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このマニュアルはインストラクター（講師）が研修を実施する際に、手元において活用

するために作られたものです。マニュアルは基本的な研修の流れ、シートには内容の

アウトライン（概要）を記載しております。�

マニュアルやシート、ワークシートは、利用権のある方 が々、研修ニーズや状況に合わ

せて、手順や内容を加筆、修正して活用しても構いません。むしろ研修効果を挙げるた

めに内容を加筆、修正して実施する方が望ましいかもしれません。またインストラク

ターによっては、研修を展開するパターンが異なりますので、自己のパターンにあわせ

大幅に修正し、活用することも必要になると思います。

このマニュアルとシートを参考に、新しいレッスンプランを作成して、効果的な研修の

実施にお役立ください。

このマニュアルについて

マニュアル等にご不明な点、利用上で気になる点などございましたら、下記までお問

い合わせください。

お問い合わせ

マネジメントアドバイスセンター（以下当社）が販売する研修用マニュアル、ゲームマ

ニュアル等の著作権は当社が所有いたします。したがって購入者の皆さんには、利用

権の譲渡になります。研修ごとに利用料などは一切発生いたしません。

購入者は、マニュアル、シート、ワークシートを社内研修などで、自由にコピーなどして

利用できます。また活用しやすいように、編集、アレンジ、修正して使うこともできます。�

ただしマニュアル、シート、ワークシート等を第三者に譲渡、インターネット上などでの

配布、レンタル、販売および著作物の制作に使用すること、雑誌等に無断で転用する

ことは禁止させていただきます。

マニュアル、シート、ワークシートの使用上の注意点

info@m-advice.co.jp

〒160-0005東京都新宿区愛住町２２ 岡田ビル１Ｆ
tel : 03-3356-6551 fax : 03-3356-6563

株式会社マネジメントアドバイスセンター
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接遇 概要 

目的 
 接遇の重要性を認識する。 
 接遇の基本であるお客さまの迎え方、案内の仕方、訪問の仕方の技術を学ぶ。 
 お辞儀の仕方やお茶の出し方の技術を習得する。 

対象 
新入社員、営業担当者 

所要時間 
１時間３０分 

教材 
 シート① 接遇の基本 
 ワークシート① 来客応対演習（ロールプレイング）の進め方 
 ワークシート② 来客応対演習 
 ワークシート③ 接遇の自己チェックリスト 
 インストラクター用資料① 上座の順番 

時間配分 
項目 分 

はじめに ５分 
お客さまの迎え方 １０分 
案内の仕方 １５分 
お辞儀の仕方 ５分 
お茶の出し方と見送り方 １０分 
来客応対演習 
（ロールプレイング） 

３５分 

接遇のための自己チェックリス

トの活用 
５分 

まとめ ５分 
合計 ９０分 

 
 



研修用マニュアル

このマニュアルには基本的な研修の流れが記載されております。

研修ニーズや状況にあわせて、手順や内容を加筆、修正して活用して下さい
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研修の内容と進め方 

項目（時間） ツール 内容と進め方 

はじめに 

（５分） 

  この会合では、接遇について学んでいきます。 

 接遇は入社したらすぐにでも身につけなければならない

基本技術です。 

 ここでいう「接遇」とは「お客さまをもてなすこと、応

接する」ことを意味します。 

 お客さまが来社される時には失礼のないように対応しま

しょう。ここでは基本的な接客の仕方について学んでい

きます。 

 お客さまがお見えになったと仮定しましょう。 

 会社によって必ず受付を通る形をとっているところもあ

れば、受付がなく、近くにいる社員が対応するところも

あるでしょう。 

 自部門に直接見えられたお客さまであれば、あなた自身

が迎えに行ったり、受付の代わりをすることがあるかも

しれません。 

 お客さまにとっては、「初めて会った社員」の印象がその

会社の印象になりますので、社員全員が受付係の気持ち

で応対することが大切です。 

 来社される方は、アポイントを取っている人もいるでし

ょうし、突然訪ねてくる人や、大切な取引先の方など様々

です。誰に対しても親切で丁寧な応対をしなければなり

ません。 

 ではお客さまがお見えになってからお帰りになるまでを

流れで説明しましょう。 

お客さまの迎   受付の担当でなくても、お客さまに気づいたら、積極的



 

項目（時間） ツール 内容と進め方 

え方 

（１０分） 

に「いらっしゃいませ」と声をかけましょう。 

 お客さまの姿が見えたらすぐに立ち上がり、すぐにお客

さまのところに行き応対します。 

 座ったまま対応することや、他の作業をしながら対応す

ることは大変失礼な行為です。 

 もし同僚と大切な話しをしていたとしても、お客さまが

いらっしゃったら、お客さまを 優先させなければなり

ません。話をやめてすぐ応対しましょう。 

 「いらっしゃいませ」と明るく笑顔で一礼します。朝の

場合は、「おはようございます」もつけ加えた方がよいで

しょう。 

 大抵の場合、お客さまはアポイントを取られていますの

で、相手が会社と名前を述べたら「お待ち申しあげてお

りました。」と言ってください。 

 アポイントのないお客さまが直接自分の部や課にくるこ

とはあまりありませんが、そのような場合は用件と名指

し人を伺いましょう。ただ名指し人が在席しているかど

うかは軽率に答えてはいけません。 

 面会をお断りする時は、まず丁寧に謝り、面会できない

理由を説明します。 

 飛び込みのセールス等を断る場合は「大変申し訳ござい

ませんが、こうしたご用件はお断りするよう申し使って

おりますので」と、丁重にきっぱりと断りましょう。 

 書類などの受け渡しを依頼された場合、「○部○○宛てで

ございますね。」と届け先、書類の内容を確認しましょう。

 通常お客さまが来た時には名刺のやり取りが行われます

が、もし相手が名刺を出さなかった時はどうしたら良い

でしょうか。 
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

 まず、その場合の迎え方を説明しましょう。 

 「おそれいりますが、どちら様でいらっしゃいますか」

と氏名・会社名をたずねます。 

 「○○会社の××でいらっしゃいますね。」と氏名・会社

名を伺ったら復唱します。 

 用件を伺います。「おそれいりますが、どのようなご用件

でございますか。」と聞いて、氏名、会社名、用件をメモ

にとり、名指し人に取り次ぎます。 

 次にお客さまが名刺を出された場合の迎え方ですが、名

刺は両手で丁寧に受け取ります。「頂戴いたします」「拝

見いたします」。「○○会社の××でいらっしゃいます

ね。」と復唱します。名刺を受取った手は胸より下へは下

さないようにしましょう。 

 社名や氏名が読めない時は確認してください。「おそれい

りますが、何とお読みすればよろしいのでしょうか。」と

言いましょう。 

 用件を伺い、名指し人にとりつぎます。名刺は確実に応

対者に手渡さなければなりません。 

 名指し人が不在の場合、まず「申し訳ございません」と

謝ります。次の要領で、不在の理由、帰社予定を告げ、

用件を伺いましょう。 

 「ただ今○○は外出致しております。××時には戻る予

定でございますが、よろしければ、ご用件をお伺いいた

します。」といいます。 

 すぐ戻るようであれば、「○○はすぐ戻りますが、お待ち

いただけますでしょうか。」とお待ちいただけるかたずね

ます。 

 お客さまが「待つ」と言った場合には、椅子にかけて待

っていただきます。 
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

 代理人でよいかどうかも尋ねましょう。「もしよろしけれ

ば代理の者がお伺いいたしますが」と尋ね、よければ代

理人に取り次ぎます。 

 代理人でだめな時は、「ご伝言がございましたら、お伺い

いたします。」と伝言を伺っておきます。 

案内の仕方 

（１５分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（エレベーター

の乗り降り） 

  次に案内の仕方について説明しましょう。 

 「お待たせいたしました。応接室へご案内いたします。」

といって、お客さまの歩調に合わせて２～３歩斜め前方

を歩いて誘導します。 

 方向を示す場合は、手のひらをやや上に向けて示します。

（インストラクターが見本を示す。） 

 お客さまをお通しする場所を事前に点検しておくことも

大切です。机や椅子が乱れていたり、前の来客で使った

湯呑みなどが残っていないかチェックしてください。 

 階段を通る時は、お客さまに手すりがある側を歩いてい

ただきます。また階段を上る際は、お客さまには数段上

を歩いていただきます。 

 お客さまがたくさんの荷物をお持ちになっている時は、

「お持ちいたしましょう。」と声をかけます。 

 廊下などでは案内する人がドアの開く方などの危険な側

を歩くようにします。 

 次にエレベーターの乗り降りについて説明しましょう。

 エレベーターを利用する時は、基本的に乗る時も降りる

時もお客さまが先です。 

 お客さまが乗るまでドアを押さえるか「開」ボタンを押

しておき、案内する人は 後に乗って操作パネルの前に

立ちます。 

 あるいは、「お先に失礼いたします。」と一言添えてから
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

自らが先に乗り、ボタンを押して乗っていただくやり方

でもよいでしょう。 

 エレベーターに乗りこんだら、お客さまに背を向けない

よう身体を少し斜めに向けておきます。 

 操作パネルの前が末席となるので、案内する人は、でき

るだけ操作パネルの前に立つようにしましょう。 

 エレベーターから降りる時もお客さまが先となります。

扉が閉まらない様にドアを抑えるか、「開」ボタンを押し

ておきます。 

 他のお客さまが乗ってきた場合は、黙って会釈します。

自分が操作パネルの前にいたら、引き続き操作を行って

ください。 

 次に応接室での応対です。 

 ふつうは、応接室の中に入って、座っていただく奥の席

にご案内しますが、部屋が狭い時や、お客さまの人数が

多い時は入り口の外から上座を指して「どうぞ」といっ

て入っていただきます。 

 席のすすめ方ですが、お客さまに上座の椅子をすすめま

す。「どうぞこちらへお掛けください」と言いましょう。

上座は入口から遠い方、絵や額のあるところで普通は長

椅子が置かれています。 

 お客さまが席に着かれたら、「担当者が参りますので少々

お待ちください。」といって応接室を出ていきます。 

お辞儀の仕方 

（５分） 

シート①

の４ 

 

 

 

 お客さまをお迎えしたり、お送りする時には必ずお辞儀

をしなければなりません。 

 そこでお辞儀の原則についても触れておきましょう。 

 お辞儀は接遇において欠かせないものです。 

 ごく親しい間柄以外は挨拶の時、必ずお辞儀を行いまし
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シート

研修で受講者に配布するシートです。

人数分コピーして受講生に配布して下さい。

シート①　接遇の基本



シート① 

接遇の基本 

 
１．接遇の重要性 

 どの会社も、お客さまに対する接遇を重要視しています。なぜなら接遇の良し悪しが会

社のイメージを大きく左右するからです。 
 会社のイメージに影響を与える要因には製品のオリジナリティや品質がよいことや社会

的責任を果たしている、など様々な要因がありますが、その中で も強く影響を与えるの

が顧客へのサービスです。 
 いくらよい製品を売り出しても、人のサービスが悪ければ、会社のイメージは台無しに

なるでしょう。なぜなら人のサービスほど、お客さまに与えるインパクトが強いものはな

いからです。 
 では質の高いサービスとはどういうものでしょうか。それには２つの側面があります。

１つは、仕事が滞りなく迅速に行われること、もう１つは心のこもった態度による対応で

す。 
 例えばお客さまからの問い合わせの電話で、要領よく答えようとしたところ、お客さま

は不満をもって電話をしてきていたため、かえって事務的な対応ととってしまい、不快感

を与えてしまったということがありますし、逆に丁寧に時間をかけて説明したら、かえっ

て焦点がぼけてしまい、お客さまをいらいらさせてしまったということもあります。 
 この両面のバランスをどのようにとりながら対応していくかも考えていかなければなり

ません。 
 
２．接遇の心得 

 ではどのようにしたら心のこもった接遇、対応ができるようになるのでしょうか。その

ためには、次の心構えが大切です。 
（１）真心をもって接する。 
 初対面の人やどのようなお客様でも、あなたの方から心を開いて接することです。そし

て誠意をもって接することです。気持ちや心がこもっていないと、それが態度に表れてし

まいますので、注意しなければなりません。 
（２）積極的な働きかけを 
 タイミングも大切です。お客様より一歩先に対応しなければなりません。躊躇したり、

からに閉じこもっていたり、身構えていては血の通った応対はできません。 
（３）言葉や体で、感じよく表現 
 お客さまに言葉や体で感じよく表現しないと好感をもってくれません。好感を持たれる

ためには 
 ①明るくキビキビした態度をとる。 

 
 



ワークシート

研修の演習時に使用するワークシートです。

人数分コピーして受講生に配布して下さい。

ワークシート①　来客応対演習（ロールプレイング）の進め方

ワークシート②　来客応対演習�

ワークシート③　接遇の自己チェックリスト



ワークシート① 

来客応対の演習の進め方 

 
 この演習は接遇の一つである来客応対の基本を学ぶ演習です。グループ内で自主的にロ

ールプレイングを行い、技術を身につけてください。 
準備するもの…お茶のセット 
【アポイントのある場合】 

１．まず個人別にケース①「アポイントのある場合」を読んでください。 
２．グループ内で新入社員役と田中課長役（来訪者）を決めてください。 

他の人は観察者になります。 
３．来客応対し、応接室に案内し、お茶をお出しし、見送りまでの一連の流れを演技して

ください。 
４．その間、観察者は演技内容を観察しておきます。 
５．演技が終了したら、観察者を中心に相互コメントしてください。 
６．この演技は演技者を変えて、２回実施してください。 
７．時間は１５分です。 
 
【アポイントのない場合】 

１．アポイントのある場合に続いて「アポイントのない場合」のロールプレイングを行い

ます。 
２．個人別にケース②「アポイントのない場合」を読んでください。 
３．グループ内で新入社員役と吉田課長役を決めてください。他の人は観察者になります。 
４．来客に対し、まず応対し紹介状を出されたら応接室に案内し、お茶を出し、見送りま

での一連の流れを演技してください。 
５．吉田課長役の人は 初は名刺を出さず、断られた時に名刺と紹介状を出してください。 
６．演技が終了したら観察者を中心に相互コメントに入ります。 
７．この演技も演技者を変えて、数回演習してください。 
８．時間は１５分です。
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