
店内のクレンリネスギャップ8カ所

帯響雄お1商に期待し|て:来騰する

着席のギャップは躊蒻調理?ギャップ

ゴミ出しのルー ト

ニピ1蠣

食事中のギャップ 提供のギャップ

口

"
/

/

/

辣鶉藍着席のギャップ

□

□

□

□

グラスの汚れバ落ちていない

グザスの汚れの見者とし

哄靡絋
トイレのギャップ
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司
ｌ

Ｊ

掃除がいい加減だと

料理も心配

「このお店、イ可か雰囲気が暗い。窓ガ

ラスも手アカで曇っているし…」

お客は入店前、その店が入るに値する

かどうかを
｀
感覚的

〃
に判断する。暗い

雰囲気、薄汚れた入り口では食欲も減退

してしまう。近くの明るい雰囲気の店に

お客を奪われる可育ヨ性もある。

味とは関係ない

「お客さまは食事に来ているんだから

入り国の窓が少しくらい汚れていたって

気にしないでしょ」
「掃除は手を抜いても、イ可も言われな

いし」

入り回は従業員の意識が希薄なケース

が多い。

VS

クレンリネスはF自店を選んで来てくれた」お客への1義務

必要なのは、「従業員からの目線」を「顧客目線」に変える

こと。「顧客は数ある飲食店の中から、わざわざ自店に来店し

てくれている。単に食事をするだけではなく、楽しい時間や雰

囲気を過ごしに来ているのだ。店はその対価として代金を頂い

ており、クレンリネスは顧客のため
―
の最低限の義務」‐とオリエ

ンテーションのときなどに伝えると、従業員の意識が高ま,,|

仕事の質が維持されやすい。1掃‐除に1対する評価も必ず行し`t基

準外なら指導、基準内であれば褒めようも    | |‐ ‐

特集 お店とお客のギャップ

ヽ

し

諄

何か不快。

席を換えてほしい

「テーブルが色あせて、ガタついてい

る」 陥虫ったらベ トベ トした。油が染み

付いているかも」

メニューを決め、さあ食事を楽しもう

という顧客はがっかりしてしまう。着席

は店に肌で触れる最初のタイミングなだ

けに、不快感はかなり印象に残る。

食べるには

問題ないでしょ

「テーブルはちゃんと拭いているから

大丈夫」「見た目はきれいだから、問題

ない」

従業員は客席に座ることがあまりなt

ため、気が付かないことが多い。見たE

にも分からないので、放置されがちでt

ある。

VS

客席に座つて確認、改善箇所|を―清掃メニュ■に入れる

このようなケースは従業員だけではなく店長も気が付、ヽてい

ないことが多い。店での作業では客席に座る場面がないため、

意識的に改善する必要|がある。効果的で手う取り早いのは、店

長自身がお客として自店を利用してみること―。テ,ブルのベタ

つき、メニューブックの汚れ、カトラリー入れのはこり、椅子

のガタつきやバンチシT卜の破れなどは客席に座る|とすく
'に
分

かる。気が特も`た点をメモして、自々
―
の清掃メ|三 二■に力|えよ

う。椅子のガタ付きは足の下にゴミが付いていなも、かチ
=ッ

ク

レ、老朽化してt‐ れ`ば交換するoベンチシ|卜 .が破れていう場

合は業者に張り替えを依頼.し たし―`: ‐ |・ |‐ ‐■ |‐ |‐
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「あれ? 何か落ちてきた、ゴミ?」 「天

井のエアコン、ほこりまみれだわ……」
これでは食事の楽しい時間が台無しだ。

料理が運ばれてきても、料理の中にほこり

が入らないかどうか、気が気ではない。

当然、再来店はないと思った方がいいだ

ろう。

ホコリが落ちて

きた。嫌だな

汚れた食器で
出すとか
ありえない

そのくらい大丈夫

「一応掃除はしているから

大丈夫」「床はモップ掛けを

しているし」

従業員がよく目にするのは

テーブ
｀
ルや床。天丼を見るこ

とはほとんどなくクレンリネ
スの死角となるケースが多い。

ちゃんと洗浄機で

洗っているけど

「グラスやコーヒーカップ

は洗浄機にかけてぃるから大

丈夫」「教わった通りにやっ

ているし」。従業員は教わっ

た通りに忠実に作業をこなそ

うとしているが、それ以外は

あまり気にしていない。

だって片付け
ないといけないし

「さあ、片付け片付け」「ゴ

ミ出しを早 く終わらせよう」。

作業を終えて帰ろうと片付け

を最優先するあまり、客席を

意識しないケースがある。そ

れではせっかく来てくれたお

客を逃すことになる。

VS

VS

「あ、グラスに口紅が付いているわ。ど

うなっているの?」 「コーヒーカップの底
にレモンの種がくっついてるぞ? てぃう

か、もう全部飲んじゃったよ」。最悪の食

事である。新しいドリンクが提供されたと

しても、店に対する不信感は簡単には拭え

ない。この場合も、再来店はないだろう。

食べている時に
ゴミは見たくない VS

「食後のコーヒーもおいしいね」「あれ ?

キッチンの電気が半分消えた。しかもゴミ

袋をいっぱぃ才寺って出てきた」。これでは

食後の余韻が台無しだ。ラス トオーダー後

の片付けや24時間営業店での営業中のゴ

ミ出しは、くつろいでいる顧客の雰囲気を

壊さないように注意したい。

腱

■
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汚れた身だしなみ

だと不快
VS

「あの従業員、制服が汚れていて、清潔

感がない」「あっ、髪の毛に触っている J

デザート追加しようと思ったけど、やめと

こうかな」。従業員の身だしなみは店の雰

囲気に直結する。制服、頭髪など最低限の

身だしなみはとても重要だ。なぜならブF常

に目立つからだ。

このくらい

気にならない

「制服は1枚 しかないから、

たまにクリーニングすればい

い」「このくらい、俺は気に

ならないし」。身だしなみは

個人の感覚の違いがあり、自

分では気付かず、放置されて

いるケースが多々ある。

見られ|ている1意1識|を持|つ|■|■

■従業1員の身|だ●‐なみは1臓長の力量次第|であ

る:|シワトに応じて渡す指llE長の枚数|を変え|る、
|グリ■|ニン|グの,レ■

''を

決め|る●シフトに入

ちてきた||ときに身|だしな|みを著雌 認するな
|ど●地道な|チ三,ク|が欠‐か|せ|ないま1最近では

'臓

値観が多様化し●頭髪の色や影||アタセ|サ

リ|■|など|もさま|ざま|な′ヽ夕|■ン|が|あ
|る|:||そ |の

|た |め●身|だし|な|み|の模範例|を写真入りで分|か

:′ |や
|す

|く 1作成●■|オリ|工|ン・テ|■シ■|ン 1時tl渡

してお(の|も1効果的だ:||■ ||||■■■■■

清掃 |の,レ■
―
ル化を1徹底 ||■|■

|■トイ|レの清掃は店の印象につ|な|がる1大事な

|ポ |イ|ン ト|だ|が■従業員は気にし|てい|な|ヽこと
|が多いよ||その|た|めlilまずはシース|テ|ムで改善|す

|るこ―とがス
ーーム|■|ズlllトイレ|チ■|,|―夕のル■ル

|を決める●清掃用1具を準備する●|それを従業
1員に告知し基準|を指導する|な|ど

―
で最低限の状

1態は維持でき|る||ドイレを|き|ちん|と清掃せず
1汚れ|や臭|‐ をヽ放置してヽ たヽ1店はま1載店長が

1隅 |々まで清掃し●基準1内に戻|すこ|とが必要。

1理想的な状態に戻してから基準|の維持に進むc

′ヽウ|ス|レ■,レを1肇備|する|■■|

■オ■プンキ,‐チンの店は特に注意したい。

1体懇後に手を洗|わ|ない●1仕込み1中に頭をかく、

鼻をt,じる||ぐしや|みを1手|で押さ|えてそのま

|ま食材に触る.な|ど●客席力|ら1日,|する1場面は

1意外と1多いよ1改善の|ポイント|=ハウスル
ー■ル

|をき|ち|んと整備するこ|と:||キ,|チ|ン |も1顧客か

|ら 1見ら|れてtヽる|と||う意識付け:1具体的な

IヽG行為な|どを新人|の1時期|か |ら 1徹底|したい。
1料理長など|の

|キ,チーン責任者とも指導の擦り
1合わ|せを十分に行い.:11店舗全体でケア|する。

トイレが汚いと
ホU用したくない VS

「あれ? 手を拭 く紙がない。洗面台も

ビショビショだし、ちゃんと見ているのか

な」「便器が汚 くて、臭いもきつい…」。

トイレは一人になる場所なので、いろいろ

な所が目に付く。清掃がきちんとされてい

ないと、店全体がルーズに見られてしまう

可育日生もある。 トイレが決適に使えるか。

これが店の印象につながる。

手を洗わないまま

仕込みって

何か怖いな

VS

「あのコックさん、たばこを吸って手を

洗わないで仕込みをしてる」 日可か食欲減

退だね」。調理作業は素手で行うことも多

いため、不衛生な場面を見てしまうと悪い

印象が強く残る。悪い印象は話のネタにな

りやすいため、回コミが広がるケースも。

当然、再来店にはつながらない。

トイレ掃除は

面倒

「取りあえずトイレットペ

ーパーは補充しておいたから、

巡回は後でいいや」「トイレ

が臭うけど、使えるから問題

ない」。

トイレのクレンリネス状況

は変化しやすいが、気付かな

いケースがある。

このくらい平気だし
大丈夫

「後で加熱するから、この

くらいは大丈夫」「少しくら

い平気」といったような、あ

まり顧客目線を意識していな

いケースが見られる。
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