
 1 

 

 

 

 

 

 

 

□２月・３月の実績は・・・？ 

 こんにちは 谷口です。２月はお天気にも恵まれ、洗車の実績が良かったところが多かったのではないですか？私のクライ

アントさんも良い結果を残すことができました。前号でお伝えした「どっちの洗車ショー」は効きますよ！是非お試しください。 

その際は、店頭演出をしっかりやってくださいね。文面はシンプルに（例）「シャンプー洗車８００円～ 」などがいいです。

一番安いメニューをこれでもか！と告知することが良いです。実践すれば必ず結果がついてきますよ．一方３月は、晴雨寒暖が

一日おきに起こる荒れた天候でした。天気に左右されない SS作りを進めていきたいものですね。 

それでは今月も飛ばしていきましょう。 

□繁盛店を見に行こう！体験しよう！！ 

 突然ですが、みなさんは「マンガ喫茶」に行ったことがありますか？私は行ったことがあります。特別マンガ好きというわけ

ではない私が何しに行ったかというと、「繁盛店の見学」という目的で行ってみました。以前からテレビや雑誌で「マンガ喫茶」

が成長ビジネスとして頻繁に取り上げられていたからです。行ってみてどうだったかというと、「すごく驚いた！」のです。な

ぜ流行っているのか？なぜ成長ビジネスなのか？というのが、行ってみてよくわかりました。どこがそう思ったかというと、こ

の事業は「マンガ喫茶」とは名ばかりの、複合ビジネスに姿を変えていたからです。１５年くらい前友人に連れて行かれた時と

比べて、全く別業態になっていたのです。今のマンガ喫茶は、ひと言でいうと、「空間レンタルビジネス」になっています。お

客さんのあらゆるニーズを取り込み、多機能空間レンタルスペースとして成長していたのです。レイアウトも変わっており、以

前の喫茶店スタイルから、一席一席が独立したブースに分かれていました。機能を詳しく説明すると、①以前からのいわゆるマ

ンガ喫茶の機能。②一席に一台のテレビ・DVDを置いて、ゆったりモニターを見て楽しむリビング機能。③同じく一席に一台の

パソコンを置いて書斎としての機能。若者がインターネットをしたり、ビジネスマンが書類作りをしていました。もちろん書き

込み用 CD の販売、その場で作った書類のプリントアウトサービスまでやっていました。④カップルで個室に入り、DVD が見ら

れる映画館機能。カップル専用の２人掛けソファータイプがあるのです。⑤飛行機のファーストクラスのようなソファーを用意

して、仮眠室機能。その席は、サラリーマンやランチタイムの終わったコックさんなんかがフルリクライニングで寝ていました。

⑥ゲームセンター機能。プレステを一席一台置いて好きなゲームソフトを選んでやれるのです。高校生が一生懸命やっていまし

た。⑦勉強部屋機能。家庭では落ち着いて出来ないのか、大人が勉強している姿も見ました。⑧ホテル機能。深夜になると８時

間パックとか１０時間パックとかが利用でき、ふかふかのソファーで体を伸ばして眠ることができるのです。驚いたことに、毛

布・スリッパを無料で貸してくれます。おまけにタオルや歯ブラシセットまであるのです。これなら終電が無くなったサラリー

マンはタクシーで帰ったりせず、ここに格安で泊れるわけです。料金は２０００円くらいでした。また、どんな席でもドリンク

は飲み放題、おいしい水・コーヒー・紅茶からジュース・フローズン・健康ドリンクまで１０種類以上用意されています。ピザ・
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○ 最短距離で SS を黒字にする方法。 
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お弁当・中華などは席から宅配が頼めます。フロントに行けば、カップ麺やパン、スナック菓子が豊富に売っています。あまり

驚いたので、深夜にも行ってみたのですが、そこでまた驚きました。平日の深夜だというのに多くのお客さんが入っているので

す。さらに驚いたことに、けっこうな数の若い女性が１人で来ていたのです。終電に間に合わなかったのかも知れません。プラ

イバシーも、完璧とはいきませんがある程度保たれます。さらに、お店の中は清潔で安全です。知っている方からすれば、「な

にを今さら」と言われるかも知れませんが、知らない方は驚いたのではないですか？マンガ喫茶は空間レンタルスペースですか

ら１つでも多くの席を２４時間フルタイムで稼働させることがビジネスの勝敗を決めます。マンガ喫茶はあらゆる業態を飲み込

んでいきながら成長しているのです。 

□事例を SS に当てはめて考えると・・・。 

こういった事例に接するといろいろアイデアが思いつきます。例えば、SS は「ガソリン」という生活基盤となるエネルギー

を扱っていることから、「生活基盤関連」で店作りしてみるとどうだろう。つまり、ATM の設置・公共料金の支払い・郵便ポス

トの設置・住民票・印鑑証明の受け取りなど、その他の生活基盤となるものと組み合わせて展開してみるのはどうだろうか？ 

２４時間営業の SS ならそのサービスもフルタイムで受けられるとお客さんは喜ぶぞ！とか。また違う切り口から、洗車が得意

な SSは「洗車関連」で店作りする。例えば、高級洗車が得意な SSは、お客さんが自分でもそのような高度な洗車ができるよう

に、その店自慢の洗車手順をビデオにとって「プロの洗車技術教えます！」なんてタイトルをつけて、溶剤や洗車道具と一緒に

セット販売するなどやってみても面白いのでは！そしたら作業もやらず、喜ばれて油外が上がるぞ！！洗車マニアが買うので

は？とか。その他「奥さまのための洗車教室」「メカ音痴のための安全点検教室」なんてやると近所の主婦に喜ばれるのでは？！

とか。他には、いつも元気いっぱいでお客さんに親しまれているマネージャーがいる SSなら、「何故あの人はあんなに元気なの

か？その秘密は・・・！？」といって、健康食品を売ってみる。「あのマネージャーが薦めるモノなら買ってみよう！」と思っ

てくれるかもしれないぞとか。少し脱線しますが、以前集めた現金会員リストを使って通販をやってみるのはどうだろう？本社

に通販部門を作って、本社職員の経費は本社自身で稼ぐとか。もちろん在庫は持ちません。お客様から注文があったらその都度

発注するのです。それならリスクも少なくて済みます。SS 運営者は「地元の名士」というイメージがあるので信用の必要な通

販に上手くマッチンッグするのではないか、などなど。この主旨とはかけ離れたことですが思いついたのでついでに・・・。 

法人掛け売り客を増やしたいと思っている SS は、他店との不本意な価格競争をするのでは無く、ISO１４００１（ISO・国際環

境基準が認証する環境マネジメントシステムの国際規格）を取得して次のようにセールスをかけてみてはどうでしょう。「どう

せどこかの SS と法人契約をするのなら、我々のような『ISO１４００１』を取った SS と取引する方が御社の社会的地位も向上しますよ。 

なぜなら、環境に配慮している企業だというイメージを回りに与えられますからね！」といえば有利になるのでは？（これは実際、大

手企業との取引には効果を発揮しているようです）などと勝手に考え、ほくそ笑んでいます。（もちろん既に実験済みのことも

ありますし、法的規制でできないこともあるかもしれませんが・・・）まあ、何が言いたいかというと、繁盛店を見てわれわれ

SS が参考に出来るところはマネしよう、お客さんに喜ばれることをいろいろ自分の頭で考えてみようということです。油外ア

イテムの１つに健康食品があってもいいじゃないですか！（笑） 

また、マンガ喫茶の今の状況を見た時、レンタルビデオの「TSUTAYA（ツタヤ）」の初期のことを思い出しました。今でこそ

「TSUTAYA」といえばみんな知っている全国チェーン店ですが、それが出来たころはまだ、ビデオレンタル、本の販売、CD・DVD・

ビデオソフトの販売を一店舗内で行っている複合業態はありませんでした。そこでTSUTAYA は一般の人が普通に理解できるよう

に、「蔦谷書店」という誰でも知っている本屋というカテゴリーで展開しました。その後認知度が上がるに連れて、書店という

文字をはずし、「TSUTAYA」にしていったのです。新業態が出来たばっかりの頃は、お客さんは何だかよくわかりません。何だか

よくわからないところに人は行かないので、そんなときは、今まである業態の仮面を被っていた方が集客しやすいのです。マン

ガ喫茶も今そんな過程にあるのではないかと考えています。そのうち気の利いた業態名が出てくるかも知れません。繁盛店には

われわれ SSのビジネスに活かせる学びがいっぱいあります。是非行ってみてください。 
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□競合店を体験しよう！！ 

同じ意味で、競合店で買い物するのは大変勉強になります。同じ SS なら、サービスで評判の良いところに行って、自分の店

とどこが違うのか、どの点が劣っていてどの点は勝っているのか、を考えてみるのもいい学びです。ピンポイントで洗車を見に

行くというのも良いですね。特に、洗車に力を入れようと思っている SS はスタッフに試し買いさせてみるのも一考です。ちな

みに私は、「車検を SS収益の柱にしたい」という SSの主力メンバー（経営幹部・マネージャー・サブマネ・社員・主力バイト）

に、競合店潜入調査を行ってもらいました。対象は、整備工場やコバックなどのチェーン店、車検をその地域で一番多く獲って

いる SS です。そして、どこのサービスが一番で、その店に勝つために自分たちは何をやるべきか話し合ってもらいました。そ

の時は、地域 NO１といわれる店も大したサービスではないことがわかり、早急「サービス NO１を目指そう」、と決めて立上げを

行っていきました。是非やってみてください。「人のふり見て我がふり直せ」ではないですが本当に役に立ちます。SSで働く人

たちは他店のことを知らない人が多すぎます。知っているのは道路から見える価格看板だけ、というのでは情報が足りません。

中に入って給油してみてはじめてわかることも多いのです。例えば計量器に、外の価格看板から五円も安い価格表が貼られてい

ることだってあるのです。まあ、知っている方からすると当たり前のことですが、驚くことにこのような事実を知らないマネー

ジャーが存在するのです。（たまに、経営者でもそんな方がいます！） 

流行っている店はなぜはやっているのか？を学ぶだけでもあなたの SSを改善につながると思うのです。 

□私のオートバックス体験（タイヤ編） 

ついでに私のオートバックス体験も書いておきましょう。少し前のことですが、タイヤを買いにオートバックスへ行きました。

（仕事柄、いちユーザーとして他業界の動向を肌で感じる良いチャンスなのでそうしています。）店員さんに自分のニーズを伝

えて一緒に選んでもらいました。その時の私のニーズは「タイヤブランドには特にこだわりはありません。なので、手頃な値段

で品質の良いもの、コストパフォーマンスのよいものを選んでください」というものでした。スタッフの方は「かしこまりまし

た！」とにっこり笑って「それなら○○の××がお勧めです」と自信満々で即答です。私の要求もきっちり満たしています。そ

れからなぜそれをお勧めするのかわかりやすく説明してくれました。断る理由も見つからないので、「ではそれを購入します」

と伝えると、「早速作業に取りかかります。今から３０分後には終了します。店内でお待ちになりますか？いったん外出なさい

ますか？」と聞きました。このあたりのトークもソツがないのです。作業時間もしっかり伝え、終了時にお客さんがどこにいる

かも確認しています。私はその位の作業時間なら店内で待っている旨を伝え、お店を見学していました。そして２０数分経った

頃店内放送で呼ばれました。「ホンダ CR-V のタイヤ交換でお待ちのお客様、作業が終了しましたので１階のピット山本のところ

までお越しください。」なんと予定時間より１０分近く早く呼び出されました。「いやー、早いな！」と感じました。その時私の

中では、もっと待つことを覚悟していたので、少し嬉しい気持ちでした。ピットに行くと、満面の笑みを浮かべたメカニックが

迎えてくれました。「お待たせいたしました、谷口様ですね。本日はありがとうございます。それでは今から最後のナットの増

し締め作業を行います！」と言って増し締めの意味を説明してくれました。それから１つずつ締めて「OK です！」と目の前で

やってくれたのです。それを見たときの私の気持ちは複雑でした。いちユーザーの観点から、大変気持ちの良い、信頼できるサ

ービスを受け「ありがとう」という気持ち。もう一つは、我々の競合であるカーショップがここまでサービスを進化させている

ことへの焦り・驚きなどです。どうですか、あなたの SS では、これくらいのサービス・パフォーマンスをやっているでしょう

か？売れる理由は値段だけではないのですね。 

このような実体を知らないマネージャーさんに限って「ああ、あそこは安いからね」のひと言でかたづける人が多いように思

います。我々の競合はここまでしています。百聞は一見に如かずと言います。まずは体験されることをお勧めします。 

□「とにかく、儲かればいいんだ！」 

よく聞かれるご質問の１つに、「売れるSSにしたいのだが、どうすれば良いのか？」というものがあります。私がその質問に
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お答するときは次のように言います。「とても大きなテーマなので、ひとことで言うのは難しいです。ところで、社長はご自分

の SSをどうしたいとお思いですか？」と聞き返します。そうすると、「まあ、とにかく儲かればいいです」とおっしゃる方がい

ますが、この答えが一番困ります。つまり、「儲かる」というのはあくまで行動した結果であって、どのような行動をするかと

いう「方針」がいるのです。「戦略」と言い換えて良いかも知れません。その方針も出さず、「とにかく儲かりたい」というのは

あまりに無責任だと思うのです。お気持ちはよくわかりますが、せめてもう少し詰めて考えてから質問していただくとありがた

いのです。次のようなご質問ならお答えすることが出来ます。「洗車を油外収益の柱にしたいと思っている。しかし、安い洗車

しか売れない。どうすれば高額洗車が売れるようになりますか？」などと聞かれると具体的なアドバイスもできるというもので

す。しかし、「とにかく儲かりたい」というのはお手上げです。（もちろん私なりの「儲かる SS 構想はありますが、誤解のない

ようしっかり話し合って伝えるようにしているので、短時間の質問などでは説明しきれません）やはりここは、社長が自分の会

社、自分の SS をどうしていきたいかをしっかりと考えて頂く必要があると思います。しかし、このようにお伝えすると、「SS

はマネージャーに任せてある。どんな SS にしたいかはマネージャーが決めるべきだ、なぜなら日々運営するのは彼らだから」

と言う方がいます。これは一見正しそうですが実は違います。なぜなら、お店をどのような方針に則って進めていくかは、非常

に高度な経営判断であるということです。もしあなたが社長だとして、自社の SS マネージャーを経営セミナーに通わせていた

り、経営戦略の勉強会に参加させていたり、経営者の集まる会合などにも行かせ、常に情報収集させているとすれば、その言葉

もあながち間違っていないと思います。しかし、そのようなことを全くやらせておらず、「判断だけしろ」というのはあまりに

無謀です。「どのような店作りをすればいいのか、儲かるのか」を常に考えて、マネージャーとは比べものにならないくらい情

報を持っている経営者のあなたでさえ答えが出せないで迷っているのではないですか？今のマネージャーはお店を廻すことで

頭がいっぱいです。実際現場では、バイトは突然風邪で休むしクレームは毎日のように起きているし油外は上がらなくて頭が痛

いし（多くの場合、今までの成功事例が通用しなくなっているのです）、そして気がついたら夜になっていた！というような日

常を過ごしているのです。そんなマネージャーが高度な経営判断ができると思いますか？そして今のマネージャーは、人員削減

からあまり休みを取っておらず、日々長時間労働をし、自ら走り回るプレイングマネージャーでもあるのです。いったいいつ考

えろというのでしょう？もちろん、何事にも例外はありますので、エクセレントマネージャーは存在します。日々の業務を行い

ながら未来を常に考えている素晴らしい方も存在するのは事実です。しかし、そんなスーパーマンは稀です。ほとんどの方は普

通の人です。なので、なかなかそこまでできません。ですから、経営者が SSのことをしっかりと考え、「我々はこの方向に進む

ぞ！」と強く思って頂けなければいけないのです。例えて言うと、今 SS は嵐の海に漂う小舟のようなものではないかと思いま

す。船長は社長です。オールを漕ぐ船員はマネージャーといったところでしょう。一刻も早く陸に着きたい。でも陸は見えませ

ん。その時船長が、「どうでもいいからとにかくおまえらの思う方向に進めろ、早く陸に着けろ！」と言って、船員がそれぞれ

自分勝手な方向に漕いだらどうなるでしょう？船はその場に止まってしまうか、右行ったり左行ったり脈略のない動きをするだ

けです。そしてスタッフは疲れ果て最後は・・・。必要なことは、船長が「この方向で行こう。みんなで力を合わせて進もう！」

と方向を示すことなのです。大変な決断ですが、是非やって頂きたいと思います。もし今このことに真剣に取り組まないと、「問

題を先送りにする」という決断をしたということになります。私はその決断が、一番体力を奪うものになるのではないかと考え

ます。 

とはいっても「それができないから困っているんだ」と言う声もきこえてきそうです。そこで簡単ではありますが、SS を黒

字にする最短距離をお伝えしたいと思います。 

□最短で SS を黒字にする方法 

私の経験値から、黒字転換してきた SS のやり方をお伝えします。極めてシンプルに書きますので勘違いをして欲しくないの

ですが、誤解を恐れず書いていこうと思います。 

①まず、業界で光っている SS はどこだろう、自分の理想とするお店はどんなスタイルだろう？というのを考えることです。また、楽して 

儲かっているのはどこだろう？（笑） とかでも、はじめは良いかも知れません。 
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②次ぎに情報収集です。光っている店・儲かっている店情報を業界誌や友人知人、元売り・出入りの業者などから集めます。 

③そして、見学です。「百聞は一見に如かず」といいます。とにかく多くのお店を見に行くことです。できればその時、見学店の社長に 

話しを聞きたいところです。どのような思いで経営しておられるか聞くと良いと思います。中には見せかけだけで、中身ボロボロとい

うところもありますから。 

※見学のポイントは、その店の戦略を見ることです。ハード（建物・機械）を見るのではなく、ソフトを見るのです。つまり、その店がど

のようなお客様に何を提供しようとしているのかを見るのです。ブランドのように高感度のお客様に、値段は高いが高品質の商品を

提供してオンリー１の SS を築いているのか、またはユニクロのように低価格で大衆層にアプローチしているのか。その客層・価格帯

に応えるためにスタッフはどのようなサービスをしているのか、誰もが買う入り口の商品は何で、本当に売りたい高利益商品は何か、

店舗コンセプト・力を入れているアイテムは何か・店頭演出はどのようにしているか・経営者はスタッフや社員にどうあって欲しいと考

えているのか・スタッフの動き、目線・基本サービス・セールストーク・動機付け etc・・・・ 

④その中から自分が一番気に入った、納得できる SS を「モデル SS」とします。そして「なぜ気に入ったのか」を説明できるように文章に 

まとめます。何度でも同じことを説明できるよう自分の頭の中を整理する必要があるからです。 

⑤次ぎに部下に説明です。どんな店にしたいのかを熱く語ってください。（熱く語って頂くためにも頭の中でシッカリ考えを整理する 

必要はあります）そして見学に行かせます。モデル SS まで行かせることが出来なければ、ビデオを見せます。 

※これが重要なのです。人間は鳥を見たから飛行機が作れました。優秀なサッカー監督は選手にビデオを見せて「こんなサッカーが 

やりたい！」と伝えるそうです。人はイメージできると飛躍的に理解が深まります。目指す SS イメージの共有するのです。 

⑥そして次ぎに「こんな SS にしたい」という思いを、マネージャーをはじめ、スタッフ１人ひとりが納得するまで話し合います。 

そのあかつきには自分たちの給料はどうなり、生活はどう向上するのかまで話し合います。反対する人も必ず出てきますが、 

根気強くコミュ二ケーションをとっていきます。どうしても納得してくれない場合は期限を切って協力してもらうのです。 

⑦そしてモデル SS のようになることを宣言します。いつまでに何をやるのか、どんな結果を出すのか、行動目標・期限を決めます。 

⑧そして自分たちの出来るところから取り組んでいきます。まずは「サービスの改善」でもいいし、「洗車」など、油外から取り組むのも 

OK です。 

⑨もし許可がいただけたなら、モデル SS で丁稚奉公させてもらうのもいいですね。その店の凄味を体験することは大きな学びです。 

⑩丁稚奉公は無理としても、相談させてもらうくらいは許可をいただいてもいいのではないかと思います。私の経験上、本物の成功者 

は自分のやって来たことを「真剣な後人に伝えたい」と考えている方が多いので、相談や質問に快く答えてくださいます。 

⑪後は実践あるのみです。トライアンドエラーを重ね、成功店に近づいていくのです。 

※戦略は目に見えないモノといいますが、お店作りのコンセプトは目に見えません。そこをシッカリ見て聞いて感じてくることです。 

部下に伝えられるように、「戦略」を理解しなければならないのです。 

もちろん、このやり方が「全てである」などと言うつもりはません。あくまで、成功事例をシンプルに伝えたものとして参考

にしていただければ幸です。 

□油外の柱作りでも手順は同じ！ 

上記はお店作りという大きなテーマですが、別にあまり難しく考えていただかなくてもいいのです。「油外の柱を作る」とい

うテーマでも同じ手順で行えばよいのです。あなたがマネージャーで、洗車の売上げを伸ばしたいと思っていたら同じようにや

ってみてください。これはいわゆる「戦術」で目に見えるモノです。上記の戦略よりわかりやすいです。オイルでもタイヤでも

何でも良いのです。成功店の事例を実際に見て、体験して、自分がホントに「いいな」と思った店のマネをすればいいのです。

まずは形からでもいいでしょう。ツールなども参考にさせて頂きましょう。（全くのマネはダメですよ！著作権の侵害になりま

す）そして重要なことは、「売り方」を学ぶことです。お客様にセールスをかける時、スタッフは、どのタイミングでどんなことをしゃ

べったのか、どのタイミングでツールを渡していたのか。店頭にはどんな看板がどのように置いてあったか、などをなるべく忠実にマネす

るのです。今大切なことは「売ることです」。どんな売り方をしているのかを学ばないと意味がありません。我々は売れなくて困っ
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ているのだから。今の時代、最高の品質を提供しながら、潰れているお店がいっぱいあります。最高品質の物も一度買って頂か

ないとその良さは伝わりません。「良いものを提供していればいずれお客様はついてくる」というのは、今の日本では間違いに

なっています。なぜなら今という時代は、お客様にとって、良い商品や役に立つもの・最高品質のものであふれている時代だか

らです。 

今、日本の成長は止まっています。これからも高度成長期のようなことは起きません。テレビも冷蔵庫も洗濯機もエアコンも

電話も車もパソコンも欲しいものは全て持っています。ですから、基本的にものはいりません。人口も減っていきます。つまり

買う人も減っていくのです。需要が無くなったわけではありませんが、需要が少なくなっているのは事実です。その少なくなっ

た需要を獲得するためにも「売り方」を学ばなければならないのです。ちなみに、これからは「心が豊かになるもの」が売れて

いきます。大不況と言われている住宅業界で売りまくっている工務店は、「坪○○円、格安の家！」なんてことは死んでも言い

ません、どんなことをいっているかというと、「キレる子供にしない家作り！」といっているのです。そのような切り口で独自

の需要を作り出しているのです。そんな売り方ができる会社が生き残れるのです。 

□SS コミュニケーションを“密”にするノウハウ 

売れてる SSは“必ず”といっていいほど企業内・SS内でのコミュニケーションが密に交わされています。最後に具体的コミ

ュニケーションノウハウをひとつご紹介致します。 

携帯電話は既に日本人のほとんどが持っています。それを SS 運営に活用しようというものです。つまり、スタッフ内のコミ

ュニケーションツールとして使うのです。予めスタッフのメールアドレスを収集しておき、必要な連絡事項を一斉に送信するの

です。例えば「５月洗車キャンペーン決定。詳細は４月末のミーティングで伝えます！」とか、「今日からオイルのキャンペー

ンスタートだよ！みんなヨロシク！お得なので、家族やお友達にも教えてあげてね。」とかです。これなら今日シフトに入って

いない人にもとりあえず知ってもらえます。少なくとも「え、そんなことやってんの？俺知らない！」を防ぐことが出来ます。

また、急の欠員の時も「今から勤務できる人はいない？時給５０円アップでどうだ！」などやってみてはどうでしょう。（まあ、

これは電話の方が早いと思いますが、その時電話口に出られない人も多いので・・・。）それ以外の使い方として、「社長とのホ

ットライン」があります。アルバイト君や新入社員が、マネージャーやサブマネに言えなくて困っていること・直接社長に言い

たいことをメールして読んでもらえるというものです。SS 内の人間関係は見えません。だからこそそこで何が起こっているの

か、新人がどんなことで困っているのかなどを知るためにもこのような仕組みがあると有効です。「今日お客さんから『笑顔が

良いね！』とほめられました」という新人からのメールに、「ありがとう。○○君のような新人が入社してくれて私も嬉しいよ」

というような社長とのやり取りがその社員のモチベーションを上げることは想像できます。気軽に使えるコミュニケーションツ

ールとして携帯メールが良いのです。そうすれば、経営者と従業員の間にコミュニケーションが生まれるだけでなく、問題の早

期発見につながることも少なくありません。この点が大切なのです。電話や個人面接で直接社長や幹部に向かってしゃべるのは

結構プレッシャーがあるものですから。 

参考になりましたか？次回をお楽しみに。            （スキルパス SS顧客獲得会 代表 谷口竜司） 

 

※ 今後このようなニュースを「いらない」「読むだけ時間の無駄」と思われた方はお手数ですが、下記事項ご記入の上、 

このシートをファックスしてください。ファックスナンバー０４５（９７１）７１０４  以後送らないようにいたします。 

 

御社名 御名前 御役職 

御住所  〒 

 


