる意味がない。本人に目標 を立て
させ、それを管理 させてその取 り組みや進捗具合をフィー ドバ ック
｀
することで本人の成長につなげよう。できる店長は仕事ができるの
は当たり前である。本部がやらなくてはならないのは店長全体の底
上げであり、ポイン トとして押さえておきたぃ。

何を目標に設定するか

Fヽ

部 としては観察 しておきたい。客席 などで実際の営業 の運営 を確:i
し、何 かあれば本人に伝 えておこ う。そ して、その内容は必ず店ニ
に も情報共有 しておきたい。なぜか とい うと、時責の課題 は、そ

̲

まま指導者である店長 の問題点 である可育日生が高 い。店長の癖 をニ
のままコピー してぃることもよくあり、注意が必要だ。また、店壬
が休 みの ときにダミーで予約電話 を入れることも有効である。電:
の応対方法が リアル に分 かる し、予約電話は売上 げに つながるチ
ンスだけに、本部 としても しっかり確認 しておきたい (図 表0
そ して、本部 として店舗の問題点 を発見する方法 として、―緒 に
舗 INす る方法 もある。実際 にオペ レー ションに参加 すると無壇

:

無駄がよ く見え、それが顧客満足に影響 していることが多 い。そ「
時 に注意 したいのが、観察 しやすぃポジションに入ることである
何 かの補助作業 (バ ック作業、シルバー拭 きなど)が 妥当である
中心的なポジションに入って しまうと観察 どころではなく、―モ
堕

性となって しまい本末転倒 である。 くれ ぐれも注意 して欲 ̲

顧 客 ア ン ケ … 卜を 活 用 す る

目標管理が重要であるが、それではイ
可を目標 にすればよぃだろ う
か。結論 か ら言 うと、売上 げや利益 などの業績だけでな く、能力を
言
刊画する仕組みも必要 である。本人の能力が成長すれば自然 と業績

ベ テランの教育 として有効なキーヮー ドは客勧 性である。そ I
「
活用 したいのが顧客アンケー トの意見だ。ベ テランは業務にも 言″
てお り、 どこまでやればよいか を熟知 している。ただ し顧客満足

に もつ なが り、ひいては会社 の業績 になる。能力評価 の例で言えば、

いつ も得 られているか といえば、そうでないケースもある。侵

=̲

「チームワーク」
「組織的な考え方」
「物
、躍頁客ニーズに沿っているか」
事の徹 性」など、本人を成長させることを主眼として、バランス
の良い能力評価ができると理想的であろう。ただ、どうしても店長

顧客 アンケー トでよ く不満 に挙 がるのが 「入 り口で案 内 して くア

は自分の得意分野を意識 してしまうことがあり、苦手分野は苦手の
ままにしてしまうことが多々ある。そこで本人 自身に課題を考えさ

導するのと、顧客アンケー トで書 かれているのでは本人の捉 えI
大 きな差が出る。本部 は店長 に顧客ア ンケー トの進め方 を指導

せ、本部とすり合わせ して、改善のプランを立てさせ、定期的にフ
ィー ドバ ックするといった流れを本部でつ くると効果的であろう。

その後課題 を店長 とベ テランが一緒になって改善 に取 り組む流 ア

い」「オーダー を取 りに来て くれない」などであるが、ベ テラ」
さえも意外 に思 う意見が少な くないはずだ。それを店長か ら直:キ

̲

つ くれれば、店舗 ―丸 となる可育日生も高 くなる。 また、顧客ア´

代表的なフ レーム ワー

― 卜の重要な意見

■Iヽ 日■効果￨

ク と して はPDCAサ

共有 しておこ う。中堅、新人アルバイ トも見ることとなり、お署

ある特定の評価べ 全体の評価に影響 を及ぼ
すこと。 (資 格取得など)

イクルがある。評価 は

まがどのよ うに考 えているかを知 る良 い機会 となる。そ して、F

とか く単発 に終わりが

図表0

ちであるが、「改善 を

■お客さまの情報を聞く
。
「ご利用ありがとうございます」の一言を必ず述べる
。お客様の名前、連絡先
。日日
ま 人数 構成 (大 人何名、
子どもイ
可名など)
・禁煙、喫煙ヽ交通手段など
。
大切なことは必ずメモ

図表⑩

代表的な評価 エラー

■中心化瞑向
評価基準の理解不足、反発を避ける意味合し
で無難な評価をしてしまう。
1鋼 1寛

大鮨傾向

実際よりも高 く評価 してしまう。
私的な感晴や、モチベーションダウンを懸念
するときに起きる。
■期末誤差
評価間際に起 こった出来事 を中心 に評価。最
近 が良 ければ評価 も良 く、最近 が悪 ければ評
価 も悪いこ
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継続」 してい くことこ
そが重要であり、店長
自身の成長 が企業の成
長 に直結する。本部の
役割 を意識 し、長期的
な視点で改善 に臨 んで
ほ しtヽ 。

(コ

メン ト部分)は 、休憩所 に貼 るなどして.ま

予約の受け方

↓

■確認・復唱
。日日
ま 人数など重要なところを復唱し確認する
。自分の名前を告げる 隔 ЭOが 承りまし
周
。
「ご来店をお待ちしておりま司 の一言を必げ添える

後 も定期的に顧客ア´
― 卜を取 り、改善度三
確認すると達成感 tF
だろう。成果が出て
ばイ
御嵩舗にも1青 報兵■
横展開で全体の レ′、
ップを狙 ってい く 1
「
部 としてのセオリー
る。

