
新入社員
研修

電話のかけ方、受け方
指導用マニュアル



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



電話のかけ方、受け方 概要 

目的 
 基本的な電話対応の仕方を学ぶ。 
 ケース別に電話の受け方、かけ方を身につける 

対象 
新入社員、営業担当者 

所要時間 
１時間１０分 

教材 
 シート① 電話の受け方 
 シート② 電話のかけ方 
 シート③ 電話応対のチェックリスト 

（＊シート③は講義内では使用しません。必要に応じてご使用ください） 
 ワークシート① 電話応対のロールプレイング（かけ手） 
 ワークシート② 電話応対のロールプレイング（受け手） 
 ワークシート③ 電話応対チェックシート 
 インストラクター用資料① 英語の電話への対応 

時間配分 
項目 分 

はじめに ５分 

電話の受け方の基本 ５分 

ケース別電話の受け方 １５分 

電話のかけ方の基本 ５分 

お願いの電話 ５分 

クレームの電話への対応 ５分 

電話応対ロールプレイング演習 ２５分 
まとめ ５分 
合計 ７０分 
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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



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） 

 

主題の板

書 

 この会合では、電話の基本的なかけ方、受け方について

学んでいきます。 

 電話はＥメールとともに仕事をするうえで最も頻繁に使

われるコミュニケーション手段です。 

 あなたが配属されて、最初にお客さまと接するのは対面

ではなく電話を通じてということもあるでしょう。電話

は会社の窓口の一つですので、会社を代表して対応しな

ければなりません。そのためには電話応対の基本的なマ

ナーを身につけなければなりません。 

 電話はお互いの顔が見えないので言葉遣いやマナーが身

についていないと相手に悪い印象を与えてしまいます。

その反面、きちんとした言葉遣いや基本的なマナーが身

についていれば、お客さまに良い印象を与えることがで

きるでしょう。 

 では、始めに電話の受け方について説明しましょう。 

電話の受け方

の基本 

（５分） 

シート①

の１ 

 電話が鳴ったら、新入社員であるあなたが率先して出る

ようにしましょう。 

 慣れないうちは電話をとることに恐怖を覚え、躊躇する

かもしれませんが、怖がっていてはいつまでたっても苦

手なままですので、勇気をもってとりましょう。この時、

メモを取れるように準備しておきましょう。 

 「笑顔で」「明るく」「ハキハキと」「礼儀正しく」応対す

るようにしましょう。電話は相手の顔が見えないので、

肘をついたり、のけぞったりして気が緩んだ姿勢になる

ことがあります。そういった態度で話していることは相

手に伝わってしまいますので、やめましょう。 

 また声の大きさは、普段話している大きさよりも少し大
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

きめがよいでしょう。 

 話すスピードは、相手と状況によって変えた方が良い場

合があります。例えば先方が外出していて携帯電話でか

けてきた時などは、要点だけをはっきりとスピーディに

伝えることが重要です。 

 電話に出た際“もしもし”は不要で、「はい。○○（会社

名）です。」、「お電話ありがとうございます。○○（会社

名）でございます。」など、まずこちらから名乗るのがエ

チケットです。 

 電話が鳴ったら２コール以内にとるようにします。もし

すぐに出られなかった場合は「お待たせいたしました。

○○（会社名）です。」と言って電話に出ます。 

 内線の場合は「はい、○○部（課）です。」と名乗りまし

ょう。 

 午前中の１１時頃までは「おはようございます」をつけ

ましょう。相手が名乗れば「いつもお世話になっていま

す。」と言いましょう。伝言の場合は相手の会社名と名前

をメモにとります。 

 相手が名乗らない場合は「失礼ですが、お名前を伺って

もよろしいでしょうか？」あるいは「失礼ですが、どち

らにおかけでしょうか。」と尋ねましょう。 

 電話を取り次いで、相手に待ってもらう時に、「少々お待

ちください」と言い方もありますが、これは少々命令口

調な印象を受けます。 

 こういう場合は、「～してください」というよりは「～し

ていただけますでしょうか」という言い方にすれば、印

象がよくなります。「少々お待ちください。」の場合は「お

待ちいただけますでしょうか。」といった表現がよいでし

ょう。 

 「～していただけますでしょうか」や「～していただけ

3 
 



項目（時間） ツール 内容と進め方 

れば助かります」などの言い方は相手に何かを依頼する

時に使うのがよいでしょう。相手にとって負担にならず、

丁寧な印象を与える便利な言葉です。覚えておきましょ

う。 

 また、電話の終わりには挨拶をしっかりとすることが重

要です。終わりの挨拶は、「失礼します。」「お電話ありが

とうございました。」等がよいでしょう。 

 電話を切る時は先方が切ってから、静かに受話器を置き

ましょう。決して“ガチャン”と音を立てて切ってはい

けません。 

 以上が基本的な電話の受け方の流れです。その他にも受

け方には様々なバリエーションが沢山あります。 

ケース別電話

の受け方 

（１５分） 

シート①

の２ 

 次はケース別の電話の受け方を説明しましょう。 

 まずは「誰かにとりつぐ」場合です。 

 「××でございますね。少々お待ち頂けますでしょう

か。」といいます。その本人がいる、いないの確認がとれ

ない場合は在席しているようなそぶりで受けないように

しましょう。 

 送話口をふさいでとりつぎましょう。４メートル四方の

声は送話口に入ります。 

 早口で聞き取りにくい場合は、「おそれいりますが、もう

一度おっしゃって頂けませんか。」、「お電話が遠いようで

すので、もう一度お願いできませんでしょうか。」と尋ね

ましょう。 

 どこに回していいかわからない電話の場合は先輩や上司

に尋ねましょう。 

 次に「名指し人が不在」の場合の対応です。 

 まず名指し人が休みの場合、「申し訳ありませんが、本日

××は休んでおります。明日は出てまいりますので、も
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

しよろしければ、ご用件を伺っておきますが」と言いま

しょう。 

 もし長期欠勤している場合は、対応の仕方を事前に上司

に聞いておきましょう。 

 本人が外出している場合、「ただいま××は外出中です。

私でよろしければご用件をお伺いいたしましょうか」と

言います。 

 外出先はむやみに言わずにおきましょう。上司や周りの

人が外出するときには、帰社時間、席に戻る時間は必ず

聞いておきましょう。 

 重要な相手にはできるだけ帰社時間などを知らせましょ

う。社内の人のことを外部の人に伝える時には、自分の

上司であっても謙譲語を使わなければなりません。 

 自社の社員のことを他社の人にいうときは言い方に気を

つけましょう。次のような表現を使いましょう。 

×うちの田中さんが → ○私どもの田中が 

×斎藤部長が → ○部長の斎藤が 

 離席中の場合、「ただいま××は席を外しておりますが、

まもなく戻りますので、よろしければ後ほどこちらから

お電話いたしましょうか。」と言いましょう。 

 名指し人が電話中の場合、「ただいま××は他の電話に出

ております。」と言って、すぐに終わりそうな場合は、「ま

もなく終わりますので、そのままお待ち願えますでしょ

うか。」、長引きそうな時は「申し訳ございませんが少々

時間がかかりそうですので、折り返しこちらからお電話

させて頂きましょうか。」と言います。 

 来客中の場合、「ただいま××は来客中でございます。」

といいます。来客中は電話を回さない方がよいでしょう。

会議中でも外部からや会議に関係のない内部の電話は回
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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　電話の受け方

  シート②　電話のかけ方

  シート③　電話応対のチェックリスト



シート① 

電話の受け方 

 
１．受け方の基本 

①電話が鳴ったらすぐに出ましょう。（３コール以内に）メモを取れるよう準備をする。 
 すぐに出られない場合は「お待たせ致しました。○○です。」と言って電話に出ます。 
②“もしもし”は省略して、「はい。○○（会社名）です。」と名乗ります。 

  午前中の１１時頃までは「おはようございます。」をつけます。 
 ③相手が名乗れば「いつもお世話になっています。」と言います。 
  相手が名乗らない場合は 
「失礼ですがお名前を伺ってもよろしいでしょうか。」と尋ねる。 
④「少々お待ちください」→「少々お待ち頂けますでしょうか」の方が印象がよい。 
⑤電話の終わりには、「失礼します。」、「お電話ありがとうございます。」と挨拶し 
受話器をそっと置く。 

  
２．基本的な電話応対 

 ①「誰かに取り次ぐ」場合 
  「××でございますね。少々お待ち頂けますでしょうか。」 

  送話口をふさいで取り次ぎましょう。４メートル四方の声は送話口に入ります。 
  聞き取りにくい場合→「恐れ入りますが、もう一度おっしゃって頂けませんか。」 
  どこに回していいかわからない電話の場合は先輩や上司に尋ねる。 
 ②「名指し人が不在」の場合 
  休みの場合→「申し訳ありませんが、本日××は休んでおります。明日は出てまいり 

ますので、もしよろしければ、ご用件を伺っておきますが。」 
  外出している場合→「ただいま××は外出中です。 

私でよろしければご用件をお伺いいたしましょうか。」 

  離席中の場合→「ただいま××は席をはずしておりますが、まもなく戻りますので、

よろしければ後ほどこちらからお電話いたしましょうか。」 
  電話中の場合→「ただいま××は他の電話に出ております。」 
  すぐ終わりそうな時：「まもなく終わりますので、そのままお待ち願えますでしょう

か。」 

 長引きそうな場合→「申し訳ございませんが少々時間がかかりそうですので、折り返

しこちらからお電話させて頂きましょうか。」 
 来客中の場合→「ただいま××は来客中でございます。」＊会議中の場合でも

 
 



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　電話応対のロールプレイング（かけ手）

  ワークシート②　電話応対のロールプレイング（受け手）

  ワークシート③　電話応対チェックシート



ワークシート① 

電話応対のロールプレイング（Ａ役【かけ手】用） 

 
 ３人でグループを組んでください。１人は電話をかける役、１人は電話を受ける役、１

人は観察者の役割を演じて頂きます。ケースは１つです。役割をスイッチし３回実施して

ください。観察者は気づいた点をメモし、良かった点、悪かった点などを記入し、演習の

後に３人で話し合ってください。１ケースの時間は３～４分です。 
 
役割Ａ 

あなたにはＡＢＣ産業（株）人事課の新入社員勝田さんの役割を演じて頂きます。 
 
仕事 

あなたは仕事の関係で下記の事項を至急、各支店へ連絡することになりました。電話の相

手方は、大阪支店、人事課の吉田さんです。電話をかけるところから正確に始めてくださ

い。 
 
連絡事項① 

「人事課では家族意見書（会社と家庭を結びつける連絡書）を両親等の各家族あてに発送

したが、住所不明で戻ってきたのが多数あった。これは転居届を出していない人が多いた

めと思われるので、就業規則第２０条の内容を社員に徹底されるよう手配されたい。」 
 
第２０条（就業規則） 
 従業員は次の各号の１の異動を生じた場合、遅滞なく所属の管理者を経て、支店人事課

へ届け出しなければならない。 
１．氏名  ２．本籍及び現住所  ３．通勤の経路  ４．家族の状況 
５．保証人の住所、職業  ６．その他会社で定めた事項 
 
連絡事項② 

通達を出す時は必ず支店長名で出してほしい。
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