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はじめに 

本事業・本書のねらい 

一般社団法人東紀州地域振興公社において、東紀州地域の観光関係事業者様などと共に、当

地域を訪れる旅行者が安心、安全、快適に旅行を楽しめるための観光地域づくりを進めています。

宿泊施設におけるおもてなし品質向上に向けた改善取組支援事業（以下。「本事業」という）では、

東紀州地域において、旅行者がより快適に過ごせるよう、宿泊施設におけるおもてなし品質の向上

に向けた改善取組を支援することを目的としています。 

本書は、その基礎となる「おもてなし経営」を実践するために必要な基本姿勢や知識、技能等を

記載することで、これからの従業員教育や各種施設運営に役立てていただくことをねらいとしてい

ます。「どのような気持ちでお客様に接すれば良いのか」「どのような行動によりお客様が心地よくご

利用いただけるのか」など、お客様に提供されるサービスに必要な要素をご確認いただくことで、

自社のサービスや人材育成の更なる充実を図って下さい。 

“おもてなし”セルフチェック（自己診断）シートとの関連 

 本書は、別紙「“おもてなし”セルフチェック（自己診断）シート（以下、「セルフチェックシート」とい

う）」に記載の各セルフチェック項目に対応したマニュアルとなっています。セルフチェックシートで

「NO」にチェックをした項目について、該当ページを確認いただき、自社の更なるおもてなし品質

の向上、改善取組の実施にご活用ください。 
 

≪ “おもてなし”セルフチェック（自己診断）シートの各項目と本書の対応表≫ 

セルフチェックシート項目（Ａ～Ｆテーマ別） 本書の該当ページ 

Ａ．おもてなしのチェックリスト ｐ１２ 

Ｂ．ＱＳＣのチェックリスト ｐ１３～１９ 

Ｃ．従業員の行動チェックリスト ｐ１０，１１ 

Ｄ．デジタル・ＩＴ等に関するチェックリスト ｐ３０～３３ 

Ｅ．外国人対応に関するチェックリスト ｐ２０～２４ 

Ｆ．建物のバリアフリーチェックリスト ｐ２５～２８ 

※ｐ５～９は、“ＥＳとＣＳ”、“職場におけるコミュニケーション”、“身だしなみ”の重要性について記載 

  

主催：一般社団法人東紀州地域振興公社 運営事務局：株式会社百五総合研究所 059-228-9105 担当：中村・服部・柳田

ご回答・ご送信の流れ

“おもてなし”に関するセルフチェックシート
（自 己診 断）

おもてなし経営とは、お客様と心を通わせる中で、「豊かさや喜び、感動、安らぎ」等をお
客様に届ける経営をいいます。おもてなし経営を行うためには、まずはサービスを提供する
従業員一人ひとりの気持ちや心の充実が大切です。そうした従業員が誇りを持ってお客様や
地域社会と共存し、優れたコミュニケーションの場をつくることで質の高いホスピタリティ
の提供を行うことができるようになります。

“おもてなし”の基本 ～おもてなし経営とは？～

本チェックシートは、東紀州地域の宿泊施設の皆様の、現状の“おもてなし”に関するお取り組み状況を把握

するものです。結果は、今後の東紀州地域全体の“おもてなし”の質の向上に向けた取り組みに活用します。

＜取り組みによる効果＞

• 自施設の“おもてなし”に関する課題等の整理・把握ができます

※「お客様アンケート」「セルフチェックシート」の結果より、各宿泊施設における課題等をフィードバック

• 「おもてなしマニュアル本※」の共有により、施設自ら改善取組が実施できます

※各種改善事例やチェックシートの項目に対応した、“おもてなし”に関するマニュアル本

ＷＥＢ ＷＥＢ回答フォームにアクセス 回答フォームご入力（ご回答）・ご送信

本チェックシートにご回答 FAXでご送信ＦＡＸ

ＦＡＸ番号：０５９－２２８－９３８０
※ＦＡＸ送信先は、運営事務局（株式会社百五総合研究所）となります。

「お客様アンケート」の回収分をお送りいただくレターパックに、
本チェックシートを同封いただき、ご返送ください。

＜ＱＲコード＞ ＜ＵＲＬ＞

https://questant.jp/q/3CUOGQ3C

下記、いずれかの方法でご回答ください。

レター
パック

本チェックシートにご回答 レターパックでご返送

ＷＥＢ回答フォームへは、下記ＱＲコードまたはＵＲＬよりアクセスください。

本件

「おもてなし
ブラッシュアップ

研修会」
の実施

セルフチェック
(自己診断)
の実施

専門家派遣先
への

個社別ヒアリング

専門家派遣
による改善取組の

ご提案

「おもてなし
マニュアル本」

の作成・共有
② ③

④ ⑥

11月11日実施 11月中旬～12月上旬 12月中旬～1月中旬 1月中旬～2月下旬 3月上旬完成

お客様アンケートの実施
（宿泊施設利用者アンケート）
①

⑤
10月1日～11月30日（現在実施中）

各施設にて
個別課題に対する
改善取組の実施

⑦

３月以降

回答・送信期限 ： 1 2 月 3 日（金）まで

“ お も て な し ” セ ル フ チ ェ ッ ク （ 自 己 診 断 ） シ ー ト
※別添、「セルフチェックシート お取り組みのご案内」をご覧いただき、実施ください。

該当箇所に✓
YES NO

該当
なし

1

2

3

4

5

6

7 従業員は、常連のお客様に関する記録から好みを来店前に把握し、お客様に喜んでいただけるよう接客に活かそうと努めている

A.おもてなしのチェックリスト

従業員は、おもてなしの基本的な考え方と、接客の意義や重要性を理解している

従業員は、接客に際して常におもてなしの気持ちで臨めるよう自らの気持ちをコントロールしている

従業員は、お客様の感動を察し、共感することの重要性を認識している

従業員は、日頃から他業種を含めたサービスやホスピタリティに対する関心を持ち、必要な情報を収集している

従業員は、お客様一人ひとりの利用目的や要望、好みが異なることを理解している

従業員は、お客様の服装、同行者、表情等からお客様の来店目的を想定し、接客に活かそうと努めている

YES NO
該当
なし

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 金銭の受渡しは、正しく行われている

21

22

23

24

25

26 従業員 従業員は、接客にふさわしい身だしなみを常に心がけ、勤務前に鏡に映しチェックを行っている

27 施設外周 店舗外周は清掃されている

28 机・カウンター・椅子・床・壁などにゴミやチリ、汚れがなく清潔感がある

29 雑誌やインテリアなどの整理整頓が行き届いている

30 レジ台・ドロアー（レジの中・紙幣等を一時保管する引き出し）などが清掃、整理整頓が行き届いている

31
通路

（階段･エレベーターを含む）
床・壁などにゴミやチリ、汚れがなく清潔感がある

32 机・椅子・床・壁などにゴミやチリ、汚れがなく清潔感がある

33 雑誌やインテリアなどの整理整頓が行き届いている

34 各種備品（アメニティ）などの補充・整理整頓が行き届いている

35 机・椅子・床・壁などにゴミやチリ、汚れがなく清潔感がある

36 各種備品（アメニティ）などの補充・整理整頓が行き届いている

客室

共有浴場

注文された料理・喫茶を正確に適切な時間で提供している

テーブル単位の料理は全部同時に提供されている

従業員のメニュー・料理の提供の仕方が丁寧である

入口玄関
エントランス

ロビー

従業員は、商品や店舗に対する知識がある

従業員は、お客様の名前を覚え、状況に応じて名前で呼びかけている

従業員は、お客様から求められた場合には、日本や地域の歴史・伝統・文化、観光情報等を説明している

従業員は、お客様から外国語で話しかけられた場合、自ら応対を行うか、あるいは、外国語のできるスタッフに的確に話をつないでいる

後片付け（客室清掃や食事など）は、お客様に不快感を与えぬよう行われている

サービスチェック（お冷や・喫茶の提供、灰皿交換など）や、注文をお伺いするタイミングが適切である

B.QSC※のチェックリスト　※QSCとは、Ｑ：クオリティー（品質）、Ｓ：サービス（接客）、Ｃ：クリンリネス（清潔さ）の意味

適正な食材管理ができている

季節メニューやバリューメニューの提案など工夫がされている

冷暖房機は作動しており、室内の温度は適温に保たれている

混雑時（ラッシュタイム）でも落着いた雰囲気を保っている

従業員は、お客様にわかりやすく説明するコミュニケーション能力がある

料理・喫茶の、色・量（ポーション）・盛付け・温度が適切である

料理・喫茶について、温かいものは温かく、冷たいものは冷たい状態で提供できている

コーヒー・スープ等は試飲も含め、商品チェックを行っている

該当箇所に✓

裏面へ

37 便器、床・壁などにゴミやチリ、汚れがなく清潔感がある

38 各種備品（アメニティ）などの補充・整理整頓が行き届いている

39 机・椅子・床・壁などにゴミやチリ、汚れがなく清潔感がある

40 テーブルに設置されている塩や胡椒、醤油など（カスターセット）の補充・整理整頓され、清潔に保たれている

41 作業台・シンク・タナ等の整理整頓ができており、ゴミなどがない

42 箸やシルバー食器、湯飲みやグラスなど、客席消耗品類は、補充・整理整頓され、清潔に保たれている

43 食器や調味料入れなど、清潔感があり、所定の場所に保管されている

44 厨房は清掃、整理整頓され、清潔に保たれている

45 洗浄機本体の清掃、拭き上げがなされている

46 机・椅子・床・壁などにゴミやチリ、汚れがなく清潔感がある

47 各種備品（アメニティ）などの補充・整理整頓が行き届いている

48 清掃用具は所定の場所に格納されている

49
お客様の目にふれる場所にゴミなどを集めていない
（ゴミ置き場等へ収納され、ゴミ箱は拭き上げられている）

50  スタッフ用更衣室、休憩室、その他事務所は整理整頓されている

その他

共有トイレ

共有食事スペース
(レストランなど)

厨房
（キッチン）

その他
共有スペース

（宴会場や遊技場など）

YES NO
該当
なし

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

C.従業員の行動チェックリスト

その場の状況に即して、笑顔でお客様に応対している（従業員の表情が生き生きしている）

正しい接客用語やお客様に配慮した丁寧な言葉使いで、応対している

お客様には温かみがあり、親切丁寧な態度で接している

きびきびと感じの良い動作で、応対している

待機の姿勢がよく、お客様への目配りが行き届いている

雑談・私語をしていない

お客様の送り迎えは、礼儀正しく行われ、心がこもったお見送り・声かけをしている

初対面の人に会うときは、自分の第一印象を良くする努力をしている

感情の浮き沈みで人に迷惑をかけないようにしている

大きな失敗をしたとしても表情に出さずに平静でいられるよう努力している

挨拶は、職場の雰囲気づくりのために一番重要なことなので実行している

職場の人間関係がうまくいくように、働きかけをしている

YES NO
該当
なし

63

64

65

66

67

68

D.デジタル・IT等に関するチェックリスト

宿泊予約情報（キャンセル・変更など）について電子化し、管理している

タブレット端末による顧客情報の共有をしている

フリーWi-Fiの提供をしている

キャッシュレス決済に対応した決済端末を導入している

インターネットを活用した予約・問い合わせ対応 をしている

チラシ、ウェブサイト（HP）、SNS などを使った情報発信を実施している

YES NO
該当
なし

63

64

65

66

67

68

D.デジタル・IT等に関するチェックリスト

宿泊予約情報（キャンセル・変更など）について電子化し、管理している

タブレット端末による顧客情報の共有をしている

フリーWi-Fiの提供をしている

キャッシュレス決済に対応した決済端末を導入している

インターネットを活用した予約・問い合わせ対応 をしている

チラシ、ウェブサイト（HP）、SNS などを使った情報発信を実施している

主催：一般社団法人東紀州地域振興公社 運営事務局：株式会社百五総合研究所 059-228-9105 担当：中村・服部・柳田

該当箇所に✓

セルフチェック（自己診断）、おつかれさまでした。

宿泊施設名

ご担当者さま （役職）

電話番号 E-Mail

本チェックシートは、表面記載のいずれかの方法で

1 2 月 3 日（金）までに、

ご送信いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

セルフチェックや本事業に関するご質問などがございましたら、

運営事務局までお問い合わせください。

YES NO
該当
なし

69

70

71

72

73

74

75

76

店内外サイン（例:トイレ、非常口、看板など）についての外国語表記、または訪日外国人にもわかりやすいピクトグラム
※

などを活用している
※何らかの情報や注意を示すための視覚記号（サイン）。「絵文字」「絵単語」などと呼ばれる

外国語でのサービス内容表示や説明ツールなどの用意している

従業員が外国語での接客を行うための支援ツールを用意している

外国語版近隣マップを用意している（各地域で作成・共有しているものでも可）

E.外国人対応に関するチェックリスト

自社がターゲットとする外国人のお客様の文化などの理解、外国人のお客様に対しての接客ポリシーを設けている

外国人のお客様に対しての接客ポリシー（指針）を従業員が理解・徹底するための取組をしている

外国人のお客様と必要最低限のコミュニケーションが取れるような従業員教育を実施している

外国語によるメール・電話での問い合わせに対応している

YES NO
該当
なし

77 ①客室の総数が50以上で、車いす使用者用客室を１以上設けている

78 （1)便所内に車いす使用者用便房を設けている

79 （2)出入口の幅は80ｃｍ以上である（当該便房を設ける便所も同様）

80
（3)出入口の戸は車いす使用者が通過しやすく、前後に水平部分を設けている
　　 （当該便房を設ける便所も同様）

81 （1)浴槽、シャワー、手すり等が適切に配置されている

82 （2)車いすで利用しやすいよう十分な空間が確保されている

83 （3)出入口の幅は80ｃｍ以上である

84 （4)出入口の戸は車いす使用者が通過しやすく、前後に水平部分を設けている

F.建物のバリアフリーチェックリスト　※原則、客室50室以上の宿泊施設が対象

②便所（同じ階に共用の車
いす使用者用便房があれば
代替可能）

③浴室等（共用の車いす使
用者用浴室等があれば代替
可能）

YES NO
該当
なし

85

★．新型コロナウィルス感染症対策に関するチェックリスト

「みえ安心おもてなし認証」の取得など、三重県の基準に沿った新型コロナウィルス感染防止対策に取り組んでいる

「NO」の宿泊施設様は、

別紙“おもてなし”セルフチェック（自己診断）シートで、

現状の感染症対策の状況をご確認ください。

“おもてなし”セルフチェック（自己診断）シート ※次ページにセルフチェック項目一覧を掲載 
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おもてなしセルフチェック（自己診断）シートの項目一覧 

 

 

 

YES NO
該当
なし

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 金銭の受渡しは、正しく行われている

21

22

23

24

25

26 従業員 従業員は、接客にふさわしい身だしなみを常に心がけ、勤務前に鏡に映しチェックを行っている

27 施設外周 店舗外周は清掃されている

28 机・カウンター・椅子・床・壁などにゴミやチリ、汚れがなく清潔感がある

29 雑誌やインテリアなどの整理整頓が行き届いている

30 レジ台・ドロアー（レジの中・紙幣等を一時保管する引き出し）などが清掃、整理整頓が行き届いている

31
通路

（階段･エレベーターを含む）
床・壁などにゴミやチリ、汚れがなく清潔感がある

32 机・椅子・床・壁などにゴミやチリ、汚れがなく清潔感がある

33 雑誌やインテリアなどの整理整頓が行き届いている

34 各種備品（アメニティ）などの補充・整理整頓が行き届いている

35 机・椅子・床・壁などにゴミやチリ、汚れがなく清潔感がある

36 各種備品（アメニティ）などの補充・整理整頓が行き届いている

37 便器、床・壁などにゴミやチリ、汚れがなく清潔感がある

38 各種備品（アメニティ）などの補充・整理整頓が行き届いている

39 机・椅子・床・壁などにゴミやチリ、汚れがなく清潔感がある

40 テーブルに設置されている塩や胡椒、醤油など（カスターセット）の補充・整理整頓され、清潔に保たれている

41 作業台・シンク・タナ等の整理整頓ができており、ゴミなどがない

42 箸やシルバー食器、湯飲みやグラスなど、客席消耗品類は、補充・整理整頓され、清潔に保たれている

43 食器や調味料入れなど、清潔感があり、所定の場所に保管されている

44 厨房は清掃、整理整頓され、清潔に保たれている

45 洗浄機本体の清掃、拭き上げがなされている

46 机・椅子・床・壁などにゴミやチリ、汚れがなく清潔感がある

47 各種備品（アメニティ）などの補充・整理整頓が行き届いている

48 清掃用具は所定の場所に格納されている

49
お客様の目にふれる場所にゴミなどを集めていない
（ゴミ置き場等へ収納され、ゴミ箱は拭き上げられている）

50  スタッフ用更衣室、休憩室、その他事務所は整理整頓されている

共有浴場

その他

共有トイレ

共有食事スペース
(レストランなど)

厨房
（キッチン）

その他
共有スペース

（宴会場や遊技場など）

注文された料理・喫茶を正確に適切な時間で提供している

テーブル単位の料理は全部同時に提供されている

従業員のメニュー・料理の提供の仕方が丁寧である

入口玄関
エントランス

ロビー

客室

従業員は、お客様の名前を覚え、状況に応じて名前で呼びかけている

従業員は、お客様から求められた場合には、日本や地域の歴史・伝統・文化、観光情報等を説明している

従業員は、お客様から外国語で話しかけられた場合、自ら応対を行うか、あるいは、外国語のできるスタッフに的確に話をつないでいる

後片付け（客室清掃や食事など）は、お客様に不快感を与えぬよう行われている

サービスチェック（お冷や・喫茶の提供、灰皿交換など）や、注文をお伺いするタイミングが適切である

B.QSC※のチェックリスト　※QSCとは、Ｑ：クオリティー（品質）、Ｓ：サービス（接客）、Ｃ：クリンリネス（清潔さ）の意味

適正な食材管理ができている

季節メニューやバリューメニューの提案など工夫がされている

冷暖房機は作動しており、室内の温度は適温に保たれている

混雑時（ラッシュタイム）でも落着いた雰囲気を保っている

従業員は、お客様にわかりやすく説明するコミュニケーション能力がある

料理・喫茶の、色・量（ポーション）・盛付け・温度が適切である

料理・喫茶について、温かいものは温かく、冷たいものは冷たい状態で提供できている

コーヒー・スープ等は試飲も含め、商品チェックを行っている

従業員は、商品や店舗に対する知識がある

YES NO
該当
なし

1

2

3

4

5

6

7

A.おもてなしのチェックリスト

従業員は、常連のお客様に関する記録から好みを来店前に把握し、お客様に喜んでいただけるよう接客に活かそうと努めている

従業員は、おもてなしの基本的な考え方と、接客の意義や重要性を理解している

従業員は、接客に際して常におもてなしの気持ちで臨めるよう自らの気持ちをコントロールしている

従業員は、お客様の感動を察し、共感することの重要性を認識している

従業員は、日頃から他業種を含めたサービスやホスピタリティに対する関心を持ち、必要な情報を収集している

従業員は、お客様一人ひとりの利用目的や要望、好みが異なることを理解している

従業員は、お客様の服装、同行者、表情等からお客様の来店目的を想定し、接客に活かそうと努めている

➡次ページへ 



 

3       

 

  

YES NO
該当
なし

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 金銭の受渡しは、正しく行われている

21

22

23

24

25

26 従業員 従業員は、接客にふさわしい身だしなみを常に心がけ、勤務前に鏡に映しチェックを行っている

27 施設外周 店舗外周は清掃されている

28 机・カウンター・椅子・床・壁などにゴミやチリ、汚れがなく清潔感がある

29 雑誌やインテリアなどの整理整頓が行き届いている

30 レジ台・ドロアー（レジの中・紙幣等を一時保管する引き出し）などが清掃、整理整頓が行き届いている

31
通路

（階段･エレベーターを含む）
床・壁などにゴミやチリ、汚れがなく清潔感がある

32 机・椅子・床・壁などにゴミやチリ、汚れがなく清潔感がある

33 雑誌やインテリアなどの整理整頓が行き届いている

34 各種備品（アメニティ）などの補充・整理整頓が行き届いている

35 机・椅子・床・壁などにゴミやチリ、汚れがなく清潔感がある

36 各種備品（アメニティ）などの補充・整理整頓が行き届いている

37 便器、床・壁などにゴミやチリ、汚れがなく清潔感がある

38 各種備品（アメニティ）などの補充・整理整頓が行き届いている

39 机・椅子・床・壁などにゴミやチリ、汚れがなく清潔感がある

40 テーブルに設置されている塩や胡椒、醤油など（カスターセット）の補充・整理整頓され、清潔に保たれている

41 作業台・シンク・タナ等の整理整頓ができており、ゴミなどがない

42 箸やシルバー食器、湯飲みやグラスなど、客席消耗品類は、補充・整理整頓され、清潔に保たれている

43 食器や調味料入れなど、清潔感があり、所定の場所に保管されている

44 厨房は清掃、整理整頓され、清潔に保たれている

45 洗浄機本体の清掃、拭き上げがなされている

46 机・椅子・床・壁などにゴミやチリ、汚れがなく清潔感がある

47 各種備品（アメニティ）などの補充・整理整頓が行き届いている

48 清掃用具は所定の場所に格納されている

49
お客様の目にふれる場所にゴミなどを集めていない
（ゴミ置き場等へ収納され、ゴミ箱は拭き上げられている）

50  スタッフ用更衣室、休憩室、その他事務所は整理整頓されている

共有浴場

その他

共有トイレ

共有食事スペース
(レストランなど)

厨房
（キッチン）

その他
共有スペース

（宴会場や遊技場など）

注文された料理・喫茶を正確に適切な時間で提供している

テーブル単位の料理は全部同時に提供されている

従業員のメニュー・料理の提供の仕方が丁寧である

入口玄関
エントランス

ロビー

客室

従業員は、お客様の名前を覚え、状況に応じて名前で呼びかけている

従業員は、お客様から求められた場合には、日本や地域の歴史・伝統・文化、観光情報等を説明している

従業員は、お客様から外国語で話しかけられた場合、自ら応対を行うか、あるいは、外国語のできるスタッフに的確に話をつないでいる

後片付け（客室清掃や食事など）は、お客様に不快感を与えぬよう行われている

サービスチェック（お冷や・喫茶の提供、灰皿交換など）や、注文をお伺いするタイミングが適切である

B.QSC※のチェックリスト　※QSCとは、Ｑ：クオリティー（品質）、Ｓ：サービス（接客）、Ｃ：クリンリネス（清潔さ）の意味

適正な食材管理ができている

季節メニューやバリューメニューの提案など工夫がされている

冷暖房機は作動しており、室内の温度は適温に保たれている

混雑時（ラッシュタイム）でも落着いた雰囲気を保っている

従業員は、お客様にわかりやすく説明するコミュニケーション能力がある

料理・喫茶の、色・量（ポーション）・盛付け・温度が適切である

料理・喫茶について、温かいものは温かく、冷たいものは冷たい状態で提供できている

コーヒー・スープ等は試飲も含め、商品チェックを行っている

従業員は、商品や店舗に対する知識がある

YES NO
該当
なし

63

64

65

66

67

68

D.デジタル・IT等に関するチェックリスト

宿泊予約情報（キャンセル・変更など）について電子化し、管理している

タブレット端末による顧客情報の共有をしている

フリーWi-Fiの提供をしている

キャッシュレス決済に対応した決済端末を導入している

インターネットを活用した予約・問い合わせ対応 をしている

チラシ、ウェブサイト（HP）、SNS などを使った情報発信を実施している

YES NO
該当
なし

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

C.従業員の行動チェックリスト

挨拶は、職場の雰囲気づくりのために一番重要なことなので実行している

職場の人間関係がうまくいくように、働きかけをしている

雑談・私語をしていない

お客様の送り迎えは、礼儀正しく行われ、心がこもったお見送り・声かけをしている

初対面の人に会うときは、自分の第一印象を良くする努力をしている

感情の浮き沈みで人に迷惑をかけないようにしている

大きな失敗をしたとしても表情に出さずに平静でいられるよう努力している

その場の状況に即して、笑顔でお客様に応対している（従業員の表情が生き生きしている）

正しい接客用語やお客様に配慮した丁寧な言葉使いで、応対している

お客様には温かみがあり、親切丁寧な態度で接している

きびきびと感じの良い動作で、応対している

待機の姿勢がよく、お客様への目配りが行き届いている

YES NO
該当
なし

1

2

3

4

5

6

7

A.おもてなしのチェックリスト

従業員は、常連のお客様に関する記録から好みを来店前に把握し、お客様に喜んでいただけるよう接客に活かそうと努めている

従業員は、おもてなしの基本的な考え方と、接客の意義や重要性を理解している

従業員は、接客に際して常におもてなしの気持ちで臨めるよう自らの気持ちをコントロールしている

従業員は、お客様の感動を察し、共感することの重要性を認識している

従業員は、日頃から他業種を含めたサービスやホスピタリティに対する関心を持ち、必要な情報を収集している

従業員は、お客様一人ひとりの利用目的や要望、好みが異なることを理解している

従業員は、お客様の服装、同行者、表情等からお客様の来店目的を想定し、接客に活かそうと努めている

➡次ページへ 
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YES NO
該当
なし

69

70

71

72

73

74

75

76

店内外サイン（例:トイレ、非常口、看板など）についての外国語表記、または訪日外国人にもわかりやすいピクトグラム
※

などを活用している
※何らかの情報や注意を示すための視覚記号（サイン）。「絵文字」「絵単語」などと呼ばれる

外国語でのサービス内容表示や説明ツールなどの用意している

従業員が外国語での接客を行うための支援ツールを用意している

外国語版近隣マップを用意している（各地域で作成・共有しているものでも可）

E.外国人対応に関するチェックリスト

自社がターゲットとする外国人のお客様の文化などの理解、外国人のお客様に対しての接客ポリシーを設けている

外国人のお客様に対しての接客ポリシー（指針）を従業員が理解・徹底するための取組をしている

外国人のお客様と必要最低限のコミュニケーションが取れるような従業員教育を実施している

外国語によるメール・電話での問い合わせに対応している

YES NO
該当
なし

77 ①客室の総数が50以上で、車いす使用者用客室を１以上設けている

78 （1)便所内に車いす使用者用便房を設けている

79 （2)出入口の幅は80ｃｍ以上である（当該便房を設ける便所も同様）

80
（3)出入口の戸は車いす使用者が通過しやすく、前後に水平部分を設けている
　　 （当該便房を設ける便所も同様）

81 （1)浴槽、シャワー、手すり等が適切に配置されている

82 （2)車いすで利用しやすいよう十分な空間が確保されている

83 （3)出入口の幅は80ｃｍ以上である

84 （4)出入口の戸は車いす使用者が通過しやすく、前後に水平部分を設けている

F.建物のバリアフリーチェックリスト　※原則、客室50室以上の宿泊施設が対象

②便所（同じ階に共用の車
いす使用者用便房があれば
代替可能）

③浴室等（共用の車いす使
用者用浴室等があれば代替
可能）

YES NO
該当
なし

85

★．新型コロナウィルス感染症対策に関するチェックリスト

「みえ安心おもてなし認証」の取得など、三重県の基準に沿った新型コロナウィルス感染防止対策に取り組んでいる

以上 
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１．おもてなしを考える前に 

（１）ＥＳとＣＳの重要性 

① ＥＳとＣＳとは 

ＥＳとは、これは「Employee Satisfaction」の略で、従業員満足度のことを

いいます。従業員の業務内容や職場環境、人間関係などに対する満足度を表しま

す。 

【業務内容】仕事、評価、やりがい等 

【職場環境】給与等報酬、就労条件、福利厚生等 

【人間関係】上司、部下、同僚等 

 

ＣＳとは、「Customer Satisfaction」の略で、顧客満足度のことをいいます。 

ＣＳは、一般的にお客様の「期待水準」と「知覚水準」のバランスで決まると

言われています。 

お客様はそのサービスが期待以上だと満足感が上がり、期待以下だと下がり

ます。 

【期待水準】お客様がそのサービスの利用前に期待していた水準 

【知覚水準】お客様がそのサービスを実際に利用して得られた水準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 つの「S」…「 顧客満足 （CS：Customer Satisfaction）」 

「従業員満足（ES：Employee Satisfaction）」 

「組織間満足（OS：Organization satisfaction）」 

「S/P（Sales/Profit）」…営業利益 

  

顧客満足度の向上
競争優位性の実現

【ＣＳ】

組織間満足度の向上
社内連携の強化

【ＯＳ】

従業員満足度の向上
やる気の向上

【ＥＳ】

業績向上

【S/P】

組織力の向上 業務生産性の向上

ポジティブ
フィードバック３つの「S」の実現
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１． おもてなしを考える前に 

 

② ＣＳの前にＥＳを 

『おもてなし経営』 を実践するには、まずは現場で働く人たちの人間力が必要

になります。そのためには、働く楽しさ、喜びから得られる従業員の満足度（ＥＳ）

を高めることが大切です。どんなに良い商品ラインナップがあっても、それを提供

する人の接客が悪ければ、お客様の満足度（ＣＳ）は下がってしまい、その商品の

価値すら半減してしまいます。 

この接客を行うのは人であり、働いている人が幸せでなければお客様に幸せを

提供できないというのが、「ＣＳの前にＥＳを」と表現した本質です。 

サービスを提供する人の気持ち、心が充実していなければ、決して質の高いホス

ピタリティを実現することができません。 

また、ＥＳが高いからこそ、経営トップから現場の社員まで、全員が“誇り”を

もって仕事と向き合うことができ、自らの仕事の意義や使命といった数値化が難

しいことを大切に仕事ができるのです。 

地域社会のニーズにどのような形で応えるかを考え、市場や社会との間に信頼

関係を生み出し、求められる事業の高付加価値化や差別化を図るためにも、ＥＳと

いう基盤が支えるＣＳ向上に期待します。 

 

≪ＥＳ（従業員満足）向上の取り組み例≫ 

Ａホテルでは、お客様アンケートでお褒めの言葉が多かった従業員を表彰しています。 
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１． おもてなしを考える前に 

（２）職場におけるコミュニケーションの重要性 

① 職場のコミュニケーションとは 

職場のコミュニケーションとは、日常業務での報告・連絡・相談を基本としてお

り、相互に密な報・連・相を行うことによって、職場のコミュニケーションは自然

と活性化します。 

人間同士のコミュニケーションの原則は「対面、口頭で」です。同じことを連絡す

るのでも、直接会って、口頭で伝えることによって、より細やかで密接な意志の疎通

が図れるのです。 

② 職場のコミュニケーションの種類 

・朝礼・夕礼 

朝礼は、仕事を行う上で必要な情報共有や従業員の意志統一等を行うための、「も

っとも機能的な報連相の場」です。各セクションの全員が揃って、仕事に関する情報

を共有し、あるいは提案をし合う場として、朝礼や夕礼は一番簡単で継続性がある取

組です。 

お客様一人ひとりの情報を共有することでお客様へのサービスを向上させること

もできれば、従業員が朝一番に朝礼に参加することで、始業前の時間と就業時間に区

切りができます。体全体で時間の区切りをつけることで、頭を仕事モードに切り替え

ることができます。また、従業員のスキルアップという点でもメリットがあります。

人前で話すのが苦手な人の練習の場となりますし、自分の考えをまとめて伝える能

力を磨くこともできます。 

≪事例≫ホテル業の朝礼 

毎日各セクションで行う朝礼で、「館内情報」「お客様の声」「売上情報」「今日の

目標」などを伝達しています。 

①身だしなみのチェック 

【例】お互いに清潔で不快感を与えない身だしなみかチェックしよう 

②本日のお客様情報 ・来館人員 ・特記事項と対応のヒント 

【例】本日お見えになるお客様の好み・アレルギー・生年月日・記念日などの共有 

③昨日の評価 ・数値報告 ・お客様の声の報告 

【例】昨日の売上、クレーム、お褒めの言葉 

④本日の数値目標 ・人員にあわせた数値目標 

【例】本日の来客数、混雑状況(時間帯)、本日のお薦め品、トピックス 

⑤応対用語の唱和 など 

【例】あいさつ言葉、社是、社訓、モットー 
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1. おもてなしを考える前に 

 ・働く仲間への気遣い 

お店の雰囲気は、店内に一歩足を踏み入れただけでお客様にはわかるものです。

明るくぬくもりが感じられるお店か、暗く冷たい雰囲気か。この違いは働く仲間同

士にぬくもりや思いやりがあるかどうかの違いです。働く仲間への気遣いで店内が

温かい雰囲気になり、それは確実にお客様に伝わっていきます。 

≪気遣いの例≫ 

助けてもらったら必ず、「ありがとう」 

元気がないようにみえるスタッフには、「どうしたの」 

大雨の中、配達を終えたスタッフに、「お疲れ様。今日は本当に助かったよ」 

部下の誕生日には「今日は誕生日だったね、おめでとう」 

 

・従業員の声を聞く 

働く人たちが生き生きと働ける職場環境づくりのために、職場のコミュニケーシ

ョンを活発にしましょう。一方通行、上意下達でなく、双方向の意見交換をするこ

とで働く人たちの意欲や参加意識を引き出すことができます。 

≪コミュニケーションの例≫ 

・一日の仕事終わりに、従業員全員が集まり、グループに分かれて「今日お客様に

喜ばれたサービス」「まだまだ足りなかったサービス」について話し合う。 

・「ふれあいカード」を作成し、マニュアルに載っていないことをお客様から要望

されたときにどのような対応をしたのかを書いてもらい、これらのカードを集め

て職場リーダーにフィードバックして、現場での教育・訓練に活用する。 

出典：力石寛夫氏 著書『ホスピタリティ-サービスの原点-』より一部抜粋 

 

③ コミュニケーションのチェックリスト 

当てはまるものがあれば、職場で改善できないか話し合ってみましょう。 

□ 朝、「おはよう」などの挨拶もなく、淡々と仕事を始めている 

□ 困っている人がいても「手伝おうか」の言葉がない 

□ 残業が続いている人がいても、誰も声をかけないで、そそくさと帰宅する 

□ 一生懸命頑張っても、上司や周りの反応が少ない 

□ 新しいことを提案しても消極的な人が多い 

□ 突発的（予定外）な仕事があっても、他人に押し付けあう 

□ 自分のことで手一杯で、部下や後輩の指導にまで手が回らない 

□ 「聞いていない」「知らない」という返事が多い 

□ 本人のいないところでの批判や悪口が多い 

□ 体調不良で辞めたり、休暇を取っている人がいる 
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1. おもてなしを考える前に 

 

（３）職場における身だしなみの重要性 

① 職場の身だしなみとは 

身だしなみは、その人の人柄、品性、教養、ときには心のありようが表れます。

職場の身だしなみはお客様が基準です。お客様はその店にふさわしい身だしなみを

私たちに期待しています。 

 

② 身だしなみのチェックリスト 

まず、自分で身だしなみをチェックしてみましょう。次に、自分の身近な職場の

方に自分をチェックしていただきましょう。自分のチェックと自分を見ている人の

チェックの違いを理解しましょう。 

チェック項目【○・△・×】 自身 周囲 

髪は清潔ですか？   

髪は仕事の邪魔にならないようにまとまっていますか？   

鼻毛やヒゲは伸びていませんか？   

香水のニオイは控えめですか？   

華美なアクセサリーはまとっていませんか？   

ヒゲは剃ってありますか？ 化粧は派手すぎませんか？   

手は汚れていませんか？   

爪は伸びていませんか？   

肩にふけはありませんか？   

制服やシャツの袖や襟は汚れていませんか？   

制服やシャツにしわはありませんか？   

名札は所定の位置についていますか？   

ズボンは折り目がついていますか？   

靴はきれいですか？    

靴下・ストッキングは、破れていませんか？   

清潔感がありますか？   

全体の調和がとれていますか？   

 

 

  

仕事にふさわしい

ヘアスタイル 

清潔な手、

磨いた靴、破れのない靴

下・ストッキング 

汚れやしわのない服 

清潔さ、好感の持てるメイク 
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1. おもてなしを考える前に 

 

（４）職場におけるマナーの重要性 

① 職場のマナーとは 

あなたの印象はそのままお店のイメージにつながります。お客様から快い印象を

持っていただけるようなマナーを身につけましょう。 

 

② 職場のマナーの種類 

  ・あいさつ 

明るく元気な声であいさつをすると自分自身の気持ちが晴れやかになります。

そして相手の心にも伝わり相手も明るく豊かな気持ちで満たされます。 

≪あいさつの基本≫ 

A) 大きな声で明るくはっきりと  B) 相手の状況に合わせて 

C) 相手の目を見て    D) 自分から先に 

 

・正しい言葉遣い 

話し方や言葉遣いは、その人の品位・教養をよく表すものです。正しい言葉遣

いができるようになりましょう。 

×わかりました  ○かしこまりました（承知いたしました） 

×できません  ○いたしかねます 

×今、見てきます  ○ただ今、見て参ります 

×1,000 円からお預かりします  ○1,000円お預かりします 

×お客、お客さん  〇お客様 

×すみません  〇失礼いたしました 

×ちょっと待ってください  〇少々お待ちくださいませ 
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1. おもてなしを考える前に 

 

③ マナーのチェックリスト （➡セルフチェックシート項目『Ｃ』に対応） 

基本マナーと応対動作をチェックしましょう。 

チェック項目 YES NO 

その場の状況に即して、笑顔でお客様に応対している 
（従業員の表情が生き生きしている） 

  

正しい接客用語やお客様に配慮した丁寧な言葉使いで、応対している    

お客様には温かみがあり、親切丁寧な態度で接している   

きびきびと感じの良い動作で、応対している   

待機の姿勢がよく、お客様への目配りが行き届いている   

雑談・私語をしていない   

お客様の送り迎えは、礼儀正しく行われ、心がこもったお見送り・声か
けをしている 

  

初対面の人に会うときは、自分の第一印象を良くする努力をしている    

感情の浮き沈みで人に迷惑をかけないようにしている   

大きな失敗をしたとしても表情に出さずに平静でいられるよう努力している   

挨拶は、職場の雰囲気づくりのために一番重要なことなので実行している   

職場の人間関係がうまくいくように、働きかけをしている   

≪７大接客用語≫  「ありがとうございます」「いらっしゃいませ」「お待たせいたしました」 

「恐れ入ります」「かしこまりました」「少々お待ちください」「申し訳ございません」 
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２．おもてなしの基本 

（１）おもてなし経営の本質 

① おもてなし経営とは 

おもてなし経営とは、お客様と心を通わせる中で、「豊かさや喜び、感動、安らぎ」

等をお客様に届ける経営をいいます。おもてなし経営を行うためには、まずはサー

ビスを提供する従業員一人ひとりの気持ちや心の充実が大切です。そうした従業員

が誇りを持ってお客様や地域社会と共存し、優れたコミュニケーションの場をつく

ることで質の高いホスピタリティの提供を行うことができるようになります。 

 

② おもてなしチェックリスト （➡セルフチェックシート項目『Ａ』に対応） 

おもてなしの精神を理解しているかをチェックしましょう。 

チェック項目 YES NO 

おもてなしの基本的な考え方と、接客の意義や重要性を理解している   

接客に際して常におもてなしの気持ちで臨めるよう自らの気持ちをコン
トロールしている 

  

お客様の感動を察し、共感することの重要性を認識している   

日頃から他業種を含めたサービスやホスピタリティに対する関心を持
ち、必要な情報を収集している 

  

お客様一人ひとりの利用目的や要望、好みが異なることを理解している   

お客様の服装、同行者、表情等からお客様の来店目的を想定し、接客に
活かそうと努めている 

  

常連のお客様に関する記録から好みを来店前に把握し、お客様に喜んで
いただけるよう接客に活かそうと努めている 
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2. おもてなしの基本 

 

（２）ＱＳＣの実践 

① ＱＳＣとは 

ＱＳＣとは、Quality（品質）、Service（接客）、Cleanliness（清潔さ）の頭文字

の略で、飲食業界が最も大切に取り組むべき行動指標のことをいいます。 

ＱＳＣには最低限のラインがあり、どの要素がラインから下回っても飲食業は成

り立たないものです。この要素を従業員が共有して誇りを持って仕事をすることで

モチベーションを維持し、さらなる魅力の向上など事業発展にもつながります。 

 

② ＱＳＣの基本                     

ＱＳＣを図で表すと右のようになります。          

この三角形を大きくしていくことが、 

事業の発展には欠かせないものになります。     

≪足りない例≫ 

Ｑが欠けている…清潔な店で、感じのよい店員がいるが、料理が美味しくない 

Ｓが欠けている…料理が美味しく、店も清潔だが、店員の態度が横柄である 

Ｃが欠けている…料理が美味しく、店員も感じがよいが、店内に汚れが目立つ 

 

③ ＱＳＣのチェックリスト （➡セルフチェックシート項目『Ｂ』に対応） 

ＱＳＣを実践できているかをチェックしましょう。 

チェック項目 YES NO 
該当 

なし 

適正な食材管理ができている    

季節メニューやバリューメニューの提案など工夫がされている    

料理・喫茶の、色・量（ポーション）・盛付け・温度が適切である    

料理・喫茶について、温かいものは温かく、冷たいものは冷たい状態で
提供できている 

   

コーヒー・スープ等は試飲も含め、商品チェックを行っている    

冷暖房機は作動しており、室内の温度は適温に保たれている    

混雑時（ラッシュタイム）でも落着いた雰囲気を保っている    

お客様にわかりやすく説明するコミュニケーション能力がある    

商品や店舗に対する知識がある    

お客様の名前を覚え、状況に応じて名前で呼びかけている    

次ページへ➡ 

Ｑ 品質（品質管理） 

C 清潔・衛生的な環境 
（設備品管理・ 

安全衛生管理） 

      Ｓ サービス、接客  
(サービス運営管理） 
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2. おもてなしの基本 

 

チェック項目 YES NO 
該当 

なし 
お客様から求められた場合には、日本や地域の歴史・伝統・文化、観光
情報等を説明している 

   

お客様から外国語で話しかけられた場合、自ら応対を行うか、あるい
は、外国語のできるスタッフに的確に話をつないでいる 

   

金銭の受渡しは、正しく行われている    

後片付け（客室清掃や食事など）は、お客様に不快感を与えぬよう行わ
れている 

   

サービスチェック（お冷や・喫茶の提供、灰皿交換など）や、注文をお
伺いするタイミングが適切である 

   

注文された料理・喫茶を正確に適切な時間で提供している    

テーブル単位の料理は全部同時に提供されている    

従業員のメニュー・料理の提供の仕方が丁寧である    

従業員 
、接客にふさわしい身だしなみを常に心がけ、勤務前に
鏡に映しチェックを行っている 

   

施設外周 店舗外周は清掃されている    

入口玄関 
エントランス 

ロビー 

机・カウンター・椅子・床・壁などにゴミやチリ、汚れ
がなく清潔感がある 

   

雑誌やインテリアなどの整理整頓が行き届いている    

レジ台・ドロアー（レジの中・紙幣等を一時保管する引
き出し）などが清掃、整理整頓が行き届いている 

   

通路 
（階段･エレベー
ターを含む） 

床・壁などにゴミやチリ、汚れがなく清潔感がある    

客室 

机・椅子・床・壁などにゴミやチリ、汚れがなく清潔感
がある 

   

雑誌やインテリアなどの整理整頓が行き届いている    

各種備品（アメニティ）などの補充・整理整頓が行き届
いている 

   

共有浴場 

机・椅子・床・壁などにゴミやチリ、汚れがなく清潔感
がある 

   

各種備品（アメニティ）などの補充・整理整頓が行き届
いている 

   

共有トイレ 

便器、床・壁などにゴミやチリ、汚れがなく清潔感があ
る 

   

各種備品（アメニティ）などの補充・整理整頓が行き届
いている 

   

共有食事 
スペース 

(レストランなど) 

机・椅子・床・壁などにゴミやチリ、汚れがなく清潔感
がある 

   

テーブルに設置されている塩や胡椒、醤油など（カスタ
ーセット）の補充・整理整頓され、清潔に保たれている 

   

次ページへ➡ 
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2. おもてなしの基本 

 

チェック項目 YES NO 
該当 

なし 

厨房 
（キッチン） 

作業台・シンク・タナ等の整理整頓ができており、ゴミ
などがない 

   

箸やシルバー食器、湯飲みやグラスなど、客席消耗品類
は、補充・整理整頓され、清潔に保たれている 

   

食器や調味料入れなど、清潔感があり、所定の場所に保
管されている 

   

厨房は清掃、整理整頓され、清潔に保たれている    

洗浄機本体の清掃、拭き上げがなされている    

その他 
共有スペース 

（宴会場や 
遊技場など） 

机・椅子・床・壁などにゴミやチリ、汚れがなく清潔感
がある 

   

各種備品（アメニティ）などの補充・整理整頓が行き届
いている 

   

その他 

清掃用具は所定の場所に格納されている    

お客様の目にふれる場所にゴミなどを集めていない 
（ゴミ置き場等へ収納され、ゴミ箱は拭き上げられてい
る） 

   

スタッフ用更衣室、休憩室、その他事務所は整理整頓さ
れている 
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2. おもてなしの基本 

 

（３）クレームへの対応 

① クレームへの対応とは 

クレームとは、いいがかりを除き、「お客様の期待値」より「提供したサービスや

商品の質」が下回る場合に発生します。 

また、実際にお客様の期待値を下回っていた場合でも、特に飲食店の場合はクレ

ームを言わずに離れていくお客様も多いので注意が必要です。 

 

② クレームの発生原因 

クレームは、「こちらのミス発生によるもの」の他、「マニュアルの不備・不徹底

により起こるもの」「ミスはなくてもお客様が不快な思いをしたこと」によっても発

生します。 

発生原因は、前述のＱＳＣ（品質・サービス・清潔さ）のいずれかに分類できま

すが、「待ち時間や他のお客様の振る舞い、味の好み」等、お客様によって許容水準

が違うものもあり、発生を予防しきれないものも存在します。 

 

③ クレームへの対応 

クレームへの対応を正しく行うことは、早期解決のためだけでなく、その対応に

よっては当該お客様から従来以上の信頼を得る機会になる他、社内的にはクレーム

処理による従業員の精神的負担を軽減することや対応時間等の損失を最小限に止め

るために不可欠な対応となります。 

 

A) 謝罪し、お客様の話をよく聞き、理解する 

クレームを受けたら、まずは仕事の手を止めて、不快な思いをさせてしまっ

たことに対してのみ謝ります。そして、お客様が言うことを反復しながら話を

聞きます。クレームを受けているときは、途中で言葉を挟まず、あいづちや間

をとりながら丁寧に話を聞き、表情や姿勢にも気をつけましょう。 

≪話を聞くときのポイント≫ 

・あいづち 

クレームを受けているときは、あいづちがとても重要になります。適度なあいづ

ちを打つことで、相手は「話を聞いてもらえている」という気持ちになります。 

・表情・姿勢 

クレームを受けているときは、ヘラヘラ笑ったり、キョロキョロ目が泳いだりし

ていると二次クレームにもつながります。眉間にシワをよせたりせず、やわら 
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2. おもてなしの基本 

 

かく、そして神妙な顔付きで聞くようにします。また、話を聞いているときの姿勢

は、うつむいたり猫背にならないよう気を付けましょう。 

・必要に応じてメモを取る 

電話の場合も対面の場合も、重要なこと、必要と思われることはメモを取りまし

ょう。特に、お客様の顔が見えない電話でのメモは、話の内容を整理するだけでな

く、上司に報告するときにも役立ちます。メモは、「客観的な事実」と「自分が感

じたお客様の心情」を明確に分けて書くようにしましょう。 

※客観的な事実:○○と言った、言われた。○○した、された。 

※自分が感じたお客様の心情：怒っていた。簡単にはいかなさそうだ。 

 

B) お客様の立場に立ってお詫びする 

お客様の立場になってみて心情を理解し、謝ることが大切です。 

≪謝るときのポイント≫ 

・言葉遣いに気をつけ対応する 

言葉遣いには細心の注意が必要で、お客様の言動に感情的に言い返すのは厳禁

です。また、早口やボソボソした話し方になったりしないよう気をつけましょう。 

・不快な思いをさせたことのみを謝る 

言われたことに全て謝ると、余計に問題を大きくすることになりかねません。

クレーム内容を把握し、不快な思いをさせたことに関してのみ、お詫びの言葉を伝

えましょう。こちらに非があること、そうでないことをしっかり分けて対処するた

めにも 1 次対応では不快な思いをさせたことのみ謝罪するようにしましょう。 

（お詫びの例） 

「お急ぎのところ、大変お待たせしてしまいまして申し訳ございませんでした」 

「すぐに作り直しますので、10 分ほどお待ちいただくことは可能でしょうか」 

 

C) 上司に報告する 

悪い報告ほど迅速に、上司に報告しましょう。 

≪報告の仕方例≫ 

1. 結論  どんなクレーム・ミスがあったかを簡潔に説明する 

2. 状況  お客様が求めていること・今の状況を説明する 

3. 解決案 上司に丸投げするのではなく、自らの解決案を提示する 
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2. おもてなしの基本 

 

④ 再発防止策の検討 

クレームによる対応時間や精神的負担をなくすには、発生したクレームは店内で

情報共有し、再発防止策を検討する必要があります。再発防止策には、仕組み自体を

変える抜本的な策もあれば、注意喚起等によりルールを徹底する策もあります。各人

に頼った防止策では、一事的に解決しても再発が起こります。 

 

≪Ａホテルの事例≫ 

月毎にお客様からの想定質問を作成し、従業員の受け答えを統一しています。お客様へ

スピーディーな回答ができ、また、従業員間の受け答えの差が生まれないので、お客様に常

に高いサービスが提供できます。 

このようなマニュアルの徹底により、クレームが発生しない環境を整えています。 

 

Ａホテルらしい受け応え（レストラン） 

質問 受け答え 

近くにイチゴ狩りできるところはありま

すか？ 

お車で 5分ほどのところに○○○がございます。 

12月～1/5 まで小学生以上\1,800、小学生未満

\１,600 です。 

イチゴ狩りの受付は何時までですか？ 9：00～16：00(最終受付)でございます。 

イチゴ狩りの割引券はありますか？ 
はい、ございます。お帰りの際にフロントにお立ち寄

りくださいませ。 

カニの殻入れありますか？ 
はい、ございます。ご用意いたしますので、お席の

番号かお名前をお伺いしてもよろしいですか？ 

クリスマスビンゴはどこでやりますか？ 

宴会場 ○○○を予定しております。受付が 20：20

～でございますので、その際にビンゴカードをご購

入ください。お泊りでしたらお部屋付もできます。 

大晦日に館内で年越しそばが食べら

れるって聞いたんですけど・・・ 

はい、○○の間でご用意しております。お時間は

21：30～22：30 までです。（無料） 

（フロント）  

牡蠣カバ丼ってなぁ～に？ 

ボイルした牡蠣をうなぎのたれで焼き、トッピングとし

て玉ねぎ、海苔、みかんの皮などを添えた丼のこと

です。 

牡蠣カバ丼を食べれる店を教えて！ 
温泉街の○○園、△△前の○○庵などがオススメ

です！ 

一緒に来る人が車椅子利用なんです

がホテルではどこまで介助をして頂け

ますか？ 

恐れ入りますが当館スタッフは介助資格を持ってい

る者がおりません。また依頼時すぐに対応することも

難しいので介助は出来ません。お連れ様同士で対

応して頂くよう宜しくお願い致します。 
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2. おもてなしの基本 

 

（４）資源の発掘と研磨 

① 資源の発掘とは（独自性や地元の魅力を活かす） 

資源の発掘とは、お客様が何を求めて来店するのか、店の何に魅力を感じている

のかを洗い出すことをいいます。発掘した資源、すなわち自社の魅力や強みは、お

客様の満足度を高める素材となります。 

 

② お客様が魅力に感じる資源の発掘事例 

≪事例≫暮らす宿 他郷阿部家 （石見銀山生活文化研究所） 

築 220 年を超える古民家を 10 年以上かけ

て再生。石見銀山周辺で採れた旬の食材を用

いた家庭料理、行き届いた手入れと気配りで

数ヶ月先まで予約が取れないほど人を惹き付

け、リピーターが全国から訪れます。 

 

≪三重の地域資源≫ 

三重県は、三重県の豊かな自然、伝統等

地域の特性をいかした生産物（生産または

加工品）のなかから特に優れた県産品及び

その生産者を三重ブランドとして認定して

います。 

地域の生産物の魅力を知れば、新たなメ

ニューの創作に役立つかもしれません。 

 

 

 

 

 

 

 

出典：三重ブランド紹介ポスター  
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３．応用 さまざまな場面でのおもてなし 

（１）インバウンド（訪日外国人旅行者編） 

① 増加する訪日外国人旅行者 

昨今の日本食ブームを背景に、数多くの外国人が日本食を楽しみ、日本食に親し

んでいます。今後はさらに多くの外国人が「日本の食の魅力」を目的に日本を訪れ

てくることになるでしょう。そのような状況の中、受入側である飲食提供者にも「事

前の準備と心構え」が必要となっています。 

 

② 飲食接遇について 

諸外国に存在する多様な食文化・食習慣に関する一般的な知識などについて理解

し、「対応できること」と「対応できないこと」をあらかじめ把握しておきましょう。  

野菜中心のメニューを一つ追加する、朝食を和食と洋食の選択にするなど、食事

の選択肢を増やすとよいでしょう。 

 

≪食材についての注意点≫ 

宗教上の教義や信念による理由でお客様が食べることを忌避しているものがあり

ます。食べても健康上の影響はみられませんが、お客様と飲食店との深刻なトラブ

ルを引き起こす可能性が非常に高いため、注意が必要です。 

 

≪ベジタリアンとは≫ 

一般には「菜食主義者」といい、肉類、魚介類、卵、乳製品などの動物性食品を

食べない人とされますが、その種類は多岐にわたります。 

 

乳製品は食べる ラクト・ベジタリアン 

乳製品と卵は食べる オボ・ベジタリアン 

魚介類は食べる ペスコ・ベジタリアン 

鶏肉は食べる ポーヨー・ベジタリアン 

地下茎野菜や果物は食べる フルータリアン 

     ※最も厳格なベジタリアン「ヴィーガン」…一切の動物性食品の他、蜂蜜も食べず、 

革製品などの製品も使用しない。 
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3. 応用 さまざまな場面でのおもてなし 

 

≪宗教別の注意すべき主な食材≫ 

 イスラム教徒(ムスリム) ヒンドゥー教徒 ユダヤ教徒 

肉 豚、宗教上の適切な処理が

施されていない肉 

全般、牛、豚 豚、馬、うさぎ、宗教上の適切な処理が

施されていない肉 

魚介類 ウナギ、イカ、タコ、貝類 全般 ウナギ、イカ、タコ、エビ、カニ、貝類 

乳製品   乳製品と肉料理の組み合わせは NG 

卵  食べない人あり  

野菜  ※五葷  

ｱﾙｺｰﾙ 全般   

その他 漬け物などの発酵食品 生もの  

※五葷（ごくん：ニンニク、ニラ、ラッキョウ、玉ねぎ、アサツキ）  

料理に使う調味料、油、出汁、ブイヨン、バターなどにも注意が必要です。 

≪ハラル（ハラール）とハラル認証≫ 

イスラム教の戒律に沿った食べ物がハラル（ハラール）です。しかし、ハラルフ

ードには厳密なルールがあり、日本の飲食店でハラルフードを出すことはとても

難しくなっています。そこで、専門家がハラルであることを保証する「ハラル認証」

という制度があり、日本でも複数の機関が認証をおこなっています。 

≪その他の注意事項例≫ 

上記の他にも、飲食提供にあたって留意しておきたいことがあります。 

例…イスラム教徒： 豚のイラストや写真は NG。断食期間（ラマダン）がある。 

ヒンドゥー教徒： 右手は神聖、左手は不浄とされるため、給仕は右手で。 

中国・台湾・韓国： 冷たい料理は好まれない。 など 

 

 

③ 英語対応について 

英語対応については、さまざまな場面で必要となりますが、お出迎え、食事、地

域の案内、お見送りといった場面毎に整理しておくことをお勧めします。「施設案

内」「メニュー」へは最低限、英語併記をしておきましょう。 
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3. 応用 さまざまな場面でのおもてなし 

 

④ 東紀州地域外国語表記ガイドライン 

(一社)東紀州地域振興公社では、外国人観光客が安心・安全・快適に旅行ができるよ

う、東紀州地域や近隣地域と共通の英語表記に関するガイドラインを作成しています。 

≪ガイドラインの内容≫ 

・観光庁の指針に準じた英語表記のガイドライン 

・地域内の観光地・観光施設名などの英語対訳一覧 

・共通して使用される用語・文例一覧        など 

    公社ホームページに掲載していますので、是非ご活用ください。 

【公社 HP UR】 : https://kumanokodo-iseji.jp/ 

 

⑤ クレジットカード、Wi-Fi環境 

外国人旅行者の不満・意見として、「クレジットカードでの支払い、Wi-Fi（公衆

無線 LAN）が使えない」ことが上位に挙がっています。これらの環境が整っていると

外国人旅行者に喜ばれます。 

 

   参考：観光庁観光産業課「多様な食文化・食習慣を有する外国人客への対応マニュアル 抜粋版」他 

 

⑥ 外国人対応に関するチェックリスト （➡セルフチェックシート項目『Ｅ』に対応） 

外国人への対応ができているかをチェックしましょう。 

チェック項目 YES NO 

店内外サイン（例:トイレ、非常口、看板など）についての外国語表記、または
訪日外国人にもわかりやすいピクトグラム※などを活用している 
※何らかの情報や注意を示すための視覚記号（サイン）。「絵文字」「絵単
語」などと呼ばれる 

  

外国語でのサービス内容表示や説明ツールなどの用意している   

外国語での接客を行うための支援ツールを用意している   

外国語版近隣マップを用意している 
（各地域で作成・共有しているものでも可） 

  

自社がターゲットとする外国人のお客様の文化などの理解、外国人のお
客様に対しての接客ポリシーを設けている 

  

外国人のお客様に対しての接客ポリシー（指針）を理解・徹底するため
の取組をしている 

  

外国人のお客様と必要最低限のコミュニケーションが取れるような従業
員教育を実施している 

  

外国語によるメール・電話での問い合わせに対応している   

  

https://kumanokodo-iseji.jp/
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3. 応用 さまざまな場面でのおもてなし 

 

≪事例≫ 外国語表記による施設のご案内ホームページ（素心の宿 大石屋） 

大石屋では、英語、中国語（簡体字・繁体字）、韓国語に対応したホームページを作

成し、インバウンドのお客様を受け入れています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 対応言語 

対応の外国語をクリックで、表記言語の切替が可能 

② ご予約 

クリックで対応の外国語に応じた予約サイトへ遷移 

※各種プラン内容や支払方法などが対応言語で表記 

③ 施設の各種ご案内 

「周辺の観光地」「お料理」「お風呂」「お部屋」

「館内施設」「アクセス」について、日本語サイト

と同様にご案内 

※上記画像の下方に詳細内容が記載されています。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

≪役立つ翻訳アプリ≫ 
VoiceTraは、話した内容を外国語に翻訳できる、
世界 31言語に対応する、音声認識、翻訳、音声合
成アプリです。  

出典：VoicceTra公式 HP より一部抜粋 
（HP URL：https://voicetra.nict.go.jp/） 

出典：大石屋公式 HP より一部抜粋（HP URL：https://www.oishiya.co.jp/lg_en/） 

① 
② 

③ 

https://voicetra.nict.go.jp/
https://www.oishiya.co.jp/lg_en/
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3. 応用 さまざまな場面でのおもてなし 

≪英語表現文例集≫ 

お店で使える英語表現文例をまとめました。 

営業時間  支払い 

午前( )時( )分 ～ 午後( )時( )分迄  お支払いは日本円による現金払いでお願いします。 

( )：( )a.m. ～( )：( )p.m.  Guests are requested to pay in cash in Japanese 

yen. 

定休日：日曜、祭日  トラベラーズチェック、クレジットカードなどでのご

飲食はお申し受けできませんので、あらかじめご了承

下さい。 

Closed on Sundays and national holidays  

年末年始休業は 12 月( )日－翌年 1 月( )日  

The restaurant is closed New Year’s 

holiday from December( ) to January( ) 

 Please note that payment by 

traveler’s check, personal check or credit card 

is not acceptable. 

 

あいさつ  

いらっしゃいませ。係の者がお席までご案内します。

少々お待ちください。 

 次のクレジットカードをご利用いただけます。○○○、

○○○… カードをご提示の上、サインをお願いいた

します。 

 

Hello. Someone will show you to your table. Just 

a moment, please. 

 

 We accept the following credit cards:○○○,○○○

… Please show the card and put your signature. またのお越しをお待ちしています。よいご旅行を。  

We are looking forward to serving you again. 

Have a nice trip. 

 チップは不要です。 

 Tipping is not necessary. 

料理関連用語集 

定食 飲み放題 食べ放題 

set meal (today’s special) all you can drink all you can eat 

コース料金○○円から 要予約 営業時間 

pre-set courses:¥○○～ reservations required business hours 

営業日 定休日 お代わり自由 

business day(s) regular holiday free refills 

ベジタリアン用メニューあります We have vegetarian dishes. 

参考：国際観光テーマ地区等推進協議会『海外からのお客様を迎えるために－外国人客接遇基本マニュアル－』 

 

≪各国の言語表現≫ 英：英語、簡：中国語（簡体字）、繁：中国語（繁体字）、韓：韓国語、泰：タイ語 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：農林水産省「飲食事業者のためのインバウンド対応ガイドブック（平成 29 年版）」より一部抜粋 
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3. 応用 さまざまな場面でのおもてなし 

（２）バリアフリー 

 【ハード面】 

① 建物のバリアフリー 

高齢者や障がいを持つ方が他の方と同様に外出・旅行できるような環境整備が求め

られており、宿泊機能を有する建築物には、バリアフリー法に義務づけられた「車い

す使用者客室」を設けることや、一般客室では、高齢者や車いす使用者等が円滑に利

用できるよう配慮することが求められています。 

また、客室の他に施設全体のバリアフリー対応として、道路や駐車場から客室に至

る経路や共用スペース（レストラン、大浴場、共用トイレ等）の段差の解消や、フロ

ントにおける車いす使用者に配慮したカウンター設置、緊急時の避難動線に確保や情

報提供が求められます。 

 

② 建物のバリアフリーチェックリスト （➡セルフチェックシート項目『Ｆ』に対応） 

高齢者、障がいを持つ方が安心して外出・旅行を楽しめるよう、建物の設計を見直

してみましょう。 

チェック項目（※原則、客室 50室以上の宿泊施設が対象） YES NO 
該当 

なし 

①客室の総数が 50以上で、車いす使用者用客室を１以上設けている    

②便所 
（同じ階に共用の車い
す使用者用便房があ
れば代替可能） 

(1)便所内に車いす使用者用便房を設けている    

(2)出入口の幅は 80ｃｍ以上である 
（当該便房を設ける便所も同様） 

   

(3)出入口の戸は車いす使用者が通過しやす
く、前後に水平部分を設けている 
（当該便房を設ける便所も同様） 

   

③浴室等 
（共用の車いす使用者
用浴室等があれば代
替可能） 

(1)浴槽、シャワー、手すり等が適切に配置さ
れている 

   

(2)車いすで利用しやすいよう十分な空間が確
保されている 

   

(3)出入口の幅は 80ｃｍ以上である    

(4)出入口の戸は車いす使用者が通過しやす
く、前後に水平部分を設けている 

   

参考：国土交通省「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準（令和 3年 3月）」 
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3. 応用 さまざまな場面でのおもてなし 

 

≪事例≫ 素心の宿 大石屋 

大石屋では、バリアフリーに配慮した施設づくりをおこなっています。 

   

【左：玄関】子どもや足下の弱い方でも無理なく上がれるよう、極力段差を少なくしています 

【右：通路】板張りの廊下は段差がなく、勾配もゆるやかとなっています 

 

   
【左：トイレ】手すりの設置、ナースコールなど、誰でも安心して利用できる配慮がされています 

【右：バリアフリールームのトイレ】居室とトイレを同じ高さにし、境目の段差をなくしています 

 

   
【左：客室】立ったり座ったりする際の負荷を少なくするため、小上がり（段差）が設けられています 

【右：浴室】座った状態からつかまり立ちしやすい高さに手すりが設置されています 

  
出典：三重県「おもてなし取り組みサポートプログラム」より抜粋 
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3. 応用 さまざまな場面でのおもてなし 

 

【ソフト面】 

③ サービスのバリアフリー 

建築物のハード対応とあわせて、情報提供やサービス等のソフト対応（人的な対

応）も重要です。個々の諸事情について、予約時や来訪者の質問に的確に答えるこ

との他、ホームページ等での事前の情報提供（車いす使用者客室の有無やその仕様、

備品の貸し出し等に関する基本的な情報）が求められています。 

バリアフリー対応のためのさまざまな配慮を行うことは、今後の施設利用者拡大

につながります。 

 

≪バリアフリーに関する無料の相談センターのご紹介≫ 

 

 

 

 

「NPO法人 伊勢志摩バリアフリーツアーセンター」 

〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽一丁目 2383-13 鳥羽 1 番街 1 階 

TEL: 0599-21-0550 / FAX: 0599-21-0585  HP URL：https://www.barifuri.com/ 

 

＜特徴＞ 

⚫ 日本初の着地型バリアフリー旅行案内センター。旅館や施設とお客様の間に入

るインタープリター（通訳者）。 

⚫ 障害者を含む常駐スタッフが、障害者、高齢者のサポートはもちろん、観光事

業者へのアドバイスも実施し、日本一のバリアフリー観光地づくりを目指して

いる。 

 

 ＜事業内容＞ 

⚫ バリアフリーマーケットに対する取り組み内容 

   →バリアフリー観光情報発信、旅行案内、宿泊施設などの紹介 

 

⚫ 観光事業者に対する取り組み内容 

    →旅行案内提携、アクティビティ開発支援、おもてなし向上アドバイス、 

     バリアフリーマーケットの意見などフィードバック 

 

参考：NPO法人伊勢志摩バリアフリーセンター公式 HP 
（HP URL: https://www.barifuri.com/） 

 

https://www.barifuri.com/
https://www.barifuri.com/
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3. 応用 さまざまな場面でのおもてなし 

 

【ユニバーサルデザイン・補助犬等】 

④ ユニバーサルデザインについて 

ユニバーサルデザインは「できるだけ多くの人が利用可能であるように製品、建

物、空間をデザインすること」と定義されています。  

一口に障がいをもつ人といっても、視覚、聴覚、肢体、内部、知的など、さまざ

まな障がいがあり、同じ障がいでも程度の差があります。また誰もが、ケガなどで

一時的に障がいをもつこともあり、言葉のわからない土地に行けば移動制約者とな

ります。  

電柱を地下に埋設した道路、多言語表記のわかりやすいサイン、自動ドアや多目

的トイレ、シャンプー容器のギザギザなどがユニバーサルデザインの代表例です。 

 

 

⑤ 補助犬について 

補助犬（身体障がい者補助犬）とは、目や耳の不自由や人の生活のお手伝いをす

る、「盲導犬」「介助犬」「聴導犬」のことです。特別な訓練を受けた犬たちで、「身

体障害者補助法」に基づき認定されています。 

≪ふつうのペットとの区別の仕方≫ 

・盲導犬 

白または黄色のハーネス（胴輪）が目印です。 

・介助犬・聴導犬 

胴着などに表示をつけています。 

・使用者本人 

認定証（盲導犬の場合は使用者証）の携帯、補助犬の公衆衛生上の安全性を証明す

る「身体障害者補助犬健康管理手帳」などの健康管理記録を携帯しています。 

≪受け入れについて≫ 

これらの表示等をすることなく、犬同伴のお客様が「補助犬」と称し

て施設などの利用を主張しても、規定の表示をしていない場合は事業

者側に受け入れの義務はありません。 

補助犬かどうかの確認が必要な場合、事業者は使用者に認定証の

提示を求めることができます。補助犬を受け入れる際に「認定証を確

認させていただけますか？」と声をかけることは、補助犬使用者に対し

て失礼にはあたりません。 

  

出典：厚生労働省 HP「身体障害者補助犬の受け入れについて」より一部抜粋 
（HP URL : https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/hojoken/ukeire.html） 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/hojoken/ukeire.html
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3. 応用 さまざまな場面でのおもてなし 

（３）食物アレルギー 

① 食物アレルギーについて 

食物を摂取等した際、食物に含まれる原因物質（アレルゲン：主としてたんぱく

質）を異物として認識し、自分の身体を防御するために過敏な反応を起こすことが

あります。これを「食物アレルギー」といいます。 

【軽いアレルギー症状】かゆみ、じんましん、唇や瞼の腫れ、嘔吐、喘鳴 

【重篤なアレルギー症状】意識障害、血圧低下などのアナフィラキシーショック 

 

≪アレルギー表示の義務≫ 

特定のアレルギー体質をもつ消費者の健康危害の発生を防止する観点から、過去の

健康危害等の程度、頻度を考慮し、容器包装された加工食品へ特定原材料を含む旨の

表示が義務付けられています。 

特定原材料等の名称 理由 表示の義務 

卵、乳、小麦、落花生、えび、そ

ば、かに 

特に発症数、重篤度から勘案して 

表示する必要性の高いもの。 

表示義務 

いくら、キウイフルーツ、くるみ、大

豆、カシューナッツ、バナナ、やま

いも、もも、りんご、さば、ごま、さ

け、いか、鶏肉、ゼラチン、豚肉、

オレンジ、牛肉、あわび、まつたけ 

症例数や重篤な症状を呈する者の数

が継続して相当数みられるが、特定原

材料に比べると少ないもの。 

特定原材料とするか否かについては、

今後、引き続き調査を行うことが必要。 

表示を奨励 

(任意表示) 

 

表示例 

原材料名 
じゃがいも、にんじん、ハム（卵・豚肉を含む）、マヨネーズ（卵・大豆を含む）、

たんぱく加水分解物（牛肉・さけ・さば・ゼラチンを含む）／調味料（アミノ酸等） 

 

≪米粉製品による小麦アレルギー事故≫ 

米粉を使用した製品で、小麦の表示欠落や製造工程における小麦の混入によるアレ

ルギー事故が発生しています。 

 

アレルギー表示や製造工程における原材料の管理を徹底しましょう。 

参考：消費者庁ＨＰ「食品表示法等（法令及び一元化情報）」 

（HP URL : https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/#display_guideline） 

 

 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/#display_guideline
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４．ステップアップ 

（１）実践行動 

① 振り返って考える 

おもてなしをする準備とおもてなしへの理解が深まったら、以下の「4 つのエッ

センス」を参考に、自分の働く店舗でどのように実践できるか考えましょう。 

【ホスピタリティ 4つのエッセンス】 

お客様がお店にしてもらうと嬉しいことは… 

①覚えていてくれる ②わかってくれる ③想ってくれる ④見ていてくれる 

と言われています。 

(1) なぜお客様は私たちのお店に来てくれるのでしょうか 

 

(2) どうすればお客様の期待を超えることができるでしょうか 

 

(3) 自分という存在の「何が」周りを幸せにしているのでしょうか 

 

 

② 計画を立てて実践する 

(1) あなたは職場で何の No.1を目指したいですか（ビジョン） 

 

(2) ビジョンを達成するための PDCA 

Ｐ(Plan) 目標設定 

① 目標(ゴール)を決める 
② 達成するためのアクションプラン（具体

的な行動計画）を決める 

＜例＞ 

① 周りのどの店よりもきれいな店にする 
② 清掃状況を毎日担当者を決めて確認に

回る 

Ｄ(Do) 実施 

① アクションプランどおりに実施するため
の準備を行う 

② 実施する 

＜例＞ 

① 今まで掃除していなかった場所の洗い
出しチェックリストの作成 

② 実施 

Ｃ(Check) 検証 

① 進捗状況を確認する 
② アクションプランとのズレの原因を分

析・評価する 

＜例＞ 

① チェックリスト全ての場所の掃除が行き
届いているか？時間がかかりすぎてい
ないか？ 

② 掃除道具が少ない 足りない やり方が
わからない 

Ａ(Action) 修正 

① ズレの原因を排除し、あるべき状態に
戻す 

② 次の目標設定に向け、準備を行う 

＜例＞ 

① 掃除道具の購入 掃除マニュアルの作
成 朝礼で掃除のコツ伝授。 

② 次の目標 
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4. ステップアップ 

（２）認証資格にチャレンジ 

① おもてなし規格認証とは 

経済産業省が、国内のサービス産業事業者のサービス品質を「見える化」するた

めに「おもてなし規格認証」を創設しました。これは、顧客・従業員・地域社会の

満足度を高めるための取組 30項目をチェックし、各認証において必要な基準を満た

すことでマークや登録証または認証書を取得することができるものです。 

≪認証の取得メリット≫ 

A) サービス品質を「見える化」することで、皆様の取組を顧客や地域にアピール

できます。また、従業員の意識の向上にもつながります。 

B) おもてなし規格認証を取得した事業者（紫認証、紺認証又は金認証を取得した

事業者に限る）は設備資金及び運転資金について日本政策金融公庫から低利融

資での支援を受けられます。 

C) 顧客・従業員・地域の満足を促進するだけでなく、自社の生産性の向上につな

がります。 

 

≪おもてなし規格認証の種類と定義≫ 

 

紅認証 

サービス向上の取組に

意欲的なサービス提供

者（自己適合宣言） 

 

★(金認証） 

お客様の期待を超えるサー

ビス提供者（第三者認証【有

償】） 

 

★★(紺認証) 

独自の創意工夫が凝ら

されたサービス提供者

（第三者認証【有償】） 

 

★★★(紫認証) 

お客様の期待を大きく超え

る「おもてなし」提供者（第

三者認証【有償】） 

 

≪登録・認証の仕組み≫ 

定められた規格 30項目のうち、各認証の認定項目数に該当し、その他認定基準に

該当する必要があります。規格項目を実際にチェックしてみましょう。 

 

 

 

 

 

 

参考：おもてなし規格認証公式 HP 

（HP URL : https://omotenashi-jsq.org/） 

  

https://omotenashi-jsq.org/
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4. ステップアップ 

② ステップアップのための各種チェックリスト 

デジタル・IT等に関する取組（➡セルフチェックシート項目『Ｄ』に対応） YES NO 
該当 

なし 

インターネットを活用した予約・問い合わせ対応をしている    

チラシ、ウェブサイト（HP）、SNS などを使った情報発信を実施している    

キャッシュレス決済に対応した決済端末を導入している    

宿泊予約情報（キャンセル・変更など）について電子化し、管理している    

タブレット端末による顧客情報の共有をしている    

フリーWi-Fiの提供をしている    

情報提供に関する取組 YES NO 
該当 

なし 

初めてサービスを利用するお客様に対して、わかりやすく案内・説明などを
行うツールの整備（例:パンフレット・ウェブサイト・メニューブック など） 

  
 

従業員同士や地域とのコミュニケーション・情報共有    

設備に関する取組 YES NO 
該当 
なし 

安定したサービスを提供できるマニュアルの整備    

サービスを利用する上で、外国人が困りそうなことへの備え 
（例:独自の習慣や文化を知らないための不便やトラブルに備えた対応など） 

  
 

職場などの環境改善に関する取組 YES NO 
該当 

なし 

お客様や従業員の健康や働き方に配慮した取組 
（例:分煙もしくは禁煙対応や定期健康診断、テレワークなど） 

  
 

誰もがサービスを利用しやすいような工夫 
（例:ベビーカー連れの方や障がい者、高齢者などにも利用しやすい工夫） 

  
 

定期的な５S（整理・整頓・清掃・清潔・躾）の取組    

お客様や従業員の安全対策についての定期的な点検や、必要に応じた設
備の見直し・投資 

  
 

業務の改善に関する取組 YES NO 
該当 
なし 

ITを用いた適切な会計処理と、売上集計・仕入（原価）などの効率的な管理    

バックオフィス業務（会計・税務、総務や倉庫管理など）を効率化する
施策（もしくは効率化に向けた定期的な検討） 

  
 

接客レベル・サービスレベルについて定量的に把握し、改善に向けて検
討・実施する仕組みづくり 

  
 

サービス品質向上に向けた定期的な取組（従業員教育など）    

顧客満足度や地域への貢献を高めるための PDCA（Plan・Do・Check・
Actionという事業活動の「計画」「実施」「評価」「改善」サイクル）の
仕組みの整備と、その運用 

  
 

従業員の意見を把握し、意見を反映させる仕組みづくりと、その運用
（zy従業員アンケートなど） 
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4. ステップアップ 

 

顧客理解・対応に関する取組 YES NO 
該当 

なし 

経営理念の策定、及び自社の強み・弱みを見極めた上での、想定する顧
客（地域コミュニティ含む）に対する戦略づくり（知的資産経営） 

   

お客様や地域コミュニティの声を汲み取り、分析する仕組みづくり
（例：アンケート実施や平時におけるコミュニケーションなど） 

   

自社の顧客戦略や顧客ニーズ分析結果などを従業員に共有する仕組みづ
くりと、その運用 

   

人材教育・育成に関する取組 YES NO 
該当 
なし 

「心のバリアフリー」※に関する接客方針を整備し、従業員に浸透させ
る定期的な取組（指導・教育） 
※施設整備だけではなく、高齢者、障がい者などの困難を自らの問題として認

識することで心のバリアを取り除き、その社会参加に積極的に協力すること 
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５．個別施設における改善取組の提案（一部抜粋） 

 

個別施設への改善取組の提案について 

 本事業における事業対象 25施設のうち、以下６つの宿泊施設様にご協力いただき、個

別宿泊施設様でのおもてなしにかかる課題に対し、実施が望まれる改善取組の提案をさせ

ていただきました。本書では、個別の宿泊施設様へ実施した、より具体的な改善取組の提

案例の一部を紹介させていただきます。改善取組の提案例をご参考に、自社におけるおも

てなし品質の向上に向けた取組みにご活用ください。 

 

≪ご協力いただいた６つの宿泊施設様（改善取組の提案実施先）≫ 

所在地区 所属宿組合 宿泊施設名 

紀北町 古里観光協会 
酒蔵と地魚の宿 桃太郎 

四季活魚の宿 紀伊の松島 

尾鷲市 尾鷲環境衛生旅館組合 
シティホテル望月 

おわせビジネスホテル 

熊野市 くまの宿組合 
海ひかり 

ビジネスホテルみはらし亭 

 

≪改善取組の提案例≫ 

 (1) 既存客を活用した集客力の強化 

 (2) SNSの活用による効果的な宣伝・案内 

 (3) 宿泊客のニーズを踏まえた客室環境（Wi-Fi設備）の充実 

 (4) 宿泊客のニーズを踏まえたキャッシュレス決済サービスの充実 

 (5) サービス品質の安定化によるリピーター客の獲得 

 (6) 業務効率化・改善 

 (7) 問い合わせの自動化 

 (8) フロント業務の無人化 

 (9) スケジュール管理の効率化 
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5. 個別施設における改善取組の提案（一部抜粋） 

（１）既存客を活用した集客力の強化 

◆ 既存客による口コミ効果を利用し、紹介制度等を設け、集客力の強化を目指す 

 既存客が、同様の宿泊目的や趣味嗜好を持つ知人や友人などへ自施設を紹介した

場合や、同伴による宿泊をした場合などに、インセンティブ（オプションプラン

割引や各種特典の付与）を与える紹介制度やプラン等を設計することで、既存客

からの効果的な口コミが広がりやすい状態を創出する。 

  紹介制度等の設計による来訪を促進することで、今まで既存客（個人）のみの

宿泊利用状況から、集団（複数人）による宿泊利用の獲得も期待ができる。  

新規客の紹介や同伴による
インセンティブ（例）

食事メニュー等
追加サービス

客室グレード
無料U P

各種アクティビティ等
（ 釣 り  ク ル ー ジ ン グ  キ ャ ン プ 等 ）

オプションプラン割引サービス

など、クーポン発行などにより案内

＜新規客＞
（ 知 人 ・ 友 人 ）

＜既存客＞

良 か っ た よ ！

楽 し か っ た よ ！

良 か っ た か ら 、 紹 介 す る ね ！

楽 し か っ た か ら 、 一 緒 に 行 こ ！

口コミ

効果的な口コミの増加へ 
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5. 個別施設における改善取組の提案（一部抜粋） 

（２）SNSの活用による効果的な宣伝・案内 

◆ SNSを活用した自施設やサービス等の効果的なご案内の強化 

 SNS（ソーシャルメディア）の利用時間は、年々増加しており、施設や各種サー

ビス等のご案内ツールとして、非常に効果的。 

 各 SNSにより、機能はもちろん、ユーザー層や各種特徴が異なる。そのため、自

施設が継続的・定期的に発信していけるツールや、主要顧客や今後ターゲットに

したい顧客層が多いツールなどの視点で選択。 

 

 

 

  

ポイント①

人口の約７割以上が利用

ポイント②

幅広い世代 属性で利用

ポイント③

情報伝達力が高い
※ポップアップ通知などのお知らせ機能が

＜ご参考:LINE公式アカウント＞※LINE公式アカウント スタートガイドより一部抜粋 

【各種利用料】 

初期費用：無料 

月額利用料：無料プラン※あり 

 ※月間 1,000通までのメッセージ配信可能 

【基本的な利用方法】 

施設のアカウントを作成したうえで、 

ポップやポスターを設置したり、自社 HPな

どで QRコード（左絵）等を告知。友達登録

してくれた顧客へ、各種ご案内を配信。 

【宿泊施設で活用できる基本的な機能・サービス】  

セグメントメッセージ配信 

LINE登録済みの顧客の各種情報別に（性別･年齢･居住

地等）、特定の顧客にだけメッセージ配信ができ、より
効果のありそうな顧客へ案内ができる。 

リサーチページ 

LINE登録済みの顧客に対して、アンケート等の配信が

でき、ニーズを聞き取ったりすることで、新しい宿泊プ
ラン等の考案ノヒントに 

◆詳細は、LINE公式アカウント HP
※
などをご参照ください 

※【公式】LINE 公式アカウント｜LINE for Business (linebiz.com) 

営業時間･住所･電話

番号等の基本情報が

掲載できる。 

プロフィール 

施設独自のクーポン

を作成･配信でき

る。 

クーポン 

文章だけでなく、画

像などを用いた視覚

的にわかりやすいご

案内が可能。 

リッチメッセージ 

出典：総務省情報通信政策研究所 
      「令和２年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査 報告書」(令和３年８月） 

【経年】[平日]コミュニケーション系メディアの平均利用時間（全年代） 主要 SNSのユーザー数 

出典：株式会社コムニコ「SNSユーザー数まとめ」(2022年2月更新） 

https://www.linebiz.com/jp/service/line-official-account/
https://www.linebiz.com/jp/service/line-official-account/
https://www.linebiz.com/jp/service/line-official-account/
https://www.linebiz.com/jp/service/line-official-account/
https://www.linebiz.com/jp/service/line-official-account/
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5. 個別施設における改善取組の提案（一部抜粋） 

（３）宿泊客のニーズを踏まえた客室環境（Wi-Fi設備）の充実 

◆ 宿泊客のニーズを踏まえ、客室環境における Wi-Fi設備の充実を図る 

 日本人の８割以上がインターネット利用し、20代～50代では約４割以上が宿泊施

設等でも利用するといった調査結果※があることや、宿泊施設予約サイト等の条件

欄・口コミ等には“無料 Wi-Fi有無”の記載があるなど、宿泊者の Wi-Fiニーズの

高さがうかがえる。そのため、客室等における Wi-Fi設備充実の重要性は高い。 

※総務省「令和２年通信利用動向調査報告書（世帯編）」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜ Wi -F i 設 備 の 充 実 化 を 図 る 際 に 特 に 確 認 し た い 項 目 ＞  

②セキュリティ対策は十分か？  

総務省「Wi-Fi提供者向けセキュリティ対策の手引き」による

と、5割以上の人が公衆(無料)Wi-Fiのセキュリティに不安が

あるため利用を控えるといった調査結果があり、提供するWi-

Fiのセキュリティ対策を実施することは重要性が高い。 

※対策として、客室ごとで
Wi-Fi 設置する「部屋割Wi-
Fi」とすると、相応の費用と工
事期間が必要に・・・・ 

右記商品のような中継器を整備し、
客室に設置または顧客へ配布するこ
とで、セキュリティ対策を実施。 
※全客室分準備が困難な場合、希望顧客のみ貸出
するなどを検討可能 

【 簡 易 な 対 策 例 (ご 参 考 )】  

メーカー/商品名 ： BUFFALO/WMR-433W2-BK 
  商 品 価 格  ： 3,630円(税込)/台 ※2022年2月時点 

株式会社バッファローの HPより引用  

該当 HP URL：https://www.buffalo.jp/product/detail/wmr-433w2-bk.html 

①全ての客室で十分な接続ができるか？  

1 台の Wi-Fi ルーター（アクセスポイント）から電波が届く範囲は限られるため、全ての

客室で十分なインターネット接続等ができる環境整備が望まれる。客室毎の接続・通信状

況を確認し、必要に応じて各種整備を検討する。 

※簡易な確認方法は、手持ちのスマホ等で、インターネットの接続や動画(YouTube)視聴ができるかを確認する。ただし、

ビジネス利用等の顧客向けを想定する場合は、通信事業者等に問合せのうえ、確認ください。 

【 整 備 事 例 (ご 参 考 )】  
＜自施設で整備（民宿等の小規模施設の場合のみ）＞ 

●家庭用のWi-Fi機器を活用し、通信環境を構築する。 
メリット：費用面の抑制が図れる 
デメリット：自身で構築するため、一定の知識が必要 

＜ 整 備 イ メ ー ジ ＞  

株式会社バッファローHPより引用  
該当HP URL：https://www.buffalo.jp/topics/utilize/detail/easymesh.html 

＜ 業 者 へ 依 頼 ＞  

●業者へ依頼し、工事等により、通信環境を構築する。 
メリット：施設規模に応じ、適切な通信環境が整備できる 
デメリット：費用面に負担が大きい、工事等が必要 

＜ 整 備 イ メ ー ジ ＞  

株式会社バッファローHPより引用 
該当HP URL：https://www.buffalo.jp/biz/industry/detail/hotel-casestudy.html#a02 

https://www.buffalo.jp/product/detail/wmr-433w2-bk.html
https://www.buffalo.jp/topics/utilize/detail/easymesh.html
https://www.buffalo.jp/biz/industry/detail/hotel-casestudy.html
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5. 個別施設における改善取組の提案（一部抜粋） 

（４）宿泊客のニーズを踏まえたキャッシュレス決済サービスの充実 

◆ 既存客による口コミ効果を利用し、紹介制度等を設け、集客力の強化を目指す 

 インバウンド集客だけでなく、コロナ禍の影響で国

内でのクレジットカードによる決済利用が大幅に増

加し、現金決済が大幅に減少していることから、キ

ャッシュレス決済サービス充実の重要性は高い。 

(参考) 図では「１万円超５万円以下」の場合の主な決済手段

の調査結果を表記しているが、決済金額が「1,000円超

１万円以下」においても、2021 年はクレジットカード

が一番多い(約６～７割) 

 外国人観光客全般の使用率が高く、国内で最も

普及率が高い決済方法「クレジットカード」。最

近、国内で急激に普及している決済方法「QRコ

ード（PayPay,ｄ払い,楽天 Payなど）」。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

クレジットカード系 電子マネー系 QRコード系

主なブランド

　　 (会社)

・VISA

・MasterCard

・JCB

・American Express

・Dinners Club

・銀聯(ぎんれん)カード

                                 等

交通IC系

・Suica　・PASMO

・manaca　・TOICA  等

商業系

・楽天Edy　・nanaco

・iD　・QUICPay       等

・PayPay

・楽天ペイ

・ｄ払い

・au PAY

・メルペイ

・LINE Pay

                  等

キャッシュレス決済種類別の主なブランド（会社）

複数のキャッシュレス決済サービスの整備が求められている！

＜ キ ャ ッ シ ュ レ ス 決 済 の 主 な 導 入 方 法 ＞  

決済手段

手数料率

０％台 2% 9% 10% 43%

１％台前半 3% 6% 6% 8%

１％台後半 2% 2% 4% 4%

２％台前半 6% 6% 6% 7%

２％台後半 9% 9% 9% 5%

３％台前半 39% 43% 40% 20%

３％台後半 21% 21% 19% 7%

４％台 7% 3% 3% 2%

５％以上 10% 3% 2% 5%

母数 650 301 300 653

クレジットカード 交通系電子マネー その他電子マネー コード決済

【参考】各種決裁手段の手数料率の分布

出所：経済産業省「キャッシュレス決済 実態調査アンケート集計結果」(2021年6月公表) 

大幅増

大幅減

金額別（１万円超５万円以下）の主な資金決済手段 
（２つまでの複数回答） (二人以上世帯調査) 

出所：金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査2021年」 

企業名：SB ﾍﾟｲﾒﾝﾄｻｰﾋﾞｽ㈱ 

＜主な特徴＞ 
・決済代行会社の主要大手の１つ 
・導入したい決済種類(20 種類以上)に応じて、決済
端末の導入検討ができる 

・集客支援サービス等の特典あり  等 

◆詳細は、下記公式 HP等をご参照ください 
公式 HP URL: https://www.sbpayment.jp/service/device/ 

企業名：㈱リクルート 

＜主な特徴＞ 
・決済手数が一律 3.24%or3.74%

※
 

 ※店舗規模・業種を問わず一律 

・決済種類が最大 36種類と豊富 
・入金振込手数料が全銀行で 0円  等 

◆詳細は、下記公式HP等をご参照ください 
公式 HP URL:https://airregi.jp/payment/ 

①キャッシュレス決済事業者と直接契約  

クレジットカード会社や QR コード決済会社等へ直接問合せし、契約をする。 
 メリット：個別契約のため、決済手数料が抑制できる可能性がある 
デメリット：売上入金日が異なったり、売上金が別々に入金なったりと、管理が煩雑化する。 

②決済代行会社を経由して契約  

各種キャッシュレス決済事業者と仲介を務める決済代行会社と契約をする。 
 メリット：複数のキャッシュレス決済サービスの導入が可能。一元管理で効率的。 
デメリット：決済手数料が高くなる可能性がある。 

【決済代行会社(ご参考)】※業者数は、中堅中小を含めると 300社以上！複数社への問合せがおすすめ！ 

https://www.sbpayment.jp/service/device/
https://airregi.jp/payment/
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5. 個別施設における改善取組の提案（一部抜粋） 

（５）サービス品質の安定化によるリピーター客の獲得 

◆ チェックイン時における説明強化・接客のマニュアル化 

 今後のターゲット顧客層の転換について、ビジネス顧客以外のターゲット層に目

を向け、サービス品質を安定化する検討を行う。 

 施設利用者からの接客に対する評価は総じて高いことが伺える一方で、顧客層も

様々であることから、全体的な顧客満足度向上には、一部の不満意見に対して

も、可能な限り解消に努める施策を検討することが重要となる。 

 一部顧客から意見があった「説明不足」などは、チェックイン時における説明強

化と接客のマニュアル化などの対応を検討する。 

 具体的には「説明事項の書面での見える化」と「顧客との読み合わせ」や、説明

漏れのないように「接客順序や内容をルール化」するなどの対策を講じること

で、顧客が感じるギャップを事前段階で軽減することが期待される。 

 また、施設全体のご案内、注意事項、周辺情報をまとめた「インフォメーション

ブック」の配布・説明も同様の効果が期待でき、総合的な満足度の向上が期待さ

れる。 

 

  

≪チェックリスト形式の注意事項(例)≫ 

≪接客マニュアル(例)≫ 

≪インフォメーションブック(例)≫ 
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5. 個別施設における改善取組の提案（一部抜粋） 

（６）業務効率化・改善 

◆ 事前ヒアリングや地域情報を書面フォーマット化し、業務負担を軽減する。 

  宿泊利用者のアンケート調査から、きめ細かい親身なサービスが非常に好評で

あり、特に予約時における事前ヒアリングによる目的に応じた個別対応は、非常

に高付加価値のサービスとなっている。 

 ただし、限られた人員体制で運営していくためは、サービスレベルを落とさない

範囲で、小さなことから業務効率化を推進していくことが望ましい。 

 具体的な業務改善内容は、「事前ヒアリング内容の書面フォーマット化」「自動返

信機能の活用」「地域情報の整理・書面フォーマット化」「既存観光情報資料の活

用」などである。 

 電話予約が多い現状から、予約受付時の細かなヒアリング情報を事前に書面フォ

ーマット化しておくことで、スムーズなヒアリングが可能となる。 

 また、代表者様の持つ貴重な地域情報を書面に棚卸していくことで、顧客にスム

ーズに伝えることができるだけでなく、一定の説明の手間も省くことが可能とな

る。 

 

 

 

 

  

≪ 書 面 フ ォ ー マ ッ ト 例 ≫  ≪ 地 域 情 報 マ ッ プ

≫  
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5. 個別施設における改善取組の提案（一部抜粋） 

（７）問い合わせの自動化 

◆ ＡＩチャットボット 

会話をロボットが代行してくれるプログラムのこと

で、会話の情報をデータベースに蓄積し、 顧客から

の問い合わせに自動で返答できる 

 

 

概要・特徴  企業のエントランス等にロボットまたはアプリケーショ

ンを設定したタブレットを設置することで担当者へ来客

を伝える。 

 掃除や配膳など、定型業務を指示することで自動で業務を

遂行する。 

具体例  デジタルコンシェルジュ 

 ウェルボ 

 ラクネコ 

コスト  【デジタルコンシェルジュ】 

― 売り切り型：数万円／台 

― サブスク型：月 額数百～千円／台 

 【ロボット】月額数万～十万／台 

メリット  人との接触なく接客や問い合わせ対応ができるので、顧客

にとっては時間や場所の制約なく問い合わせをすること

ができ、事業者にとっては接客の手間が軽減できる。 

期待できる効果・

活用用途 

 顧客対応を効率的に実施でき、24時間対応が可能なので顧

客との設点を増やすことができる。 

 蓄積されたデータをもとに顧客の課題検討に活用できる。 

導入負担  初期費用として 0 円～数万円が、維持費用として月額数万

円～数十万円程度かかる。 

 構築内容によって費用は異なるが、簡単な問い合わせに答

えるレベル であれば、低価格で導入できる。 

導入方法  主に外部プラットフォームを活用 

 

 

導入に たってのポイント

導入スキーム 主に 部プラットフ ームを活用

◼ 導入の れ

 ンターに  依頼  込・契約等 業務マニュアルの作成  知・利用  
・機器設定等
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5. 個別施設における改善取組の提案（一部抜粋） 

（８）フロント業務の無人化 

◆ 無人フロント・無人チェックインシステム  

ホテルのチェックイン、鍵の受け渡しなどを非対

面・無人で実施できる 

 

 

概要・特徴  ホテルのチェックイン、鍵の受け渡しなどを非対面・無人

で 実施できる 

 チェックイン等の対応が無人で実施できるので、顧客にと

っては待ち時間の軽減等利便性が向上できる。事業者にと

って はチェックイン対応等の接客の手間が軽減できる 

具体例  Key – station 

 ホテルスマート 

 RONT2 

コスト  クラウド型は、数万～十 万の月額利用料が発生 

 端末設置型は、数十万～百万の初期費用発生 

 システム導入・改修が必要な場合有 

メリット  チェックイン等の対応が無人で実施できるので、待ち時間

の軽減等利 メリット便性が向上する 

 チェックイン対応等の接客の手間が軽減できる 

デメリット  顧客にとってはセキュリティに対する不安感がある 

期待できる効果・

活用用途 

 顧客対応を効率的に実施できる 

導入負担  宿泊施設の規模によって異なる 

 初期費用として部屋の鍵本体費用や設置工事費用が、維持

費用として 1部屋あたり月額数千円～1万円程度がかかる 

導入方法  主にベンダーから購入もしくはリース・レンタルするケー

スが多い 

 

 

 

導入に たってのポイント

導入スキーム 主に ン ーから 入 しくはリース・レンタルするケースが い

◼ 導入の れ

 ンターに  依頼  込・契約等 業務マニュアルの更新・  知・利用  
機器設定等
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5. 個別施設における改善取組の提案（一部抜粋） 

（９）スケジュール管理の効率化 

◆ スケジュール共有アプリ  

従業員同士でスケジュールを共有したり、会議室やプ

ロジェクターなど共有備品の予約なども管理できる 

 

 

概要・特徴  個々人のスケジュールを電子化・共有することで従業員同

士 の情報連携をスムーズにする。スケジュールの公開範

囲、公開情報の制限は個人で設定可能である場合が多い。 

 会議室、プロジェクター等資材の使用予約にも応用可能。 

具体例  Outlook 

 Googleカレンダー 

 Kintone 

 aipo 

コスト  Microsoft office搭載 PC  または googleアカウン ト開

設で無料～ 

 有料版は月額数百円/ 

 ユーザー～ 

メリット  お互いにスケジュールを公開することで誰がいつどこで

何をしているか確認が可能になる 

 同様に備品の予約スケジュールを公開することで管理が

簡略化できる 

期待できる効果・

活用用途 

 関係者が増えても管理が容易で、日程調整などは空き時間

を確認して設定できるので作業が効率化できる 

 急な予定変更もリアルタイムに共有されるので出張先や

直行直帰でも出先から情報共有可能になる 

導入負担  Googleカレンダーや Outlook、スマーフォン向け無料アプ

リを利用することで 0円～ 

 セキュリティを上げる法人向け有料版もある 

導入方法  主に外部プラットフォームを利用 

 

 

 

 

  

導入に たってのポイント

導入スキーム 主に 部プラットフ ームを利用

◼ 導入の れ

アカウント 行 各種設定  知・利用
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