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特集 P/Aのロヒリ方&褒め方

日■るで失敗
③「何でそんな考え方しかできないんだr」

鸞 鞘築轟壁締輔熱轟潮輔撼織鐵墨難1郵懺瀾輔聾
いつもマイナス思考の部下に、ある時ついに言ってしまった。す

ると部下は「マイナスで考えちゃいけないんですか|? マイナスか

らプラスに考えちゃいけないんですか′」と激高。その姿に、「そう

か・……。そんな考え方もあるのだな」と気付いた。マイナス思考と

は、言い換えれば不安や心配を想定する力があるということ。それ

を事前に角騎肖できれば大きなメリットがあるのだ。

それからはマイナス思考の部下に対しては、「考えられる危険を

まず出してみよう」と不安を取り除くことを率先。その後、「じゃあ、

これならできるかな?」 と依頼すると安心して納得でき、頼んだこ

ともうまくいくようになった。(岩本)

①「キッチン、グリーテイング (挨拶)が
凛
=い

」にr」

Rll覇難轟闇:当ユ難盤鏑難騨攣鞭燕繭鸞蒻欝:

年度末の繁忙期にさしかかり、店のメンバー全員に疲れがたまっ

ていた時期だったが、来店客への「いらっしゃいませ」「ありがと

うございました」などのグリーティング (挨拶)がキッチンからあ

まり出なくなり、ピーク中にデシャップ越しにキッチンメンバーに

放ったひと言。

本人たちも実は頑張っており、それを考えずに言ってしまったの

で店の雰囲気は険悪になり、グリーティングどころの話ではなくな

ってしまった。

気になったことを全て言うのではなく、シフトの増員や負担がか

かるポジションのタイムリーなチェンジなど、店長として総合的に

対策を取る必要があった。 (三島)

⑩「何回遅刻してんだよ。やる気あるの?
間に合うのか? じや、すぐやりなさい」

鸞 鯖轟i餞 懸鐵置鐵締鐵紺鐵:

開店準備の担当P/Aが遅刻を繰り返したときにひと言。その場

は叱ることでP/Aは急いで仕事をこなして間に合わせたが、結局、

その後も遅刻癖は直らなかった。

その場で叱るだけで、遅刻した理由の掘り出しをせず、解決でき

ていなかったのが理由だ。「■叱るで成功⑤」のようなやり方で言

えば直ったかもしれないが、当時は店長になりたてでそのやり方に

気付いていなかった (⑤の例はその4年後、ある程度経験を積んだ

後のこと)。 (具喜屋)

①「黙つていたら、分からないでしよう川
瀾囃錮騨躍臨鸞脚麟鞭鸞鐵晰 轟鐵鐵螂
店長当時、公体の日に態度の悪いクレーマーが来て、対応した副

店長が相手の言いなりになったと聞き、激怒。
「なんで何の証拠もないのに、商品を言われるままに渡したの ?」

と問いただすと、副店長は「すみません……」と黙り込んだまま。

「黙っていたら、分からないでしょう′!」 と続けたところ、副店長

は「実は昔、ホテルマン時代にクレーマーに誠実に対応したところ、
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■Lるで成功
④「正直、盛り付けが雑だ測

欄酬攀:機鱗癬輔鸞醐
キッチンのベテランP/Aに伝えた一言。本人は慣れもあり、何

となく営業をこなしている雰囲気があったときに、面談しながら伝

えた。実際の料理名と盛り付けの癖を具体的に指摘したところ、実

は本人も自覚していたらしく、ただ日々の作業がマンネリ化して特

に直さなかったとのことだった。米斗理の品質向上は奥が深いこと、

そして何よりも顧客があってわれわれの仕事があるということを強

調して話した。面談後、本人は技術の向上をさらに意識するように

なり、料理の品質も安定するようになった。 (三島)

⑤「○○が寝坊したから、お客さまに迷惑
かけてんじゃねえか′ どうすんだよ」

璽鰊 §:轟爾灘躙 莉 騎聾鍵:

シフトの時間になっても店に来ないP/Aに電話したところ、「寝

坊した」と言うので叱った。

そのスタッフはすぐに出勤し謝ってきた。そこで、「謝るのは店

長にではなく、お客さまに対してだ」と才旨導し直した。以降、遅刻
はピタッとなくなった。
お客を中心にした叱り方がうまくいった。「シフトに穴があく」

など店を中心にした叱り方だったら、伝わらなかったと思う。 (員

素 )

⑥「その時つて、お客さまは
どう感じるんだろうね?」

祠
ホールで入った新人に伝えたひと言。米斗理提供をミスしてしまっ

たことがあったがt当日のシフト終了時に、次は間違えないように

するためにイ可か考えているかと聞いたところ、イ可も考えていない様

子なので伝えた。

「お客さまは米斗理を食べに来ているだけではなく、楽しい時間を

過ごしに来ている」と告げ、お客の気持ちを思いながら、そして考

えながら仕事をするように言った。その後本人はいろいろ独自に工

夫するようになり、レベルの高い、安定したサーバーに育っていっ

た。(三島)

⑦「○○がお客さまと飲むのは勝手かもしれ
ない。でもそれで気まずくなつて、お客さ
まが来づらくなつたらどうするの?」

輻          輻
営業中にP/Aの一人がコミュニケーションを取り、常連客とイ|

良くなった。その後そのP/Aがシフト終了後に、常連客の客席に

入って一緒に飲み始めた。

P/Aは 「仕事が終わったのだから、いいじゃないですか」と言

うが、別の場で伝えた。常連客と仲良くなるのはよいが一線を引力

ないといけない、顧客と店という立ち位置があるから公私を区別し

ないといけない、という内容に納得してくれたようで、その後はな

くなった。(員喜屋)

まきや さねゆき 神奈川県生まれ。横浜国立大学経営学部卒業。食品スーパーマーケットのオーケーいを経て、熊
コンサルティング企業枷リンク・ワン入社。定食店、焼き鳥店、居酒屋、豚料理店、焼き肉店、洋食レストランにて産

長、マネジャーを歴任、 3年連続で優秀社員賞を受賞後、独立。販促サポーターとして飲食店や他業種の販促活動を貫

援。著書『お金をかけずに売上を上げる [販促ネタ 77]』 『ひたむきな人のお店を助ける魔法のノート』(ぱる出版)、 ia

客さまの言己憶に残るお店のリピーターをつくる35の スイッチ』(同文舘出版)



筆者 (当 時店長)は新人とともにお客役をし、ベテランのP/Aに
見本を見せてもらった。

すると彼の言葉遣いやしぐさ、笑顔が想像以上に気持ちが良かっ
た。席案内後に、「本国はご来店いただき、誠にありがとうござぃ
ます」と挨拶をしたのだが、その動作が素晴らしかった。お辞儀は
ゆっくりと丁寧で、笑顔には包容力があり柔らかい。正直、筆者自
身の接客よりも気持ちのいい対応だと感じた。

そのため、冒頭のせりふをベテランP/Aに伝え、新人にも「こ
の先輩のようになりなさい」と諭した。ベテランP/Aの優越感も
くすぐられたようで、その後、新人の面倒もよく見てくれた。(員

繋 )

①「○○さん、店長が褒めてたよ」
鸞 癬灘l覇総議凝麟樵i轟:蠍繭麟1灘饉灘鷺]螢輔繊螺鸞灘
「○○さんは、本当に気が利くよね。すぐにお客さまに気が付い

てスッと行く。なかなかできることじゃないよね。お客さまをよく
見ている証拠だね」と○○さんと仲良しのP/Aに話した。すると
「○○さん、店長が褒めてたよ」と伝えてくれた。

人を介して褒めると、「店長は自分のことよく見てくれているのだ」
と思い、うれしくなる。結果、もっとお客に気を配ろうと頑張って
くれた。(岩本)

①「もう、俺のライノツレだな」
輔麟麟熙:謝濁締購鎌灘盤癬麟饉騨灘翻麟難:群機鎌灘:

ホールの時間帯責任者へ伝えたひと言。バレンタインデーで顧客
からもらった義理チョコが、店長の自分がもらった義理チョコと同

数だったときに伝えた。本人は非常に接客センスがあり多くの顧客
に喜んでいただぃてぃたが、それ以来、店舗全体のサービスレベル

をどう上げていくかをより頻繁に話すようになり、本人からも具体

的な提案が出るようになった。その後も良い意味で緊張感を持ちな
がら、お互いに常連づくりを継続 していった。 (三島)

①「しヽ じヽゃん。お客さま、楽しそうじゃん」
鱚 輔癬翌:驀鎌鸞激難翻裁辮難灘灘難鸞i

気持ちよく食事をしてもらえるようにと、中間バッシングに力を

入れていたころのこと。席担当のP/Aが、客席のテーブルをよく

見て回っていたときに余計なお皿が乗っていなく、顧客が楽しそう
に食事をしていたのを見て、そのP/Aの「仕事の結果」を褒めた。
その後は気を良くしたようで、よリー層テーブル状況をよく見るよ

うになってくれた。 (員喜屋)

⑩「○○君ならできるから、やってみよう」
輔網鸞撻聾]購難欄熙灘椰導癬灘輔涯:

SV時代、いつ店に行っても愚痴やできない理由ばかりを国にす
る店長がいた。「うつ」だというのが口癖で、全てが後ろ向き。そ
んな店長に対して、「頑張れ′′」とばかり言っていたが、あるとき
店に行くと様子がおかしい。ピークタイムなのに別のことをしたり、
必要のない物をたくさん発注したり……。
心配になり、書店に行ってうつ病の本を購入。そこにはうつ気味

の人には「頑張って」と言ってはいけないと書いてあった。それか
らは「○○君ならできるから、やってみよう」などと励ます声推卜け

乱暴されたことがあって。昨日も怖くてつい。…・・。すみません」と

話しだした。

起こった出来事だけを見て叱ってしまった自分を反省し、「事1清

も知らずにごめんなさい・・・…」と謝った。きちんと最初に話を聞い
てから叱ればよかったと後悔。この場合、「なぜあんな行動を取っ
たのか、理由を教えて」と聞くべきだった。(岩本)

⑫「○○さんには、そういうところも
あると思うよ」

灘難涙墾議麟朧輔靱 瘍 浙 1鰈|

顧客アンケートで「○○さんというスタッフは、こちらの要望を
聞かずに勝手に進めていくので不快でした」とぃうような内容が書
かれていた。それを見た本人が、落ち込んだ様子で店長の私に見せ
にきた。

深夜の締め作業の途中で、アンケー ト集計をしていたその時、悪

気はなかったが追い打ちをかけるように言ってしまった。普段は明
るくみんなの中心になるリーダー格のP/Aだが、その日はそれ以

降落ち込んだまま、ほとんどしゃべろうとしなかった。

今思えば、年配のP/Aであり、反省は自分で十分できる状況だ

った。そのため、良い面を伝えて心の支えをしてあげた方がよかっ
たと後から反省した。 (員喜屋)

①「こいつ、ばか:出 」ヽ (福岡用
躙 墾1          驚き
筆者が副店長時代に言われたひと言。製造部門で上手に作れなか

ったとき、当時の店長がP/Aに 向かって筆者のことを「こいつ、
ばかばい」 (福岡弁)と言い捨てた。

P/Aの前でばかにされたことがどうにも悔 しく、傷ついた。そ
の後、製造部門の仕事はできるようになったが、苦手意識を持って

しまったことを今でも覚えている。この経験から、叱るときは他の

人がいないところで叱ることが本当に大事だと痛感した。 (岩本)

□褒めるで成功
⑭「お客さまが本当においしいって、
感動してたよr」

椰儡癬眠lJI欄灘珊靭畢職輔翻輔職螂
キッチンの新米P/Aリ ーダーに伝えたひと言。本人はリーダー

になりたてで自信がない様子だったが、お客が感動して言った言葉
をそのままキッチンに伝えに行った。週末の昼ピーク中で、他のキ

ッチンメンバーやホールメンバーもデシャップ周辺におり、デシャ

ップ越しにあえて大きめの声で伝えたところ、本人は照れくさそう
にしていたがモチベーションアップにつながった。そしてキッチン
メンバーもリーダーを頼るようになっていき、本人もさらに自信を

持つことができるようになった。 (三島)

①「○○さんつて、そんなに 鮨客鋤
うまかつたの? びっくりしたわ」

撻欄癬轟講:議瀾翻灘蠅聯靭塾:鸞羅輔翻鐵輔騒1輔 :

新人が入り、入店からご案内までの回―ルプレイングをしたとき。

みしま じゅん 飲食店専門のコンサルティング法人 0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年間の間に社員、P/A含め約300人以上のノ財オ育成に携わる。売上向上から利益確保、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。HP:0ジーエムアイ【GM! 三島】で検索。三島社会保険労務士事務所【社労士事務所 三島間】で検索。
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特集 P/Aのロヒリ方&褒め方

になることが出てきてしまった。

余裕のあるときや状況に応じて行うのはよいのだが、彼女が担当

外のテーブルに料理を運んでいる間に、自分のエリアのお客が注文

をしようとすると、また別のP/Aが対応しなければならない。結

果、店内オペレーションが混乱してしまった。 (員喜屋)

④「お、速いねJ その調子で頼むよr」

鼈 翻轟轟続爾轟:鶉 靭靭購簿藝鞭熙:

キッチンでP/Aが素早く調理できていたときに伝えていたひと

言。速いことが悪いわけではないが、そのときは店にとって優先順

位の高い課題、あるいは個々のP/Aの課題を考えずに、店長の自

分が気付いたことだけを褒めていたため、スピードに関してしか褒

めていなかった。

そのような言動をしているうちにキッチン全体が悪い意味でスピ

ード重視になってしまい、盛り付けは雑になり、味も安定しなくな

り、品質に悪影響を及ぼすようになってしまった。(三島)

④「うん。よかつたと思うよ」
輻 鸞絣 脚     |
お客にメニューのお薦めをしたP/Aが 「店長、今のどうでし

た?」 と聞いてきたとき。そばにはいたが、きちんとは見ておらず、

あいまいに褒めた。そのP/Aは気を良くしていたが、きちんと見

ていたらもっと具体的に褒められたはずと反省した。(員喜屋)

【番外編】轟  題
④「好きにしていいよ (といつて脳司」

灘締麟癬盤朧響檬灘雲::画麟懸輔曇灘朧購辮紺撚輔撚|

筆者の経験だが、問題が起きたときに、「どうしたらいいでしょ

うか ?」 と相談しても、「君に任せたから好きにしていいよ」。ある

いは、「こんなイベン トをしたいのですが、どう思われますか?」

と聞いても、「君がいいと思うなら、やってみたらいいよ」と、い

つも何も意見や指示をくれない上司がいた。

自分の頑張りや行動を見てもらっていないようで、だんだんと不

安や不満を感じるようになってしまい、全く叱らない、褒めないの

も問題だと思った。部下の相談に積極的に乗り、適宜指摘やアドバ

イスをすることが上司の大切な役割だ。 (岩本)

に変えた。すると少しずつ良くなっていった。

後日談だが、その店長はうつ病ではなく構ってタイプだったよう

で、気にして優 しく会話するだけでやる気が出ることが分かった。

デリケー トな問題なので注意深く観察するとともに、本人だけでな

く周囲からも話を聞いて対応すべきだ。 (岩本)

□褒めるで失敗
④「OO、 いけるか!? 頑張れr 大丈夫だ」
鼈 褥 輛蒻     |
週末のピークタイムにキッチンのP/Aに対 しての言葉。入店ラ

ッシュでオーダーも一気に入り、本目当追われているとき。

「いけるか?」 の問いに、P/Aは 「厳しいです」と答えたのに、「頑

張れ′」と押し切った。結果、商品遅延が多発した。

フォローできる態勢を整えるか、ホールオペレーションの調節て

サポートできれば、P/Aも もっとモチベーションを高く持てたは

ずだと反省した。(員喜屋)

④「いつも頑張つているね。管理業務も
しつかりやつていこうr」

鶉醐鰹辮墨:櫛癬檬態鑢 朧灘欄鸞織難麟鐵麒覇総
安全管理やチェックリス ト記入などの管理業務が雑で、記入漏た

が頻繁だった時間帯責任者に、仕事ぶりの改善を促すつもりで伝え

たひと言。何回か伝えていたが改善が見られず、ある日突っ込んで

確認したところ、本人にやる気がなくて管理業務が雑になっていた

わけではなく、きちんと教わったことがないのが原因と分かった[

こちらが思っている改善を促すには褒めるという手段ではなく、

原因を事前に分析しながら、改善してほしい内容を個別かつ具体[[

に指導することが必要だと痛感した。(三島)

⑫「○○さんは、積極性がいいよね。
ガンガン来るもの」

pll覇鱗轟癬騰舗鐵輔鐵締輔鋼鐵銹
入店したてのP/Aがイ士事を覚えてきたときにひと言。新しいこ

とを覚えようと、他のP/Aの仕事を見ては積極的に取 |り 組んで

た。その姿勢はとてもよいのだが、積極的過ぎてそのうち担当外「
テーブルの米斗理も運ぶようになり、自分の担当テーブルがおろそ1

讐轟1卵編輛輛麟藝難難き:縦難

② 問題 を仲間と読み、

答えを見ないで一緒に考える。

③答えを読み、

その解決のポイントを考える。

④もう一度仲間と話し合い、

自分たちなりの答えをまとめる。

63 飲食店経営 2013.4


