
STEP l サービスの定義

1.サービスとホスピタリティ

(1)サービスとは

サービスという言葉は、日常生活において大変多く登場する言葉ですが、非常に

広範囲な使われ方をしているため、正確な意味を理解するのが難しい言葉ともい

えます。

私たちが買い物などで目にする「半額サービス」や「タイムサービス」、「謝恩特

価サービス」などと、ホテルやレス トランなどの接客サービス、さらには最近よ

く耳にする「介護サービス」といったものまで実に様々です。こうした、様々な

使われ方をするサービスという言葉について、ここでは分かりやすく分類してみ

たいと思います。

①料金や価格を値引いたり、割り引いたりするサービス

料金や価格によりお客様にメリットを提供するサービスのことを「価格訴求型

のサービス」といいます。昨今のデフレ経済下ではこうしたサービスが非常に

多く見られます。しかし、商品が思うように売れないからといって価格を下げ

れば、本来得られるべき利益が減少します。そこで、減少した利益を量で補お

うとします。これが薄利多売という考え方で、サービスのひとつの方法ではあ

りますが、短絡的な値下げ競争は大きな危険を伴うことも十分に理解する必要

があります。

2接客や利便性などの付加価値を提供するサービス

料金や価格でお客様にメリットを提供するサービスに対 し、高品質な接客や快

適さによりお客様にメリットを提供 しようというサービスがあ ります.こ うし

たサービスを「価値訴求型のサービス」 といい、自社が提供するサービスに同

有の価値を付加 し、お客様の満足度を高めようとするものです。

③広義におけるサービスの定義

広い意味においてサービスとは、お客様の希望される金額の範囲内で、少なく

とも同等か、それ以上の満足を様々な手段によって提供することといえます。

(2)ホスピタリティの意味

ホテルやレス トランなど様々な業種で、ホスピタリテイという言葉が最近多く聞

かれるようになってきました。それは、商品の強みを打ち出すうえで、サービス

の質が重要な意味を持ってきたことを表しているといえます。
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STEP3 サービスに必要な言葉遣い

1.敬語の種類と実際の使い方

サービスの中でも、特に接客サービスに言葉は必要不可欠であり、言葉なくして接客サ

ービスは有 り得ないといえます。また、サービスは「言葉」 と「動作」によって具現化

され、それが利用客に伝えられます.したがって言葉遣いは動作と共にサービスの重要

部分を占めているといえます。

そうした中で、お客様に対する言葉として敬語があります。敬語には、 ^般に「尊敬語」、

「謙譲語」、1丁寧語」の三種類があり、必要に応 じて使い分けられます。

(1)尊敬語の意味と使い方

尊敬語とは、お客様の動作や状態などを敬うことにより、自分よりお客様を高め

て敬意を表す言葉です。

図 1

お客様

明日はご自宅に
いらっしゃいますか ?

言
葉
に
よ
っ
て

お
客
様
を
高
め
る

(2)尊敬語の例

T:|1食べる→召し上がる ⑤言う→おっしゃる

0来る→お見えになる 0する→される

0見る→ご覧になる |||||||IZ:|||)着 る→お召しになる

0い る→いらっしゃる (8,着 る物→お召し物

(3)尊敬語の使い方例

(3明「|は ご自宅にいらっしゃいますか ?
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‐2,パ ンフレッ |ヽ は三覧1こ_埜 っていただけましたでしょうか ?

3.先程、お客様が玄関にお差き二なりました。

41ど うぞ、暖かいうちに墨_五上 llが 生くださいっ

]主基塾」二主董壺」亜生ください。

6お 客様のと血塑止お持ちいたします.

(4)謙譲語の意味と使い方

謙譲語とは、自分の事や自分の動作などを「へ りくだって (控 えめに)」 表現する

ことにより、結果として会話の相手であるお客様を高める言葉です。尊敬語が直

接的にお客様 自身や状態、行動などを敬って表現するのに対 し、謙譲語は自分を

控えめに表現することにより、相対的にお客様 を高める間接的な表現方法 といえ

ます。

図 2

お持ちいただいた

書類を拝見いたします
相対的に

お客様を

高める

へりくだって

(控えめに)

自分を下げる

(5)謙譲語の例

■食べる→いただく ⑤言う→申し上げる

?'す る→いたす ⑥見る→拝見する

こ聴く→拝聴する ●知っている→存じLげる
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④訪問する→お伺いする 18)借 りる→拝借する

お客様



社 員

お客様

社 員

お客様

社 員

〔外出中の上司を訪ねてお客様が見えた場面〕

・お客様

「いらっしゃいませ」

「すいませんが、営業のOOさ んいますか ?」

「失礼ですが、どちらさまでしょうかつ」

「失礼しました、わたし○○商事の○○と申します」

「いつもお世話になっております。少々お待ちいただけますでし

ょうか。ただ今、確認してまいります」

(〇〇が外出中なのを確認して戻つてくる)

「申し訳こざいません。〇〇は、あいにく外出中でこざいます。

本日は、お約束でこざいますかつ」

「約束はしていません_それでは、また改めて伺います よろし

くお伝えください」

「かしこまりました。わたくし総務課のOOが受け賜わりました。

本国はありがとうこざいました」

社  員

〔来社されたお客様を応接室へこ案内する場面〕

「いらっしゃいませ」

「本|110時 に、総務課のOOli果長とお ||に掛かる約束をいたして

いる○○産業の○○と中します ○○課長にお収次ぎいただけ

ますでしょうか」

「いつもお世話になっております。お待ちいたしておりました。

応接室へこ案内させていただきます。どうぞこちらでございます」

(お客様を応接室へこ案内しソファーを前にして)

「どうぞ、こちらへおかけください。OOはただ今参りますので、

少々お待ちいただけますでしょうか」

「どうもあ I)が とうございます」

(お客様の方を向き、おじぎをして部屋を出る)

「失礼いたします」

社  員

・社 員

。お客様

。お客様

・社 員
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(5)すれ違う時、立ち止まつての会釈

①特に大切なお客様とすれ違う時は、歩いていても、い

ったん立ち止まって会釈をします。

0立ち止まっているのか、歩いているのか分からないの

では見た目もよくありません。きちんと立ち止まり、

すれ違うタイミングを計って会釈をします。

③お客様が通り過ぎたところで、姿勢を正して歩き始め

ます。

2.多少深めのおじぎ……敬礼

(1)敬礼の概要

立ち止まってする会釈

| ‐111]〕| | ‐1敬礼は、お じぎの中では中程度の気持ちを表現する動作です。特定の方へのお

迎えの挨拶や、感謝の気持ちを伝えるときなど多くの場面で使われます.

②敬礼は会釈と違い、歩きながらすることはありませんので、姿勢を正し、お客

様の目を見て挨拶とのタイミングを計って行ないます。

③両手は体の前で組むか、体の両脇に付けます。体の両脇に付ける場合、男性は

ズボンの縫い目に合わせ、女性は脚の中心に中指を合わせるようにします。

側面から見た男性の敬礼   正面から見た女性の敬礼   イ則面から見た女性の敬礼

4_Z
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STEP8 名刺の概要と名刺交換の方法

1.名刺の概要

(1)名刺とは

CI名 刺とは、会社 (団体)名 や氏名、会社 (団体)の所在地、電話番号、ファックス

番号などが記載されている小型の印刷物をいいます。

C)名 刺は物理的には小型の印刷物に過ぎませんが、名刺交換という儀式によって、

その持 ち主の人格が名刺に移るといえます。

③名刺は持ち主の人格そのものですから、名刺交換においては互いに相手の名刺

を尊重し、敬意を込めて取り扱うようにします。

(2)名刺を持つ際の注意点

①名刺は専用の名刺入れに入れます。

名刺を財布などに入れておくと、お札や領収証などと一緒になって、直ぐに出

せなくなる恐れがあります。専用の名刺入れに新しい名刺をlo枚から20枚程度

入れ、随時補充します。

②名刺入れは胸ポケットに入れます

名刺入れをお尻のポケットなどに入れると、名刺が曲がってしまったり、汗な

どで変色する恐れがあります。受け取る側も、お尻のポケットから出されたら

不快な気分になるものです。

一χ
毬

螢̈
一一
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専用の名刺入れに入れます 名刺入れは胸ポケッ トヘ



3.段差や坂道での車イスの操作

(1)段差を上がる場合の車イスの操作方法

①安全に乗り越えることを最優先します

前方に段差が見えたら、まず最初にお客様を

乗せたまま安全に乗 り越えられるか否かを判

断します。安全に乗 り越えられる自信がない

場合は、助けを呼ぶか、または迂回路を探す

かします。

②キャスターを段差の上まで移動させます

安全に乗り越えられそうな段差であれば、キ

ヤスター (前輪)を段差のところに当て、テ

ィッピングバーを踏み、グリップを手前に引

くようにして、キャスターを段差の上まで移

動させます。

0駆動輪を段差まで進めます
キヤスター (前輪 )を段差の llへ移動 させた

ら、 1;|ヌ 動 1倫 (後輪 )を段差に当たる位 1社 まで

進めます。

④段差の上へ駆動輪を進めます

両足に力を入れ前後に開き、グリップをしっ

か りと握 りいっきに段差の上に駆動輪を進め

ます。この時、車 イスが左右 にフラつ くと、

乗っているお客様は非常に不安 を感 じます .

グリップを体に近付け、真っす ぐ前に移動さ

せるようにします。

キャスターを段差の手前へ移動

キャスターを段差の上ヘ

駆動輪 を進めます
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車イスを段差の上へ乗せた場面



(2)段差を降りる場合の車イスの操作方法

①安全に降りることを最優先します

前方に降りなければならない段差が見えたら、上がる場合と同様に安全に降り

られるか否かを判断します。

②お客様に声をかけます

安全に降りられると判断したら、お客様に「これから段差を降りますので、車

イスの向きを変えさせていただきます」と声をかけます。

③駆動輪を下の段へ降ろします

車イスを後ろ向きにしたら、グリップをしっか

りと握り、車イスの駆動輪 (後輪)を上の段か

ら下の段へとゆっくりと降ろします。

駆動輪 を下の段へ移動

0駆動輪の着地後にキャスターを浮かせます

駆動輪 (後輪)が着地したらティッピングバー

を踏み、グリップを手前に引 きなが らキャスタ

ー (前輪)を 浮かせ ます。

⑤後ろ向きのまま車イスを引きます
キヤスター (前輪)を 浮かせたら、そのまま後

ろ向きに車イスを引きます。そして、お客様の

足が段差に当たらない位置まで車イスを後退さ

せたら、ゆっくりとキャスター (前輪)を 下ろ

します。

⑥車イスの向きを変えます
キャスター (前輪)が着地 したら、お客様 に

「車イスの向きを変えさせていただきます」 と

声をかけて、ゅっくりと車椅子の向きを変え前

方へ進みます。

キャスターを浮かせる

キャスターを下ろす
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車イスの向きを変える



事務所の他の人達はみんな電話中です。手が空いているのは

新人の佐藤君だけ。そこへ新たに外線電話がかかつてきました。

人 物 会話または動作 心理状態

こ商事、 まヽす

お客様 あ一、もしもし、丼上さんいますかつ いつも電話にでない人が

でたけど、きちんとした

挨拶で気持ちがいいな。

大変失礼ですが、そちら様のお名前を

お聞かせいただけますでしょうかつ
まずは、お名前を伺つて

から取り次がないといけ

ないな。

お客様 失礼しました。

東洋商会の市川と申します。

いけない、名前をいうの

を忘れちゃつた。

佐藤君 東洋商会の市川様ですね。

いつも大変お世話になつております。
ノ」ぃ々 お待ちいただけますでしょうかつ

井上さん宛の電話だけど

井上さんはいるのかな。

お待たせいたしました。

申し訳ございませんが、あいにくと井上

は○時まで外出の予定でございます。

もしよろしければ、戻り次第こちらから

(行動 予定人を見て●時まで外出なのを確認 )

だ すがせ
務

丼上さんは○時まで外出

か … 。

戻ったら丼上さんにかけ

直してもらうようにしよ

つヽ
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『かかつてきた電話への対応』(範塾伊ヽ]〕)

佐藤君 少しお待たせしたから、

挨拶|ま 「おまたせいたし

ました」でいいかな。

佐藤君

佐藤君



練習問題-5

1,次の文章は、サービスにおける立ち方のポイン トについて解説したものです。

(  )の中に当てはまる語句を入れなさい。 5点 X8

(1)「きをつけ」の場合は (     )を 伸ばし、多少 (

引き気味にして真つすぐに前を見ます。

)を

(2)「きをつけ」の時の (     )|よ指を真っすぐにし、ズボンの縫い

目に (     )を 合わせます。

(3)制服などの (

服の (

)|よ男女ともきちんとかけます。また、制

)には物を入れ過ぎないようにします。

(4)立つている時に、キ∃ロキョロと (

をふらつかせないように注意します。

)を動かしたり、 (   )

2.お客様に不快感を与える代表的な立ち方を、4つ書きなさい。 10点 ×4

(1)(

(2)(

(3)(

(4) (

3.次の文章は、玄関などでの待機の姿勢を解説したものです。 (

当な語句を入れなさい。 4点×5

)の中に適

男女共に (     )|よ きちんと付けて立ち、 (

組みます。視線 |よ (     )を 中心に (

と3つの方向に順に向けるようにします。

)|よ体の前で

)、 (     )
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