
新入社員
研修

挨拶と名刺交換の仕方
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
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挨拶と名刺交換の仕方 概要 

目的 
 来客と会う時や、訪問した時にどのように「挨拶」をしたらよいかを学びます。 
 名刺の出し方、受け方と整理の仕方を学びます。 
 ロールプレイングにより名刺交換の技術を身につけます。 

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 相手の会社に訪問した時 
 シート② 名刺交換の仕方 
 シート③ お客様や取引先の人が訪問してきた時 
 ワークシート① 名刺交換のロールプレイングの進め方 
 ワークシート② 名刺交換チェックリスト 

時間配分 
項目 分 

はじめに ５分 

アポイントの取り方 １０分 

名刺の出し方 ２０分 

名刺の受け方 １５分 

訪問してきた時 ５分 

名刺交換ロールプレイング ２０分（説明５分 

演習１５分） 

まとめ １５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



 

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、基本的な名刺の出し方、受け方について

学んでいきます。またそれに付随した顧客との 初の挨

拶の仕方などについても学んでいきます。 

 新入社員が職場に配属されて、 初に「社会人になった」、

「組織人になった」と実感を持つのは“自分の名刺をも

らった時”でしょう。それだけで一人前になった気持ち

にもなります。 

 名刺は自分と相手（顧客）を結びつける重要なツールで

すので、出し方、受け方の基本的技術を身につけておか

なければなりません。 

 差し出す名刺はあなたの分身でもあり、もらった名刺は

相手の分身でもあります。名刺はその人の人格を表すも

のと考えてもよいでしょう。したがって決して粗末に扱

ってはなりません。 

 ある会社の社長秘書室では来客の名刺を受取る時、素手

ではなく必ず名刺受けのお盆を出して、受け取っていま

す。 

 ある程度地位の高い人が来るとそういったことが必要か

もしれませんが、それほど丁寧に扱わなければならない

のが名刺であるということだけは頭に置いておいてくだ

さい。 

 ではどのように名刺を出したり、受け取ったらよいか、

またどう扱ったらよいかを説明しましょう。 

 名刺交換は来訪者が来た時や、相手と面談する時に必要

となりますので、話し方、挨拶の仕方を含めて、その流

れを説明しましょう。 

2 



 

項目（時間） ツール 内容と進め方 

アポイントの

取り方 

（１０分） 

 

項目の板書 

 まず名刺交換の前に企業や民間団体や訪問する時のアポ

イントの取り方から始めましょう。 

 訪問先へは必ずアポイントを取らなければなりません。

突然の訪問は相手にとって迷惑になり、相手が不在であ

れば時間の無駄になってしまいます。 

 まず訪問先の所在地、交通手段、所要時間などを確認し

ます。それにより面談を希望する日程や時間を２、３考

えておきましょう。 

 面談を希望したい相手に電話します。自分から名乗り挨

拶をします。例えば「私、○○（会社名）の～（名前）

ですが、○○さんはおいでになりますでしょうか。」など

といいます。 

 相手が出たら、面談の希望を伝えます。このとき面談の

目的、要件、面談の所要時間を伝え、相手の都合を聞き

ましょう。あらかじめ準備した２、３の日程と時間を提

示して、相手に選択してもらうとよいでしょう。原則と

して相手の都合に合わせなければなりません。 

 約束を確認したら、時間を頂くことへのお礼を述べます。

 アポイントを取る時の注意点ですが、訪問時間は早朝、

昼休み、夜遅くなどは避けましょう。また、メールや電

話で用件が済むらなら訪問せず、それで済ませましょう。

 訪問前日には相手に電話をして、変更がないか再確認し

ます。こちらの都合で訪問時間に変更が生じた場合は速

やかに連絡し、お詫びをして改めて日程調整して頂きま

しょう。 

 訪問前に名刺や資料が揃っているか確認し、１０～１５

分前には訪問先へ到着できるようにします。 
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

名刺の出し方 

（２０分） 

シート① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 次は訪問した時の挨拶の仕方です。 

 訪問先へ到着したら、受付で名乗り、アポイントを取っ

た相手に取り次いでもらうようお願いします。 

例えば「私、○○（会社名）の～（名前）と申しますが、

○○部○○課の～さんはおいでになりますでしょうか。

○○時に面談のお約束をさせて頂いております。」という

ように言います。 

 訪問した時は必ず応接室か会議室に通されるでしょう。

 案内された応接室での座り方は次のようにします。 

（１）応接室では入口から遠いところか飾棚や絵画がか

かっている方が上座になります。おそらく上座を指

して座るよう促されますので、それに従って座るよ

うにしましょう。 

（２）長椅子が客用、肘掛椅子が自社用になっています

ので、案内されたら長椅子の入口に近い方に座るの

がよいでしょう。長椅子でも入口に近い方が下座だ

からです。 

（３）上司と同行した場合も上司を中央に座らせ、自分

は入口に近い方に座りましょう。三人で訪問した時

は奥（窓側）から上位者順に座りますが、上位者が

中央にきても構いません。 

（４）途中でお茶が出ることがありますが、すぐ相手が

くるようでしたら、手をつけないようにしましょう。

 

 

 

 

    ①が も上座 

② 
③ 

① 

⑤ 

④ 

入口 

窓 

絵
画
等 
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

 

シート② 

（５）面談中お茶を飲むように促されたら、「頂戴いたし

ます。」と言って口をつけましょう。 

 名刺の交換は訪問した側あるいは下位者から先に出すの

が礼儀です。 

 すみやかに立って、近づき、初めての訪問の場合は、「は

じめてお目にかかります。○○（会社名）の～（名前）

でございます。どうぞよろしくお願いします。」あるいは

「今日はお忙しい中、お会い頂きありがとうございます。

私は○○会社の～と申します。」と言って名刺を差し出し

ます。 

 自分が下位者にもかかわらず、渡すのが遅れ、相手が先

に名刺を差し出した場合には、すぐに「申し遅れました

が」と言って名刺を差し出しましょう。 

 名刺交換の位置はテーブル越しではなく横にスペースが

あれば、そこで行います。 

 

 

 

 もし、そのスペースがない時はテーブル越しに渡しても

構いません。 

 名刺の出し方ですが、必ず名刺入れから出さなければな

りません。裸のまま持って出したり、定期入れに入れて

おくのは失礼にあたります。 

 名刺入れは胸ポケットに入れても構いませんが、内ポケ

ットに入れたほうが印象はよくなります。 

 名刺は自分の分身ですので、常に５～６枚は用意してお

きましょう。１日の仕事の始めにチェックすることも大

切です。 

テーブル 

椅子 

椅子 
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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　相手の会社に訪問した時

 シート②　名刺交換の仕方

 シート③　お客様や取引先の人が訪問してきた時



シート① 

相手の会社に訪問した時 

 
 相手の会社に訪問する時は必ずアポイントを取ってから訪問しなければなりません。訪

問する時間より５分か１０分前に尋ねるのがエチケットでしょう。訪問した時は応接室に

通されますので案内に従って席に着きます。応接室では入口から遠いところか飾棚や絵画

がかかっている方が上座と考えてください。おそらく上座を指して座るよう促されますの

で、それに従って座るようにします。 

 一般的に長椅子が客用、肘掛椅子が自社用になっていますので、案内されたら長椅子の

入口に近い方に座るのがよいでしょう。長椅子でも入口に近い方が下座だからです。上司

と同行した場合も上司を中央に座らせ、自分は入口に近い方に座りましょう。三人で訪問

した時は奥（窓側）から上位者順に座りますが、上位者が中央にきても構いません。会議

室の時も同じ要領です。途中でお茶が出ることがありますが、よほど時間の経たない限り

手をつけないようにしましょう。 

 相手が入ってきた時はすかさず立って、名刺入れを持って待機します。 

 挨拶は基本的に上位者から行いますので、自分の番が来たら、「はじめてお目にかかりま

す。」といって名刺を出し、自己紹介をし、名刺交換をしましょう。 

 

図１ 上座の順番（①が最も上座） 

 
応接室 エレベーター 車 
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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　名刺交換のロールプレイングの進め方

 ワークシート②　名刺交換チェックリスト



ワークシート① 

名刺交換ロールプレイングの進め方 

 
１．トリオを組織し、Ａさんが訪問者、Ｂさんが応対者、Ｃさんが観察者になります。 
２．Ａさん、Ｂさんは名刺を持ち名刺入れに入れます。 
３．訪問者が応接に座り、応対者が入ってくるところから名刺交換が終了するまで演技さ

せます。（２回～３回程度） 
４．観察者が観察した改善点を中心に修正します。 
５．役割を交代し、同じ要領で３組ロールプレイングします。（１５分（５分×３回）） 
６． 後に皆（３人）で感想を述べ合います。 
 

訪問者用名刺 

 
 

応対者用名刺 
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