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株式会社パームロイヤル

No.67 業種 2（宿泊） 人材

上手に伝えられる人となる
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
那覇市牧志 3-9-10
代表取締役社長：高倉 幸一
業種：ホテル業
研修場所：那覇市牧志 テンブス館
講師

株式会社リレーションシップ
関根 由紀江（那覇市）

課題



物事を分かりやすく、相手の反応を見ながら自分の気持ちを上手く伝えることができない。
伝わったどうか不安になる。
不安があると笑顔につながらない。



目的
心のこもった伝達力 心からの笑顔 違いを感じさせないおもてなし

・

研修内容
NO

1

2

日時（期間）

学んだ内容・テーマ

実施時間
（休憩）

受講
人数

平成 29 年 11 月 7 日
10：00～13：00

(Ａグループ①）
♦接遇基本のおさらい
・基本行動（挨拶・お辞儀・敬語・言葉遣い・電話応対・お客様応
対）の復習
♦皆で感じ考える「気になること」「迷うこと」
・お客様対応で気になることや迷ったこと
・「こんなとき、どうするのだろう」という不安
・自信を持ってできないこと
♦コミュニケーション
・相手を呼んでから話始める
・プラスアルファの一言
・何気ないことも言葉に出して表現
・「ありがとう」をたくさん言う
♦パームロイヤルらしい「ありがとう」

3：00

15 名

平成 29 年 11 月 7 日
15：00～18：00

(B グループ①）
♦接遇基本のおさらい
・基本行動（挨拶・お辞儀・敬語・言葉遣い・電話応対・お客様応
対）の復習
♦皆で感じ考える「気になること」「迷うこと」
・お客様対応で気になることや迷ったこと
・「こんなとき、どうするのだろう」という不安
・自信を持ってできないこと
♦コミュニケーション
・相手を呼んでから話始める

3：00

12 名
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・プラスアルファの一言
・何気ないことも言葉に出して表現
・「ありがとう」をたくさん言う
♦パームロイヤルらしい「ありがとう」

3

4

5

平成 29 年 11 月 8 日
10：00～13：00

(Ａグループ②）
♦言葉遣い
・最近気になる言葉遣い
・正しい言葉遣いで話す
♦仲間と仕事をする意識
テーマを決め、ＫＪ法で感じる（2 つのグループに分ける）
・自分の心にある思い
・仲間の思い
・共通点
言葉・表現の違いだけで思いは一緒
・少数意見の重さを感じる
・意見の集約
・集約した内容の理解
・実行に移すための「始めの一歩」を決める
・発表 ：誰にもわかりやすく伝える
⇒ 発表後、もう一つのグループと講師からの質問を受け説明
⇒ 発表及び質問に対して説明することによって、自分たちの意見
を、より理解し深める
♦パームロイヤルらしい「ありがとう」を実践して
・今までの「ありがとう」との違い
自分の気持ち
相手の反応 他
＊宿題

3：00

14 名

平成 29 年 11 月 8 日
15：00～18：00

(B グループ②）
♦言葉遣い
・最近気になる言葉遣い
・正しい言葉遣いで話す
♦仲間と仕事をする意識
テーマを決め、ＫＪ法で感じる（2 つのグループに分ける）
・自分の心にある思い
・仲間の思い
・共通点
言葉・表現の違いだけで思いは一緒
・少数意見の重さを感じる
・意見の集約
・集約した内容の理解
・実行に移すための「始めの一歩」を決める
・発表 ：誰にもわかりやすく伝える
⇒ 発表後、もう一つのグループと講師からの質問を受け説明
⇒ 発表及び質問に対して説明することによって、自分たちの意見
を、より理解し深める
♦パームロイヤルらしい「ありがとう」を実践して
・今までの「ありがとう」との違い
自分の気持ち
相手の反応 他
＊宿題

3：00

10 名

平成 30 年 1 月 11 日
10:00～13:00

（A グループ③）
♦前回の復習・確認 質問形式
♦宿題発表
♦こんなときどうする？このおもてなしをどう思う？
・客室からの内線電話の対応
・ロビーで（お客様に）化粧室を聞かれたら
・「また来たい」「（自分に）また会いたい」と
思って頂くには・・・他
♦パーソナルスペース
・相手が一番居心地良く感じる距離を捉える
・関係性その場の雰囲気から距離感を捉える

3：00

15 名
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♦お客様が一番求めることとは
・ディズニーの行動規準（4 つの鍵）から考える
・安心と安全のキープ
♦まとめ
研修 3 回の総合まとめと質疑応答

平成 30 年 1 月 11 日
15:00～18:00

6

（Ｂグループ③）
♦前回の復習・確認
質問形式
♦宿題発表
♦こんなときどうする？このおもてなしをどう思う？
・客室からの内線電話の対応
・ロビーで（お客様に）化粧室を聞かれたら
・「また来たい」「（自分に）また会いたい」と
思って頂くには・・・他
♦パーソナルスペース
・相手が一番居心地良く感じる距離を捉える
・関係性その場の雰囲気から距離感を捉える
♦お客様が一番求めることとは
・ディズニーの行動規準（4 つの鍵）から考える
・安心と安全のキープ
♦まとめ
研修 3 回の総合まとめと質疑応答
合計時間（休憩時間）・実人数

3：00

13 名

18：00
（0：00）

29 名

成果
・
・
・
・
・

接遇だけでなくコミュニケーションを取るうえでも大切な言葉遣い。相手に分かりやすく表現を言い変えるなどし
て、相手に受け入れやすい言葉遣いにすること。
相手の話すスピードに合わせて好意的に聴ける話し方をすること。
パーソナルスペースを保つこと。
人対人の距離は関係性があり、関係性や立場を考えて良い位置を保つことは、上手に伝える・話す・印象が良くな
るための大切な心得であること。
毎日言っている挨拶言葉が台詞になっており、それを心からが言えるよう意識して遣い、笑顔につながること。
効果

・
・
・

・

上手にクッション言葉を用い分かりやすく話す相手のスピードに合わせた話し方を意識する光景が見られるように
なった。
「ありがとう」が魔法の言葉であることを理解し多く言えるようになって来た。それが感謝と共にお互いに笑顔に
つながりハッピーになれる
「スキルアップをしたい」と意欲のあるスタッフが出て来た。
心にゆとりができ、安心感を与える笑顔で接客できるようになってきた。
統括

・
・
・
・

グループワークでのディスカッションでは、他の部署の仕事内容等理解が深まり、今後仕事する上でも部署間の補
完関係が構築され、連系したより良い接遇に繋がると思う。
新入社員 5 名を含めた今回の研修でしたが、研修を重ねるごとにスタッフの接遇に対する意識の持ち方が変わって
来た感がある。
毎年行っている研修ではあるが、指導を受けるたびごとにスタッフの成長を感じている。
今の自分に満足せずスキルアップを図ろうとモチベーションの上がっているスタッフをサポートしつつ今後も継続
してこの様な研修を実施し、観光産業に携わる企業として人材を育成し沖縄らしいおもてなしに寄与出来るよう努
めて行きたく思う。
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受講者

全 29 名

フロント、レストラン、予約、客室、施設、総務 (29)
アンケート

経営者
・ 研修を重ねるごとに自信が笑顔になってより良いサービスが出来る
まで成長しているので、引続き行政の支援をお願いしたい。
担当者
・ 外部からの専門講師の下で研修を行うことは緊張するものの、自分のやっていることが正しいかどうかの確認がで
きることや研修を積むことで自信につながりより良いサービスに繋がる。観光立県としてスキルアップを図るには
継続して行くことが大事なので行政の支援は非常に助かる。本事業を継続して頂きたい。
講師

今年度で 3 年目にあたるが、一昨年から昨年にかけて成長が感じられた方が半分以上おり、今年度の研修で成長
を感じられた方でほぼ全員が、何かしら身につけて実践した。また、初回(一昨年)には受講していない方も、今
年は自然な笑顔でおもてなしができるようになっており、今年度初めて受講された方も 1・2 回目(昨年の 11 月
7・8 日)より、最終日(今年の 1 月 11 日)には、ステップアップしていたのを感じた。

成長過程の度合は様々だが、下記に記す。
つくるのではなく自然な笑顔で接遇できるようになってきた・スタンバイの際の表情がやさしくなった
◆お客様へのお声掛けをしている姿をよく見るようになった・挨拶だけではなく会話をするようになった
◆研修中、質問にも答えられずもじもじしていた方が、人前にサッと出てきて演習の様子を見せるようになっ
た。持ち場でも、以前よりホテルマンらしく動いていた
◆ベテラン組は自分自身の言動・行動を見直すための振返りは勿論のこと、周りの後輩たちの動きなど気づいた
ことを講師に相談してきた方が何人かいた
◆心を込めて「ありがとう」を言う宿題に対して、まず家族に試してみた方、仕事の仲間で試してみた方、お客
様との会話にできるだけ「ありがとう」を言ってみた方と、宿題に対しても、それぞれ自分の思い、考えを反映
させて行なってくださった
◆人員不足の現在、出来る限りみんなで協力し合う姿があった
◆新人で話し方が少々きつく、笑顔もなかった方が、研修終了近くに柔らかな表情となり、率先して行なう姿勢
が窺えた

等々、皆様変化しつつある。これらを保ちながら、更なる効果向上させるには、Q10-3「受講者が受講意欲を持て
るような工夫をこらす」などを、企業側と講師で機会があれば考えると、より意欲が出てくるだろう。
Q10-12.その他では、講師である私が、研修中に書いていただいたシートに一人ずつにコメントを書き、課題を渡
すことによって、今後の方向性を示すことが必要かと考え、実行する。また、沖縄に来た際には訪問し、活躍し
ている様子を見届けることも必要かと感じた。効果向上には、
「やり続ける事・伝え続ける事」が一番。常に意識
してより向上していただけるよう、担当した講師として、できることがあればお役に立ちたく存じる。
受講者

今回の研修を経て、接客の基本やノウハウ等を学ぶ事ができ、今後、自分自身や他スタッフの能力向上に大変役
立つと思う。実践できるよう、より一層努める。

今後も毎年研修を行い全員のスキルアップ意識の再確認を行っていきたい。

初心を改めて思い出し考える機会となった。

日々の業務が忙しく、他部署との話し合いの場がないので今回の研修で交流が出来てとても良い機会だった。

自分たちの接客の仕方によってお客様の感じ方、満足度が変わることがわかり、話し方、笑顔、姿勢などを意識
するようになった。社員の先輩方と連携をとりながら、これから仕事をしていきたいと思う。

年に 1 度～数回研修を受けたい。(接客に大切な事を学べる研修と思うので)

研修楽しく受けた。

言葉遣い、話し方、話すスピード等地道な勉強とトレーニングが必要だと感じた。

関根先生の説明が解りやすくてとても良かった。とても勉強になった。

接客の基本を学び初心に戻れた。次回は夜勤後ではなくベストの状態で受けたい。

内容は分かり易くて良かった。他のホテルはどういう接客、業務内容か等も聞いてみたい。

研修を受ける事で、行動言動の一つ一つを気にするようになり、お客様に喜ばれる機会が増えたように感じてい
る。

更なる研鑽を積み重ねる為、今後もこのような研修を受けてみたい。

研修後、仕事への取り組み方を考え直すきっかけとなった。いろんな意味で、相手の事を考えて、取り組もうと
思う。また、職場内での意思の疎通の重要性が、大事だと思った。

研修の後半しか受けてないので、残念。分かりやすく先生が説明してくれるので、現場ですぐに使いやすい。
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・別館ができる事で、おこりうる問題をあらためて考えさせられた。新人スタッフへの指導や、今まであたりまえにや
ってきたお客様へのおもてなしが継続してできるかなど、少し不安が残る。今回学んだ事で対応していきたいと思っ
た。
・研修を受けることができてとてもよかった。仕事に対するだけではなく生活にもとてもよかった。今度チャンスがあ
ったら、もっと受けたい、もっと勉強したい。
・研修を通して、仕事への取り組み方、今すぐやらなければならない事を再確認できた。新人社員の人材育成「丁寧に
接する・フォローする」を目標に皆のモチベーションを高めていきたい。
・またの機会を楽しみに待っている。
・仕事への取り組み方が明確になった。
・入社した頃他部門の仕事内容を早く知らないと問題点に気づくまでには、3 年はかかると見越して焦っていた当時の
自分を思い起こした。他部門が問題と感じている事を共有する、忙しい現実で失念していた。
・今回「クッション言葉をたくさん知っておこう」という事で、日頃から意識して使うようにしないと、急には出てこ
ないと自覚した。
・これからの仕事に従事するにあたり、いいヒントを頂いた。
・研修を重ねるごとに自分の知らないことを知ることができるようになってきた。相手を思いやる優しい言葉遣いを身
に付け、心からすぐに「ありがとう」が言えるようにしていけたらと思う。
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