
 （27）公益財団法人名護市観光協会 No.24　業種6-1（地域観光協会）人材

ビジネスマナーセミナー(基礎)
～基礎スキルを再確認し顧客
満足度アップに繋げよう～

公益財団法人名護市観光協会
沖縄県名護市大中1-19-24 産業支援ｾﾝﾀｰ1階

理事長：前田　裕子 
業種：地域観光協会

研修場所：名護市産業支援センター2階
中会議室

オフィスキャリエール
小那覇　りな

講師

研修内容

NO 日時（期間） 学んだ内容・テーマ 実施時間
（休憩） 受講人数

1 令和元年 9 月 11 日
14：00 ～ 15：00 接遇マナー　ビシネスマナー 3：00 13 名

合計時間（休憩時間）・実施人数 3：00
（0：00） 13名

課　題

ビジネスマナーの基礎を学び、中堅者には再確認してスキルアップを狙う

目的と成果

目　的 成　果

観光業を営んでいくうえで必要なビジネスマナース
キルの確認と習得をすることによりお客様によろこ
んでいただける高感度ＵＰの人材を目指す。 ➡ 受講者は基礎を再確認し、気づかされる点

が多かった、各自会社にて反映したいとの
事で好評であった

目標の達成度（効果）

目　標 達成度（効果）

ビジネスマナーの重要性について受講者の理解度・
習熟度の向上を目指す ➡ 挨拶の角度や、接客お接遇の違いを学び、

それが顧客満足にまでつながる事を理解し
た

第一印象の重要性について受講者の理解度・習熟度
の向上を目指す ➡ 第一印象は一番大事な事で笑顔を最大に意

識し、そこからの信頼関係までの重要さを
学んだ
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目　標 達成度（効果）

感じの良いことばづかいについて受講者の理解度・
習熟度の向上を目指す ➡

沖縄独特の言葉使いがあり、観光客「沖縄
県外」のお客様には伝わらない言葉がある
とか、クッション言葉や否定文等は使わな
い様に相手に不快感を与えない使い方を理
解した

総　括

今回の研修にて、接客と接遇の違いを学びその、相手に対する敬意で顧客満足度が大きく変わることを
学んだ。
第一印象は笑顔が重要で、その次に言葉使い、そしてお辞儀の角度やしぐさ等の重要性を学んだ。言葉
使いに関しては、普段沖縄県民が使っている言葉も、観光客「県外」の方には通じない言葉がある等再
確認し、使用する際は注意が必要だと認識することができました。

受講者

全13名：観光施設業／物販／飲食業／ホテル業（13）

アンケート（記述部分のみ）

講　師
・今回受講していただいた方は、企業の教育責任者が多かった様子が伺えます。そのため、熱心に受講

いただき、現場に持ち帰って伝えたいというお話をお聞きしました。ペアワークも、同じ企業、団体
様でない方、初めてお会いする方同士で行っていただきましたが、やはり積極的でスムーズで、皆様
の意欲をさらに感じることが出来ました。「気持ちがあっても、伝わらなければ、意味がない」の
で、お客様に、「来てよかったと」言われるようなマナーをぜひ実施していただきたいと思います。
今回の接遇マナー研修が皆様のお役に立てることを願っています。

実施者
・今回名護市観光協会の接遇セミナーとして、人

材育成センター様から講師を紹介していただき
ました。研修にはどの講師に依頼をしたらいい
か、依頼した後のサポートなど、研修を主催す
るにあたってスムーズに計画する事が出来た。
この様な接遇研修で名護市の観光業、接客業等
の接遇に関する意識と技術面が高まると実感し
たので、今後も今回同様の研修を行えるなら継
続していきたい。

受講者
・沖縄の言葉は時と場合により気を付けないといけないと思った。
・接客するうえで、表情や言葉づかいを見直す良いきっかけになりました。
・研修内容を自分が理解することも大切だが、それを部下に伝えていく難しさ、根気が必要だと思いま

した。
・日々おもてなしを考えながら働いています。あらためて、笑顔、言葉遣いなどとても大切だと思いま

した。沖縄に来て感動してほしいです。自分たちもその中の一つの思い出になれたら良いなと思いま
した。

・今回学んだことを他のスタッフにも伝えたい。
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 （28）一般社団法人国頭村観光協会③ No.26　業種6-1（地域観光協会）人材

チーム内おもてなし力アップ
で観光力アップ

一般社団法人国頭村観光協会
沖縄県国頭村字奥間1569-1

会長：金城　茂 
業種：地域観光協会

研修場所：やんばる3村観光連携拠点施設
観光案内所内事務所

ケリーズコミュニケーション
秋尾　由美子

講師-

研修内容

NO 日時（期間） 学んだ内容・テーマ 実施時間
（休憩） 受講人数

1 令和元年 9 月 23 日
10：00 ～ 17：00

1）コミュニケーションについて　2）おもてなしとは　3）サンタク
ロース思考　4）実践練習・ペアワーク

6：00
（1：00） 5 名

合計時間（休憩時間）・実施人数 6：00
（1：00） 5名

課　題

チーム内のコミュニケーション力の向上を目指しているところであり、観光案内所へ訪れるお客様への
対応スキルにばらつきがある。

目的と成果

目　的 成　果

同じ目標に焦点を合わせ生産性・効率を高めて結果
を出すため、相手を思いやる力、喜び、やりがいを
得る力を養い個々の力を十分に発揮して国頭村の観
光従事者並びに顧客の満足度を高める

➡
コミュニケーションとは何かを具体的に理
解し、自らと向き合い、相手の価値観を尊
重することができた。お客様だけでなく
チーム内においても自らの表情に責任を持
つことの大切さが分かった。

目標の達成度（効果）

目　標 達成度（効果）

イノベーション行動（自分学・脳科学・印象学）につ
いて、受講者の理解度・習熟度の向上を目指す。 ➡

第一印象は100％視覚からの情報だけで決ま
る事、なおかつ6秒ほどで決まることを学
び、自らの理想とする印象と実際の印象の
ズレを理解することができた。
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目　標 達成度（効果）

フェイス行動（表情学・笑顔学）について、受講者の
理解度・習熟度の向上を目指す。 ➡

相手を思いやることが基本で笑顔は決して
作り笑顔ではいけないこと、きちんとアイ
コンタクトを取ることで相手に伝えようと
する意志がはっきりと伝わる事を学んだ。

コミュニケーション行動（育成学・おもてなし学）に
ついて、受講者の理解度・習熟度の向上を目指す。 ➡

イノベーション行動をもとに、ペアワーク
を通して、価値観の違いやズレがあること
は当たり前である事を理解した。相手を大
切に思う心を持つ事と表現やアクションを
起こす事が「おもてなし」の本来の意味で
あることを学んだ。

総　括

研修前と研修後では一人ひとりの表情や声が全く違い、充実した研修であった事が表れていたと思いま
す。そして、研修を進めながらそれぞれを見極め、臨機応変に進行して下さる講師の秋尾氏のテクニッ
クに感動致しました。今回は6時間という事で省略した内容もあったようなので、今後も継続的にさらに
深い内容研修を行って参りたいです。

受講者

全5名：国頭村観光協会職員（5）

アンケート（記述部分のみ）

講　師
・日々の業務効率、生産性に直結するチームコミュニケーション力はおもてなし力その物である事。そ

れは接客だけに対して行うものではなく、組織内で日々行えてこそ外部に反映できる能力になる。つ
まり「やーなれ、ふかなれ」である事を十分に理解された。これまで以上に報連相がスムーズにでき
るソフトインフラの構築となる個々の意識やメンタルの基礎造りができた。最後は全員がお互いの特
性を理解しあい素晴らしい笑顔と満足度の高い感想で終了した。

実施者
・現在観光関連のみならず全ての業種において人材

不足や定着率の低下が課題に挙げられています
が、行政支援によってこのような事業が継続して
いくことで、観光人材の育成や観光業に従事する
事への魅力アップ及び、離職率の低下に繋がると
思いました。

受講者
・人に接することは自分に接すること、に気づかさ

れました。しっかりとした個人を持っていない
と、しっかり他の人と接することはできないの
で、日頃からやるべきことがわかりました。

・考え方、表情、伝え方、目線、全てテクニックなので手に入れるように努力していきます。
・この仕事に就いた、9年前に先生の講義を受けたかったなと思いました。これからも、口角をあげて、

仕事に取り組んでいこうと思います。自分の役割も考えさせられた研修でした。
・秋尾先生のコーチング力が素晴らしく、職員一人一人の表情ががらりと変わりました。
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 （29）株式会社パームロイヤル No.42　業種2（宿泊施設）人材

一歩踏み込んだおもてなし

株式会社パームロイヤル
ホテルパームロイヤルＮＡＨＡ国際通り

沖縄県那覇市牧志3-9-10
代表取締役社長：高倉　幸一 

業種：宿泊施設
研修場所：那覇市牧志　てんぶす館

株式会社リレーションシップ 
関根　由紀江

講師

研修内容

NO 日時（期間） 学んだ内容・テーマ 実施時間
（休憩） 受講人数

1 令和元年 11 月 12 日
10：00 ～ 13：00

テーマ「きめ細やかさ」より良いおもてなしができるための準備
をいつ、どのように行うのか 3：00 14 名

2 令和元年 11 月 12 日
15：00 ～ 18：00

テーマ「きめ細やかさ」より良いおもてなしができるための準備
をいつ、どのように行うのか 3：00 14 名

3 令和元年 11 月 13 日
10：00 ～ 13：00

テーマ「一歩先に踏み込んだおもてなし」対面式・電話・挨拶状
における正式な言葉遣い・作法を身につけおもてなしの強化 3：00 14 名

4 令和元年 11 月 13 日
15：00 ～ 18：00

テーマ「一歩先に踏み込んだおもてなし」対面式・電話・挨拶状
における正式な言葉遣い・作法を身につけおもてなしの強化 3：00 11 名

5 令和元年 11 月 14 日
10：00 ～ 13：00

テーマ「安心を感じて頂くために」それぞれの立場でできること
を行いより信頼できるホテルに 3：00 12 名

6 令和元年 11 月 14 日
15：00 ～ 18：00

テーマ「安心を感じて頂くために」それぞれの立場でできること
を行いより信頼できるホテルに 3：00 10 名

合計時間（休憩時間）・実施人数 18：00 33名

課　題

受け身ではなく、一歩進んだ接遇ができるように

目的と成果

目　的 成　果

おもてなしスキルの確認をし、従業員全員で信頼の
おけるワンランク上のおもてなしができるように 
育成
※あらゆるケーススタディを用いて行なう ➡ お客さんの動きから先を読んで積極的な接

遇ができるようになった。
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目標の達成度（効果）

目　標 達成度（効果）

業務時間（繁忙・閑散時間）の動き方を検証し、どの
ようなときでも同じように言動・行動ができること ➡

繁忙時間帯でもお互いの動きを察知し補完
し合い、絶えず笑顔でお客様の目を見て慌
てずゆったりとした接遇をお互い同士でも
注意し合うようになった。

会社として出すセクションごとの社外文書につい
て、正しく尚且つおもてなしを感じられる文章を身
につけること ➡

各セクションが現在使用中の掲示物や社外
文書類を講師の先生に添削して頂き間違い
の多さを実感することができた。正しくお
もてなしの感じる文章作りを意識し書き方
を工夫するようになりました。

きめ細やかな言葉遣いを習得し、どのようなときで
も一歩進んだ接遇ができること ➡

経験値によって個人差はあると思います
が、体得するまでは個々人が意識し行動す
ることです。心からのきめ細やかな言葉遣
いで常に一歩踏み込んだ接遇を目指し言葉
に表しお互いで注意し合うようになりまし
た。

総　括

初めて接遇講習を受講する社員が9人いる中で、各セクションとのディスカッションを持ったことは接遇
サービスや仕事に対する習熟度、思い入れの違いや他部署の仕事に対する理解が深まったと思います。
それぞれ部署は異なるもののひとり一人の仕事が合体しておもてなしができていることが理解できて来
たように思われます。そしていつでも一歩踏み込むことで視野が広がり、より丁寧なおもてなしができ
るように皆で努力して行きたく思います。

受講者

全33名：フロント／レストラン／客室（22）、予約／営業／総務（11）

アンケート（記述部分のみ）

講　師
・今年はじめて受講される新しいスタッフもい

らっしゃり、5年前からずっと受けているスタッ
フも一緒に受講のため、皆様方のレベル統一を
することも課題の一つでした。積極的ではなく
主体的に業務を行なうには、伝え教えるだけよ
りも、自身で感じ・考え・動くことができるよ
うに、研修内容も進めてまいりました。研修と
いうものを初めて受講された方には、「考える
前に教えてもらえる」という感覚の方もいらし
たと感じます。しかし、「なぜ、このように行
なうのか」「こんなときどうしたらいいのか」
等、疑問を持つことも成長過程では必要です。先輩スタッフ皆さんはそれが身に付いてきているた
め、入社仕立ての方々にもその感覚を持っていただくためには、同じクラスで受講する形も良かった
のかもしれません。また、本年度のテーマ「一歩踏み込んだおもてなし」は、相手を思い・感じ・自
ら動くことの実践でもあります。研修最終日の夜、一番新しいスタッフの方が窓ガラスを磨いてい
らっしゃいました。その姿を目にしたとき、嬉しく感じましたが、これがいつの日にも、そしてずっ
と心に残って実践していただけるように願う思いでした。昨年度の研修で「セクションごとの情報共
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有が必要」との意見が多かったため、その時間を設けるご提案をし、実施していただきました。し
かし、このところ、新しい施設のオープン等々で時間が取れず、集まることができていない様子でし
た。申し送りとしての伝達だけではなく、顔を合わせて意見交換をすることからも、新しい発見や気
づきがあり、一歩踏み込んだおもてなしに繋がります。是非、実施継続の努力をお願いしたく感じま
した

実施者
・沖縄県をはじめ、行政におきましては、観光立件に従事する人々のスキルアップを図り、教育に投資

していただけることには感謝いたします。途中入社で接遇研修が初めてのスタッフと、複数回研修を
受講しているスタッフでは、スキルの差を感じました。研修を重ねるごとに自己研鑽へと意欲が高
まってきておりますので、継続していけるよう、行政支援を切にお願い申し上げます。

受講者
・他部署との意見交換が良かった。
・学んだことを業務に活かせるように頑張りたい。
・久しぶりの接遇研修でした。身のしまる思いで、より接客業に携わる者としてプライドを持ち励んで

参りたいと思います。
・お客様やスタッフ同士への、おもてなし、笑顔の大切さを再確認できた研修でした。
・一歩踏み込んだサービス（行動）を各セクション高めていくため、コミュニケーションスキルをしっ

かりしたいと思います。
・お客様へのおもてなしは当たり前ですが、今後、スタッフへの気遣いも忘れることなく楽しく業務を

したいと思います。
・一歩踏み込めばやるべきことが沢山あることを気づかされる。知らないことを知っていく向上心を

養っていく大切さを味わいました。今後も是非継続していただきたい。
・研修のスケジュールに無理があり、全員集中して受講出来ていない。業務時間内で受講できるように

見直しが必要。特に夜勤は眠くて頭に入っていないようである。
・いつも気持ちがリセットされた（研修後）自分の仕事に誇りを持ち、お客様や同僚や会社に常に感謝

できるきっかけになっています。
・お客様に喜んでいただくおもてなし、不快や、不自由な思いをさせない接客を心掛けています。講習

の度に改めて自分の仕事内容を振り返ったり、忘れかけていた基本を思い出すことができ、より丁寧
な接客を考えるようになります。毎回充実感でいっぱいです。

・他部署でのディスカッションがよかった。
・全セクションの情報の共有の大切さ（ソフト・ハード）を日々確認することは、重要であることの再

認識を。接客マナー＋おもてなしのこころでサービスの付加価値をつけることの大切さを実践してい
きたい。

・連続での講習は業務に遅れが出るため、今後はもう少し分割して行ってほしい。
・フロントやレストランなど、対顧客で交代制の部署は参加が大変そうに見えました。
・自分の仕事に関連する多くのことを学びました。ポジティブなボディランゲージとチームワークの重

要性についても学びました。
・時間の使い方等、考えるいいきっかけになった書類、手紙の書き方も勉強になった。実際にあった話

等を聞きながらだったのでとても面白く学べました。

平成 31 年度　観光人材育成・確保促進事業　事業報告書

230



 （30）沖東交通事業協同組合③ No.45　業種6-4（流通・交通）人材

SE乗務員のマナー向上研修

沖東交通事業協同組合
沖縄県中頭郡西原町字小橋川90-1

代表理事：東江　一成 
業種：流通・交通

研修場所：沖東交通事務所内

ケリーズコミュニケーション
秋尾　由美子

講師

研修内容

NO 日時（期間） 学んだ内容・テーマ 実施時間
（休憩） 受講人数

1 令和元年 10 月 21 日
10：00 ～ 12：00 おもてなしの美学と印象の重要性（グループA） 2：00 9 名

2 令和元年 10 月 21 日
13：00 ～ 15：00 おもてなしの美学と印象の重要性（グループB） 2：00 14 名

3 令和元年 10 月 28 日
10：00 ～ 12：00 出会いで結ばれる人の5つのアクション①（グループA） 2：00 12 名

4 令和元年 10 月 28 日
13：00 ～ 15：00 出会いで結ばれる人の5つのアクション①（グループB） 2：00 12 名

5 令和元年 11 月 15 日
10：00 ～ 12：00 出会いで結ばれる人の5つのアクション②（グループA） 2：00 10 名

6 令和元年 11 月 15 日
13：00 ～ 15：00 出会いで結ばれる人の5つのアクション②（グループB） 2：00 11 名

7 令和元年 11 月 18 日
10：00 ～ 12：00

また会いたいと思われる人の5つのおもてなしアクション（グルー
プA） 2：00 12 名

8 令和元年 11 月 18 日
13：00 ～ 15：00

また会いたいと思われる人の5つのおもてなしアクション（グルー
プB） 2：00 10 名

合計時間（休憩時間）・実施人数 16：00 31名

課　題

これまで専門の講師からのマナー講習は行ってきたが、まだ乗務員の接遇対応にばらつきがある

目的と成果

目　的 成　果

マナー教育の研修の場を通して、「お客様に喜ばれ
るおもてなし」を、すべてのＳＥ乗務員が行えるよ
うに、また、各営業所の乗務員に反映できるように
取り組んでいきます。

➡
受講生のほとんどの方がこの研修に「大変
満足した」との評価を与えていることから
も、各人が多くの接遇マナーを習得できた
と思います、これからは各営業所の所長
からその成果を確認していきたいと思いま
す。
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目標の達成度（効果）

目　標 達成度（効果）

おもてなしの意味について理解する。 ➡
この研修によって、お客様の気持ちに添っ
た乗務を行っていきたいとの気持ちを抱い
ているので、これからもおもてなしの精神
で接遇マナーを行っていくという思いを理
解することができました。

おもてなしを行動で示すことが出来る。 ➡

今回はSE乗務員だけを対象にした研修で
したが、この研修に参加した幾人かが、他
の乗務員にも同様の研修を受けてもらいた
いとあり、乗務員としてこの研修で学びそ
の様に行動していきたいとの思いを抱いて
いて、そのことを他の乗務員も行動できる
ように同様の研修を行っていただきたいと
思っていることから行動へと繋がっていま
す。

お客さんにまた会いたいと思われるおもてなしがで
きる。 ➡

再度、同様の研修をもっと受講したいとの
思いを抱いている受講生もおり、お客様の
ために接遇マナーをこれ以上に身に着けて
お客様に喜ばれたい（また会いたいと思われ
たい）との思いを持っているので多くの研修
効果があったと思われます。

総　括

SE乗務員の研修を無事に終える事ができました、4日間（8講座）の研修でしたが、各人が忙しい業務の
中参加してくれました、新しく学ぶ方や再度学ぶ方たちもいて、講師のユーモアのある講習で皆、楽し
く講習を受講する事ができました。その中でもお客様相手の接遇マナーについては厳しく指導、指摘し
てくださり、研修生も真剣な思いで受講していました、今後は、SE乗務員として思いやりのある接遇マ
ナーをお客様に発揮できると思います、他にも、今回は受講できなかった一般乗務員にもこのようなマ
ナー教育を行っていきたいと思います、沖縄の観光産業に携わる企業としてこれからも積極的にマナー
教育に取り組んでいきます。

受講者

全31名：SE乗務員（31）

アンケート（記述部分のみ）

講　師
・回を増すごとに皆さんの表情が生き生きとして

来て、笑顔の質が向上した。仕事への意識、お
客様との向き合い方、クレーム等が生じた際の
捉え方等を含めたメンタルの強化、また自分自
身を画像、文字、ペアワークを通して客観的に
知る事により具体的な進化成長ができた、心か
らの笑顔の人が増えた。「自分を変える機会に
なって感謝しています。」と、とても恥ずかし
がり屋の方が最終日に満面の笑みでおっしゃっ
て下さり嬉しかったです。
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実施者
・沖縄県の観光産業の発展に当社としても貢献していきたいと思っています、御支援によりマナー講習

を行う事が出来ました、沖縄には最近特に中国語圏や本土からの観光客が増えて来ており、当社のグ
ループ会社の保有タクシー台数が366台もあります。無線室へのタクシー要請が月に10万件近くもあ
り、当社を選ばれたお客様への接遇対応が問われるときでもあります。特にSE乗務員はその機会がほ
かの乗務員より多く、キチンとした接遇マナーを示す必要があります。今回もそのようなマナーを示
すための研修機会を与えていただき感謝いたします。

受講者
・今までとは違う自分を見つけることが出来たと思います。
・内容はよかったが、仲間内の話や、どういったマナーやおもてなしについて、工夫をしているのか、

ディスカッションの時間が欲しかった。
・定期的にこのような研修を望みます。
・SEだけでなく他の社員も受けられたら良いと思います。
・二回研修を受けたが、自分のスキルがアップして無いことにもうしわけなく思います。頑張ります。
・今後の接客に活かしたい。
・相手を思う心が大切だと改めて感じた。
・普段から心掛けている乗車中の対応が間違っていなかったことを確認し、自信が持てました。さらに

スキルアップできるようにしたいと思います。
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 （31）株式会社薬正堂 No.57　業種5（エステ・スパ関係）人材

沖縄で癒しタイムを提供する
笑顔力養成セミナー

株式会社薬正堂
ヒーリングフォレストシュロ

沖縄県沖縄市登川448-1
代表取締役：宮里　敏行 
業種：エステ・スパ関係

研修場所：ヒーリングフォレストシュロ本店

ケリーズコミュニケーション
秋尾　由美子

講師

研修内容

NO 日時（期間） 学んだ内容・テーマ 実施時間
（休憩） 受講人数

1 令和元年 12 月 10 日
9：00 ～ 13：00 沖縄で癒しタイムを提供する笑顔力養成セミナー 4：00 7 名

合計時間（休憩時間）・実施人数 4：00
（0：00） 7名

課　題

現在、沖縄観光の都度、来店いただく固定客も数名存在するが、そのような固定客の増加と外国人客の
増加を目指している。その為の他サロンとの差別化、それに加え社員らのやりがい生きがいにつながる
ような学びをしてもらいたい。

目的と成果

目　的 成　果

受付から会計・お見送りまで他社にはない笑顔・所
作で対応できるようになる。
スタッフ1人1人と接することで顧客へ癒しや喜びを
提供する。

➡ 研修を終えて、一人ひとりが笑顔の大切さ
を学び今後のやりがいや生きがいに繋がっ
た。

目標の達成度（効果）

目　標 達成度（効果）

形だけではない本物の笑顔づくり ➡
表情は心の表れだということを知った。ま
た、笑顔がもたらす効果について表情は良
くも悪くも伝染していくことを学び、普段
の自身の表情を確認して見直すことが出来
た。
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目　標 達成度（効果）

物事の捉え方（感性）を磨く ➡
ペアになって表情のみで気持ちを伝える
ワークを行った際に、自分と相手とでは表
情の捉え方が全く違うことを感じ、伝える
ことが難しいということをこのワークで学
べた。普段いかに言葉に頼っているのか、
どうしたら心（表情）を上手に表現できるの
か一人ひとりが掴めた。

自己を表現することの楽しみ、喜びを知る ➡
鏡をみて笑顔チェックをしたり、ペアに
なって自分の気になるところを相手に褒め
てもらうことで研修前と研修後では自分に
自信をつけることが出来た。また、表情を
豊かに表現する楽しみ・喜びを学ぶことが
出来た。

総　括

「笑顔は良いこと」とは知ってはいても、一日の中で普段鏡を見ている時間は平均30分～1時間程度で自
分がどんな表情をしているのか意識していないことを実感することが出来ました。「笑顔」は世界共通
であり、とても大切なことを学び、セラピスト一人ひとりが自分の姿を見つめ直す良い機会となりまし
た。一緒に働いているセラピスト同士で笑顔・表情について学び感じることで、今後の職場でも研修前
以上に良い雰囲気づくりが出来ました。お客様にも笑顔・癒しの伝染がどんどん広がっていくと信じ、
やりがいや生きがいへと繋がっております。また、今回の研修は涙あり笑顔ありでとても有意義なお時
間を過ごせました。

受講者

全7名：セラピスト（7）

アンケート（記述部分のみ）

講　師
・受講者様全員が終始、食い入るように集中され

とても熱心に受講されました。時間の経過と共
に笑顔が輝きはじめ研修終了時には顔に自信と
いう力が宿っていました。笑顔がもたらす医学
的効果、精神的効果、脳科学的効果、コミュニ
ケーション効果、心理学的効果等を学ぶことで
表面的な笑顔ではなく心からの笑顔の重要さを
全員が理解された。そして、心からの本当の笑
顔で日頃から過ごせるメンタルトレーニングを
通して自信を持ってもらえた。自分が笑顔でい
る事でお客様や職場の仲間、家族、周囲の人達
が言葉無くても笑顔になれる仕組みも学んでいただいたので研修テーマである［沖縄で癒しタイムを
提供する］が実践されると楽しみであり期待している。

実施者
・特になし

受講者
・前から笑顔でいる事はいいというのは聞いたりしていましたが具体的に何をどうすればいいのかわか

らなかったので、今回の研修で考え方の切り替えなどを学べて楽しかったです。
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・私に今すごい必要なことで、お話がものすごくよかったです。自分のものにできるようにアウトプッ
トしてあげていきます。

・固定観念はいつも捨てようって思っても、なかなか捨てられずにいましたが、この講習の後もう一度
捨てるということを思い出せました。自分は自分らしくいられることは本当に大事だなと思いまし
た。悩んでいたことが楽になりました。

・良いご縁でした。
・毎日笑顔でいる事の大切さを学んだ。
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 （32）那覇エアポートパーキング株式会社 No.61　業種6-6（観光施設）人材

接遇マナー講習

那覇エアポートパーキング株式会社
沖縄県那覇市字鏡水150

代表取締役社長：國場　保 
業種：観光施設

研修場所：那覇空港ターミナルビル
ミーティングルーム

一般社団法人 
沖縄県人材育成研究所

九反田　悦子講師

研修内容

NO 日時（期間） 学んだ内容・テーマ 実施時間
（休憩） 受講人数

1 令和元年 12 月 3 日
9：00 ～ 12：00 スピーチ・接客の基本.お辞儀訓練・実習・接客用語 3：00 5 名

2 令和元年 12 月 3 日
13：30 ～ 16：30 スピーチ・接客の基本.お辞儀訓練・実習・接客用語 3：00 7 名

3 令和元年 12 月 4 日
9：00 ～ 12：00 スピーチ・接客の基本.お辞儀訓練・実習・接客用語 3：00 5 名

4 令和元年 12 月 4 日
13：30 ～ 16：30 スピーチ・接客の基本.お辞儀訓練・実習・接客用語 3：00 5 名

5 令和元年 12 月 5 日
9：00 ～ 12：00 スピーチ・接客の基本.お辞儀訓練・実習・接客用語 3：00 5 名

6 令和元年 12 月 5 日
13：30 ～ 16：30 スピーチ・接客の基本.お辞儀訓練・実習・接客用語 3：00 7 名

合計時間（休憩時間）・実施人数 18：00
（0：00） 35名

課　題

那覇空港駐車場ご利用のお客様に不愉快を与えることなく統一的なサービスを提供したい。年齢も幅広
いため、サービスに対する技量に差がある。

目的と成果

目　的 成　果

接客の基本を訓練し実習したい（立哨の仕方やあい
さつ・言葉遣い） ➡ お客様に満足感・安心感･信頼感が出来る

サービス対応できる人材を育成できた。
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目標の達成度（効果）

目　標 達成度（効果）

接客サービスの基本について、受講者の理解度・習
熟度の向上を目指す。 ➡

サービスについて接客のプロとして言葉を
使ってのコミュニケーションと言葉を使わ
ないコミュニケーションとの違いの効果を
理解できた。

挨拶・表情・身だしなみ・立ち振る舞いについて、
受講者の理解度・習熟度の向上を目指す。 ➡ お辞儀と立ち振る舞いの実習にて効果的に

習得できた。

接客用語について、受講者の理解度・習熟度の向上
を目指す。 ➡

尊敬語と謙譲語を理解することができた。
クッション言葉（まくら言葉）をつかうこと
で、特に目上の方、お客様に優しく接客で
きることが理解できた。

総　括

観光立県沖縄那覇空港の玄関で駐車場業務を担っている社員に対しての初めて実施した接遇マナー研修
で接客サービスについての意識を高めることができました。

受講者

全35名：管理グル－プ／契約者窓口対応／管理運営業務帳票管理（9）、ライン第1グループ/／駐車場管
理運営業務（料金授受・接客案内）（14）、ライン第2グループ／駐車場管理運営業務（料金授受・
接客案内）（12）

アンケート（記述部分のみ）

講　師
・同じ那覇空港で働いた経験もあり空港内の施設

や業務内容は周知しており自分自身も空港パー
キングの利用者であった事から業務内容にそっ
た研修ができたと思う。接遇研修で実践（体で
覚えさせる）をできるだけ多く取り入れるカリ
キュラムにしたがマニュアルよりも『働くとは
人として心豊かに生きる事』を随所で話しをし
た。お客様としての視点、そして社員の立場と
して具体的内容に織り込む事ができたと思う。
出向者や正社員、契約社員等様々な出身の社員
が同じ職場同じような仕事をしている環境も前
職で同じく経験してきた立場として中間管理職の思い、社員の思いを聞くことができた。今回の研修
は通常1日コースの研修を3時間に短縮しての研修であったため基本的な事しかできなかったがマイン
ド面の研修（DVD鑑賞など）の時間がとれれば良かったのではと思う。心が豊かでないといいサービ
スはできないと研修期間中何度も強調したのでその意図をあらゆる講話では取り入れている南蔵院の
林住職のDVDを社員の皆様に視聴して頂けるようNAP社へ4ヶ月間貸し出すことをした。

実施者
・わが社のような中小企業にはありがたい制度です。これからも継続してください。

受講者
・心地の良いお話を聞けました。仕事へのモチベーションにもなると思います。
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・周りの人への心遣いが大切であると思いました。その場その場に対応した気持ちを態度で表すことが
大切で、そのためには、基本動作の技術を習得することが必要だと感じました。

・サービスとは自分の心が豊かで幸せでなかったら良いサービスが出来ないこと、心身ともに豊かに過
ごせるように喚起したいです。「過去と他人は変えられない」→自分を変える事

・今までの自分を見直す機会になった。
・職場での会話はほとんど方言が多いので、今後接客する際は言葉遣いなどに注意していきたい。
・お客様が気持ちよくなるサービスを積極的に実施していきたい。
・人は幸せになるために、生きているを体言化した内容で、とても心に染みて、魂をゆすぶる思いを感

動しました。
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