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①店舗力をアップする「連絡ノート」の基本5

■□1頻繁に書く「ノートを読まないと営業についてしヽすなしW」
店舗ノートには、①社員間の連絡用、②社員とパート・ア

ルバイト (P/A)間の連絡用、③キッチン担当者用、④フ

ロア担当者用などさまざまな種類があるが、共通する重要な

ポイントは、頻繁に書くことだ。基本は毎日、最低でも2、

3日 に1回は書いてほしい。

オペレーションの変更事項や新商品情報、欠品の連絡また

は最近起きたクレームなど、営業に必要な情報を書くことで、

シフトイン前にメンバーみんなが必ず見るようになる。

1週間に1回 くらいの記載だと次第に誰も見なくなる。「今

日は何が書いてあるんだろう?」 と、みんなの注意を引き付

けるようにできるだけ毎日書いていこう。

もうワンポイント⇒ 「読んだらサイン」は基本中の基本。

サインがないメンバーには必ず指導を行っていくようにしよ

つ。

■■|ベス トなタイミングで注意喚起「繁忙期のシフト、協力して′」

店には、シーズンや状況に応じてP/Aに注意喚起するタ

イミングがある。例えば①新メニューのスタート時、②クリ

スマス、正月など繁忙期前のシフト協力依頼、③店舗独自の

イベント告知などだ。

①の新メニュー導入時は、日程やメニュー名だけでなく、

お勧め方法も伝えたい。「休憩室の掲示板に貼ったから分か

るだろう」は禁物。結構見落としていることも多い。

②の繁陀期のシフト協力依頼にもノートが活用できる。タ

イミングを逃すとみんな予定を入れてしまい、埋めるために

莫大 (ば くだい)な時間と労力が必要になる。埋まらなけれ

ば人手不足となり、売上げ、QSC、 モチベーション共に低

下する。そこでタイミングを見計らってノートに書いていく。

早くから少しずつ書いていってもいい。協力依頼がノートに

書いてあるとP/Aに も意識が芽生え、協力しなければとい

う気持ち゛ヽ まれる。忙しいときこそ、タイミングをしっか

り押さえて書いていこう。

■ ■ 1時 に は 長 文 を 活 用 「店の危機―髪を救う最後の手段」

店長が書くときに有効なのが、長文の活用だ。 1、 2ペー

ジ分を使用 して、店舗を良くしていく上での自分の思いなど

を書くのも有効だ。

メンバーに緊張感がないとき、QSCが雑になっていると

きなどに「店は顧客のためにある。だからこうしていこう′」

といった内容を自分の言葉で長めに書くと、読み手に非常に

印象に残る。

きれいな文字でなくてもよいので、丁寧に書くことがポイ

ント。長文は肉筆感が伝わりやすい。文字の丁寧さが相手に

与える印象を左右する。いつもの連絡事項よりも手紙に近い

要素があるので、気を付けたいポイントだ。

また、非常事態を抜け出すためにも活用できる。例えば現

金過不足が頻繁に発生しているときなどだ。メンバーに鶉 長

感を生み出すために、過不足が起きた日時、金額などを全部

記載する手法があるが、非常に効果が高い。ただし読み手に

与える影響が強いので、最後の手段として活用しよう。

■■1訓F謗中傷は禁物r瞳接話し合いで夢旨導する」
P/A同士のコミュニケーションを促すためのノートがあ

る店では、「昨日どこへ行った」「今度のテス トがヤバぃ」

など親しみやすいコメントが書かれていることもある。しか

し、その中に誹謗 (ひぼう)中傷めいた内容があると逆効果

だ。書いた本人に即座に指導していこう。

店のメンバー全員が目を通すため、直接関わりのないP/

Aに もネガティブな雰囲気が蔓延 (ま んえん)し てしまう恐

れがある。たまに見受けられるのが、主要なP/Aの リーダ

ー格力淋土員を非難するようなケース。この場合はノートを通

じてではなく、直接の話し合いで早めに解決するように動こ

う。初めが月予いなので、兆候が見受けられたら早めに芽を摘

んでおきたぃ。

■□目成功事例は積極的に共有陪全体のモチベーションをアップ」
P/Aが来店客から褒められたというような成功郭 1は積

極的に書いていこう。褒められた本人の名前を書いて、モチ

ベーションアップを促すのが効果的。ここがノートの;主みだ

が、それを読んだ他のメンバーの「自分も褒められたい」と

いう競争心をあおり、店全体のモチベーションアップにもつ

なげられる。

ベストなタイミングで助けてくれたP/Aへの感謝の一言

などもノートだからこそ効果がある。「○○君、あのときは

フォローしてくれてありがとうr」 とぃったコメントは本人

以外のメンバーが見ても、気持ちの良いものだ。

社員が2人以上いる店なら、厳しい役、褒める役に分かれ

るのも有効だ。例えば店長が厳しい役、副店長が褒める役に

回って、役割分担をするとP/Aも心の準備ができてメッセ

ージをのみ込みやすい。副店長のキャラクターや性格、向き

不向きを分析しながら、店長は自分の役割分担を考えていこ

つ。
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成功するノート躙

ポイン躍説「褒められたい」気持ちをくすぐる
売上げアップのためには店全体の販売カアップが非常に重要。

新メニュー導入のタイミングをチャンスに販売カアップにつな
げていこう。ノートのメリットは、店長の本気度を全メンバー
に伝えられること。右図①の全国1位といったように店長の意
気込みや店全体の目標を分かりやすく書けば、店長と会わない

時間帯のメンバー (早朝、深夜など)に も読んでもらえる。
うまくいった事例を伝えるのにも効果的。②や③のように成

功したP/Aのやり方を書くと、他のメンバーヘの刺激になる。
「自分もやってみたぃ」「褒められたい」とぃうメンバーの欲求
をうまく引き出し、売上げにつなけ

｀
てぃこう。

医亜亜亜]P/Aの共感を促し、お勧め強化
売上げアップには、お勧めが非常に重要。ttP/Aに 徹底 し

ていきたい。ノー トには、右図①のように「なぜその商品を売

りたいのか、それを売ることによって誰が喜ぶのか」と目的を

分かりやすく書くとよい。そこが書かれていないと、「単に売

上げのために新商品を拡販しろと言われてぃるだけ」と義務的
に受け取られがちになる。

手書きの文字は、読み手には内容以上に感じるものがある。
よってP/Aに も共感してもらいやすく、徹底や指導がしやす
い。併せて②、③のように簡単なオペレーションの羽順も記載
しておくと、作業漏れが防げる (事″1の チラシ配布など)。

これを朝礼で全部やろうとすると大変だが、ノー トなら一度
記しておけば多くのメンバーに確認してもらえる。上手に活用
したい。

ポイン躍罰|「褒められたい」気持ちをくすぐる
ノー トの強みを生かし、TPOを考えて書くことが活用のコツだ。伊」えばお勧めの具体

的な方法につぃてだが、全部をノー トで紹介するのではなく、 トークや動作全般は回一ル
プレーイングで トレーニングを実施する。その後、ノー トには重要なポイントのみをピッ
クアップして手短に注意喚起する方法が効果的。ノー トはマインドの醸成がしやすぃ半面、
具体的な行動をイメージしにくい。指導の場面に合わせて活用するとよぃだろう。
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5月 27日  (月 )

6月 よ|,新メニューがスクートします。
Xニ ューは権 類ですが、どれもあ客さまに必ず喜/Lて いただける商品ば
か |つ てす。

拿:[L17[警[準導≒睾勇1■訴I「健警11ので、皆
皇夫ζ穿よFl:亀喜イ1鬼丁

メニューを売った人は、販売点教表に名前を

6月 1日 (土 )

新メニュー、全部で8オ ークー販売、幸先の良し1ス クートですr 日中さ
/Lがそのうち 5オ ークーに絡/Lでし1て 、ものすごし幡 躍ぶりです。ポイン

トは②「ご案内直後にすかさずお勧め」とのこと。みたなも計
しマみよう′

6月 2日 (日 )

今日は1亡 しかったですが、全部で12オ ークーの販売でしたJ みんなご案

里宥阜秒 :場ξ轟ど11[1針猛ザt要
こと。佐藤さ/Lは今日7オ ークーの販売、確実な効果があるようですね。

5月 15日 (水 )

6月 よ|,新メニューがスクートします。

今回のメニューは懐かしのメニューの復刻版です。

11禦 5青 F/Lが
好きだったメニューですが、期間限定で復活することに

①お客さまに喜んでもらうため、積極的に販売していきま
す。皆きた協力してくださし1ね。

販売期間は7月 し|っ [ず し|なので、今日からご来店のあ客さまにはレジにマ

習キボ
連Fi聾財界

°
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5月 28□ (六 )

6月 より新メニューがスクートします。
あ勧め7i7法け先日、日一ノLプ し一ィン//で実施した通17です。皆さ/L六 太
夫だと児いますが、その中でもメニュー説DFIの順番はじっかl,実 施しマい

きましょう。お客さまが着席したら、① ますは新 メニ ュー、その
あとグラントメニューの紹介なので、間違わなし|よ うに′

メン′ヽ■|の1成功事1例を

=|し
いオ●レ■|シヨンを1実1現
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ないが:読み手には店長が何をしたし`|のかよ|く 1分|

|からないため、こういった表現は避けたい。若い店長と―いえどt

l年配のP/Aにも指導していかなくてはならない立場にあ|る

=||これでは軽く見られてしまい、その後の指導がやりづらぐなる.|

可能性もある。相手に伝えたいことをしっ―かり意識してコメン|

卜しよう。          | |■ ■|||■ ■|||||||‐ ■■|||||||

晟鋏
P/Aは予算達成の駒

嘴蒻連絡事項のみ

5月 28□ (人 )

6月 より新メニューがスクートします。

気合と1青熱であ勧めじてし1こ う′′!′ ′!

5月 28日 (人 )

明日か嶋新メニューがスクートします。

みんなヨ。□。シ・グ」

5月 28日 (人 )

6月 より新メニューがスクートします。

お客さまにあ勧めして、売上げを上げよう′

特に今月[ま 予算が厳しいか嶋、皆さん協力してくださしヽ。

｀`
LI、

5月 28□ (人 )

明日から新メニューがスクートします。

新メニュー用の資材は早朝に届 くので、朝春の人、納品よろ

しくお願いします。
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