
第１章
ビジネスマナー講座

太陽スタッフィング（株）
キャリアアップ研修用



1-1
ビジネスマナーの重要性



ルールとマナー

ルールとは・・・
・決まり事

・明文化されている

・例えば「免許を持っていない人は運転してはいけない」

マナーとは・・・
・決まりはない

・その場に合わせて判断する

・例えば 「お年寄りや体の不自由な人に席を譲る

マナーとは何か

・他人に不快感を与えないために守るべきこと

・相手を思いやる気持ち

・マナーは時代によって変化する

マナーの３原則

・人に迷惑をかけない
（自分勝手なこと、独りよがりはしない）

・人に好感を与える
（相手に信頼されることで人間関係を築くことができる）

・人を尊重する
（自分が大事だと思うことは相手も同じ）



ビジネスマナー

・社会人として守るべきマナー

・社員一人一人が「会社の顔」
→たとえ新入社員であっても、お客様からすれば「あの会社が
言った」ということになる

・顧客満足の実現
→接するのは自社の人だけではない。取引先・顧客との信頼関係
を築くにはビジネスマナーが不可欠

組織としての会社

・会社は同じ目的を持っている人たちの集まり
→一方で、学生時代とは異なり様々な人たちがいる
（上司、先輩、同僚、アルバイト、パート、契約社員、派遣 社

員など）

・自分の気持ちの合う人のみを選べるわけではない

人間関係で大切なこと

・思いやり
（相手の立場を考える）

・感受性
（相手が何を考えているのかを感じる）

・コミュニケーション
（相手との意思疎通を図る）

・ビジネスマナー
（相手を思いやる行動をとる）



1-2
仕事の進め方



コミュニケーションの重要性

報連相

・報告
→結論から言う／すぐ報告する

・連絡
→確実に伝える／相手が欲しい内容をほしい時に伝える

・相談
→内容を整理する／余裕をもって相談する

上司からの指示の受け方

・メモを取る
→メモや手帳を持ち歩くようにする

・５Ｗ１Ｈを明確にする
→ＷＨＯ （誰が）
→ＷＨＡＴ （何を）
→ＷＨＥＮ （いつ）
→ＷＨＥＲＥ（どこで）
→ＷＨＹ （なぜ）
→ＨＯＷ （どのように）

大事な内容は復唱して確認する
時間・場所・金額など、思い込みで行動しないこと



こんな時は

時間ぎりぎりに行動しない
→待ち合わせは５分前行動

ミスやクレームなど悪い報告ほど早めにする
→報告が遅れると手遅れになる

直属の上司の指示に従う
→長の指示と、直属の上司の指示が違った場合、上司に確認し上司
から社長に確認してもらう

姿勢

立っているとき
・胸を張り、背筋を伸ばす

・肩は左右均等な高さで手は前か横に、腕組みはしない
・あごを引く

座っているとき
・胸を張り、背筋を伸ばす

・ソファーなどでは背もたれにもたれない手はひざの上に置き、
ひじはつかない

・ひじは男性はこぶし１～２個分あけ、女性は膝をつける

・足を広げない



第2章
身だしなみと挨拶

太陽スタッフィング（株）
キャリアアップ研修用



2-1
身だしなみ



身だしなみの基本

・上品
→品のない恰好はしない

・清潔
→不潔であるという印象を与えないこと

・控えめ
→派手な格好にならないように

・調和
→仕事にふさわしい身だしなみを心がける

・機能性
→仕事の効率を高める

ポイント（男女共通）

髪型について
・社会人らしい髪型であること

・寝癖がない

・フケや汚れがない

・奇抜な染髪をしない（金髪など）

身なりについて
・歯を磨く

・爪を短く切る

・強い香水は使わない



身だしなみのポイント（男女共通）

服装について
→基本的にはスーツ姿／ボタンがとれていたり、しわになってい
ないこと／汚れシミがついていないこと／ワイシャツの襟や袖
に汚れがないことズボンの折り目がきれいについていること／
靴を磨くこと

身だしなみのポイント（男性編）

・髭（ひげ）をきれいにそっている

・ネクタイをしっかり結ぶ／曲がっていないか／緩んでいないか

・靴下の色がスーツに合っている（黒や紺など）

・ピアス・指輪などのアクセサリーはつけない

身だしなみのポイント（女性編）

・襟よりも長い髪は結ぶ（髪留めにも注意）

・化粧が濃くならないようにアイライン、マスカラは控えめに／
口紅は明るい色を

・ストッキングが伝線してない

・アクセサリーはなるべくつけない、つけても控えめに



2-2
挨拶



職場での挨拶

・おはようございます
→朝１０時くらいまで

・お疲れ様です
→「ご苦労様です」は目上の人が使う言葉

・申し訳ありません
→「ごめんなさい」ではなく「申し訳ありません」

・お先に失礼します
黙って帰らない

職場での挨拶

・恐れに入ります
→目上の人に声をかけるときに

・失礼します
→入退室するときに

・少々お待ちください
→相手を待たせるときに

・お待たせいたしました
→相手を待たせたときに

・行ってきます
→外出するとき／行き先を伝えると尚良い

・ただいま戻りました
→外出先から戻ったときに



・かしこまりました
→「わかりました」ではなく「かしこまりました」

・ありがとうございました
→感謝の気持ちを伝える

その他の挨拶

・見慣れない人でも積極的に挨拶する
→お客様の可能性もあるので

・廊下や階段ですれ違ったときにも、軽く会釈する

・遅刻したときは「遅くなって申し訳ありません」と謝ること
→遅刻する場合は、会社に電話連絡する／電車遅延証明書をもら
うこと

・病気などで当日休む時は必ず電話で連絡する
→メールで済ませないこと

お辞儀

・背筋を伸ばし、軽くあごを引く

・つま先を軽く広げ、かかとをつける

・手は指をそろえて伸ばし、体のわきにつけるか、前で軽く手を
重ねる

・相手を見てからお辞儀をし、体を起こしたら再び相手を見る



会釈

・状態を１５度に倒す
→少々お待ちください。
お待たせいたしました。
失礼します。
かしこまりました。
などの場合に使う簡単なお辞儀

・目安として、視線を自分の
足元から３ｍ先に向ける

普通礼

・状態を３０度に倒す
→おはようございます。
ありがとうございます。
失礼します。
など、相手に対する一般的なお辞儀

・目安として視線を自分の
足元から50～60ｃｍ先に向ける

敬礼

・状態を４５度に倒す
→ありがとうございました。
申し訳ございません。
など普通礼とりも丁寧なお辞儀

・目安として視線を自分の足元に向ける



第3章
敬語

太陽スタッフィング（株）
キャリアアップ研修用



3-1
敬語



敬語

・相手が目上の人、年上の人、初対面の人に対して使う

・ため口は厳禁

・相手の立場を尊重するもの

尊敬語

・相手を高めて表現する言葉
「お（ご）～になる、なさる」
「お（ご）～くださる」
「お（ご）＋名詞、形容詞」

・相手の行動や相手の持っているものに対して使うもの

・尊敬の意味を持つ名詞・形容詞
（先生、あなた、貴殿）

・尊敬の意味を表す接頭語、接尾語
（貴社、父上、田島様、飯田氏、ご出発、お宅、御仏、
お姿、おみ足）

・自分のものでも、相手に関するものには「お」を付ける
（お返事が遅くなり申し訳ありませんでした）

・尊敬の意味を表す敬語動詞
なさる、おっしゃる、ご覧になる、召し上がる、いらっしゃる

・尊敬の意味の補助動詞
「お「ご」～になる」「お（ご）～なさる」
「お（ご）～くださる
お持ちになる、お越しになる、ご利用なさる、ご乗車くださる



謙譲語

・自分を低めて表現する言葉
「お（ご）～する、いたす、申し 上げる」「させていたく」
「お（ご）いただく、願う

・自分の行動や、自分が持っているものに対し使う

・謙譲の意味を表す名詞、代名詞
わたくし、てまえ、参上

・謙譲の意味の接頭語、接尾語
粗品、弊社、当社、小社、拙宅、拝見、私ども、私め、愚問

・謙譲の意味の動詞
参る、申す、申し上げる、いたす、いただく

・「（さ）せていただく」「～あげる」の形式
検討させていただく、願いあげる

・「お（ご）～する」「お（ご）～申し上げる」
「お（ご）～いただく」
お持ちする、お願い申し上げる
自分から相手へ依頼するときは謙譲語
（少々お待ちいただけますか）



丁寧語

・言葉を丁寧に表現する
頭に「お」や「ご」をつける
うしろに「です」「ます」「ございます」をつける

・聞き手に対して上品な印象を与えるために使う

・丁寧な言い回しの名詞
めし→ごはん
腹→おなか
便所→お手洗い

・接頭語「お」「ご」
お庭、お米、お暑い、ご本、ご出発

・「です」「ます」をつける
行ってきます、田島です

・さらに丁寧に「ございます」
田島でございます



する します される・なさる いたす

くれる くれます くださる

思う 思います
思われる、
思いになる

存じる、
存じ上げる

いる います
いらっしゃる、お
いでになる

おる

言う 言います おっしゃる 申し上げる

聞く 聞きます お聞きになる
拝聴する、うかが

う、承る

見る 見ます ご覧になる 拝見する

行く 行きます
いらっしゃる、
おいでになる

うかがう

普段 丁寧語 尊敬語 謙譲語

来る 来ます
いらっしゃる、おい
でになる、お見えに
なる、お越しになる

参る

会う 会います お会いになる
お目にかかる

帰る 帰ります お帰りになる 帰らせていただく

待つ 待ちます お待ちになる 待たせていただく

知っている 知っています ご存じになる
存じる

読む 読みます お読みになる 拝読する

書く 書きます お書きになる 書かせていただく

送る 送ります お送りくださる 送らせていただく

食べる 食べます 召し上がる いただく

もらう もらいます いただく

覚えてなければならない敬語



改まった言葉遣い

普段 改まった言葉

僕、私 わたくし

あなたの会社 御社、貴社

うちの会社 当社、弊社、私どもの会社

今 ただ今

今度 この度

このあいだ 先日

おととい 一昨日

きのう さくじつ

今日 本日

あさって 明後日

あした みょうにち

誰ですか
何のようですか

どちら様ですか
どのようなご用件でしょうか、
どういったご用件でしょうか

こちらに来てくれませんか
こちらにお越しください

こちらにお越しいただけますか

できません 致しかねます

わかりません わかりかねます

いません 席を外しています

どうですか いかがですか

繰り返します 復唱いたします

ちょっと待ってください 少々お待ちください、少々おまちいただけますか



クッション言葉

・言いにくい言葉（断る、謝る、依頼する）の前に置く言葉
→恐れ入りますが
→申し訳ありませんが
→よろしかったら
→お手数をおかけしますが
→お差支えなかったら
→少々お伺いしますが
→あいにくですが
→おかげさまで
→お忙しいところ恐縮ですが

気を付けるべき言葉使い

・「社長」「部長」「課長」などの役職名は敬称
二重に敬称を付けないこと
○「社長」「貝瀬部長」
Ｘ「社長さん」「貝瀬部長様」

・社外の人に自分の会社の社員の名前を出すときは呼び捨てする
○「（社長の）田島がお世話になっております
Ｘ「田島社長がお世話になっております」

・「～れる」「～られる」は尊敬語ではない
○「先生がいらっしゃいました」
Ｘ「先生が来られました」

・「ご苦労様」は目上の人が使う言葉
○ お疲れ様です
Ｘ ご苦労様です

・なるべく否定文を肯定文に置き換える
○「明日になればできます
Ｘ「明日でないとできません」



第4章
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4-1
電話のかけ方



電話対応の重要性

・ビジネスの現場では、電話を使うのが基本
→メールは簡単になりすましができるうえ、届かない、読んでも
らえない可能性がある

・相手にとって、電話を取った人が会社の代表
→会社の第一印象がここできまる

・電話は相手の表情が見えない
→声だけのコミュニケーション

電話のかけ方

・電話をかける前に
→資料や書類を手元に置いておく
→話す内容を整理し、メモを用意する
→相手の電話番号、役職名、名前を確認する

・相手が出たら名乗る
→（社外にかける場合）太陽スタッフィング(株)の○○です。

いつもお世話になっております。
→（社内へかける場合）管理部の○○です。お疲れ様です。

・取次ぎを依頼する
→恐れ入りますが、人事部の小林様はいらっしゃいますでしょうか
→恐れ入りますが、営業部の貝瀬部長はいらっしゃいますでしょうか

※二重に敬称を使わない
○ 営業部の貝瀬課長はいらっしゃいますか
Ｘ 営業部の貝瀬課長様はいらっしゃいますか

※名前がわからないときは「ご担当者の方という
○「採用のご担当者の方はいらっしゃいますか」



・相手が出たら、改めて名乗る
→（社外にかける場合）太陽スタッフィング(株)の○○です

いつもお世話になっております。
→（社内にかける場合）管理部の○○です。お疲れ様です。

・相手が不在だったときはほかの担当者に取り次いでもらう
→○○の件でお分かりになる方はいらっしゃいますか、折り返し電話
してもらうか、自分からかけ直す。

・用件を伝える、または聞く
→相手の携帯電話は掛けた時は、用件に入る前に「今よろしいでしょ
うか」と確認する

→折り返し電話をしたとき、何の用件なのかわからないときは
「先ほどお電話いただいたようですが、どのようなご用件で
しょうか」と聞く

→相手が理解しているかどうか確認する
→要点をメモする
→復唱する
→相手が復唱しているときは相槌を打つ

・やむを得ず伝言を頼むときは
→「伝言をお願いしてもよろしいでしょうか」と聞く
→要点だけを話す。長すぎる電話を頼まない
→最後に名乗る「私、株式会の飯田です」
→相手の名前も聞いておく「失礼です が、どちら様ですか」
→終わりの挨拶をしてから電話を切る
「よりしくお願いいたします」「失礼いたします」



4-2
電話の受け方



電話の受け方

・電話が鳴ったら
→すぐに出る（ベル２回まで）
→受話器は左手でとる（右利きの場合）
→いつ電話がなってもいいようにメモの準備をしておく

・名乗る
→太陽スタッフィング(株)の○○でございます
→ベルを３回以上ならしてしまったときは「お待たせいたしました」

・相手の名前を確認する
→（社外からの場合）○○商事の田中様でいらっしゃいますね

いつもお世話になっております
→（社内からの場合）総務部の山田様ですね、お疲れ様です

聞き取れなかったときは「少々電話が遠いのですが」ともう
一度聞く
相手が名乗らなかったときは、「失礼ですが、どちら様ですか」
と確認する

・名指し人を確認する
→（社外からの場合）田島でございますね。少々お待ちください

※自社の社員は呼び捨てにする
→（社内からの場合）貝瀬部長でございますね。少々お待ちください

・取り次ぐ
→保留ボタンを押す
→「貝瀬部長、○○商事の田中様からお電話です」といって取り次ぐ

・名指し人不在の場合
→「申し訳ございません」と謝る

電話にでられない理由を言う
→「田島は外出していまして」（具体的な外出先は言わない）
「田島は会議に出ていまして」（具体的な内容は言わない）
「田島はお休みをいただいてまして」
「ただ今田島は別の電話に出ていまして」
「田島は席を外していまして」（不在の理由がわからないとき）



・名指し人不在時
→戻ってくる予定をいう
「午後５時ごろには戻る予定でございます」
「本日は戻らない予定となっております」
「明日には出社する予定となっております」

・積極的に相手の意向を聞く
「よろしかったら折り返しお電話させましょうか」
「私、○○と申します、私でよろしかったらお伺いいたしますが」
（用件がわかる場合）

・名指し人不在時
→折り返すように依頼された場合
「かしこまりました、念のためお電話番号をお願いいたします」
（電話番号、社名、名前を復唱して確認する）
「私、○○と申します、それではお電話の差し上げるように申し伝
えます」

（自分の名前を名乗る）

・名指し人不在時
→相手がかけなおす場合
「かしこまりました、田島には、山田様から電話があったと伝えて
きます」

→伝言をお願いされたとき
「かしこまりました、それでは、ご伝言をお願いいたします」

※伝言内容は必ずメモし、復唱する
「かしこまりました、私、○○が承りました」

・名指し人不在時
→やってはいけないこと
（自宅や携帯番号など個人情報を教えると）
※なりすまして聞き出そうとする可能性がある
外出先、出張先の行き先、会社名という（ライバル会社からの
電話の可能性がある）

→終わりの挨拶をする
「よろしくお願いいたします」「失礼いたします」
相手が受電話器を置いてから、受話器を置く



こんな時は

・保留でお待たせするとき
→３０秒が限定
→それ以上かかりそうなときは折り返す

・電話が聞きにくいとき
→「申し訳ありません、電話が遠いのですが」と電話のせいにする
※それでも聞き取りにくいときは「申し訳ありません。電話の調子
が悪いようなので、いったん切らせていただいてもよろしいです
か」と言って電話を切る

・間違い電話がかかってきたとき
→「こちら太陽スタッフィング(株)でございます。恐れ入りますが何

番にお掛けですか」と確認する

・途中で切れてしまったときは
→すぐにかけ直す

・名指し人に代わって用件を聞いたものの自分では答えられないとき
→「申し訳ありません、私ではわかりかねますので、○○が戻りまし

たら折り返しお電話差し上げましょうか」といって謝る

・道案内するとき
→現在地を確認する
「今どちらにいらっしゃいますか」
→目印になるものを教える
「地下鉄神保駅のＡ２出口をでて左に曲がります」
「そのまま道なりに進んでいただい て、三つ目の交差点を左に
曲がったところです」

→「○○というコンビニのあるビルの３階です」
→「お待ちしております」と添える



・家族から電話がかかってきたとき
→名前を復唱するときは「貝瀬さんですね」と敬称をつける
→取り次ぐときは「ご家族の方からお電話です」

・同僚から「会社を休む」
→「遅刻する」とかかってきたとき
（同僚の直属の上司に取り次ぐ）
※直属の上司がいないときはその上司に取り次ぐ
誰もいないときは、原則としてかけ直してもらう
※同僚直属の上司に電話があったことを伝える



第5章
お客様への対応

太陽スタッフィング（株）
キャリアアップ研修用



5-1
来客時の対応



お迎え

・快くお迎えする
→相手に気が付いたら、自分から「いらっしゃいませ」と声をかける

・相手の社名と名前を聞く
→「○○商事の山田様でいらっしゃいますね」と復唱する

・用件と名指し人を確認する
→「部長の貝瀬でございますね、少々待ちください」と言って

持ってもらう
※名指し人の意向を聞いてから案内する、セールスなどの可能性
がある。

→相手が用件を言わないときは
「恐れ入りますが、どのようなご用件でしょうか」と用件を聞く

→相手が名指ししないときは
「どの者とのお約束でしょうか」と言って聞く

ご案内

・名指し人の意向の確認する
→「貝瀬部長、○○商事の山田様がいらっしゃいました」

名指し人から「お通しして」と言われてから案内する

・待たせいたしました、ご案内いたします、こちらへどうぞ」
と言って相手を通す

・方向を指さすとき
→ひじから指先までまっすぐ伸ばす
→指先をそろえて、手のひら全体で指す
→自分から見て右の方向は右手、左の方向は左手で指す

廊下や階段
相手のペースに合わせて歩く
相手の２～３歩前を歩く



・エレベーター
→自分がボタンを操作する
→ドアが開いたら相手に先に乗ってもらう
→後からエレベーターに乗り、ボタンの前に立って操作する
→目的の階についたら、相手に先に降りてもらう
→相手に続いてエレベーターを降りる

・ドアの開閉
→外開きの場合
（ドアを開けて、相手を先にお通しする）

→内開きの場合
（自分が先に入り、相手を招き入れる）

・一番いい席（上席）に案内する
→入り口から遠い席
→ソファーの長椅子

上席

・応接室の場合
→一がけの椅子よりも、長いソファーのほうが上席
→入口から一番遠い席、景色が見える席、絵画が見える席が上席
→オフィスの中にある応接コーナーは、オフィスから遠い席が上席

・会議室の場合
→一番奥に議長が座る
→議長に近く、入口から遠い席ほど上席

・タクシーの場合
→運転席のすぐ後ろが上席、助手席に目下の人が座り運賃を払う

・自家用車の場合
→自家用車の場合は助手席が上席

・電車・飛行機の場合
→基本的に窓側が上席で通路側が下席
→向かい合わせに座っている場合は、進行方向を向いている席が上席



お茶を出す

・すぐ出せるように、食器やお湯を準備しておく

・茶碗が欠けていたり、汚れたりしていないか確認する

・８分まで注ぐ

・お盆に乗せて運ぶ

・上席から順に出す

・話が長引いているときは、継ぎ足さず新しいものを出す

お見送り

・相手を玄関（またはエレベーター）まで案内する

・ありがとうございました」と深々と挨拶して見送る



5-2
訪問するときの対応



訪問する前に

・名刺交換があるかもしれないので準備する
→名刺入れを持っていなければ準備する
※財布や定期入れとは別にすること

→自分の名刺は最低でも１０枚は用意し、汚れたり折れたしていない
か確認する

・行き先の場所を確認する
→遅れないように気を付ける
※電車遅延の可能性もある

→１５分前には近くについているイメージ

受付

・受付に人がいる場合は、相手の名前と用件を伝え取り次いでもらう
→工場の場合は入口に守衛がいる場合も

・人がいない場合は、インターホン、内線電話、呼び出しベルなど
で呼ぶ
→来訪者カードがある場合は相手を持つ間に記入する

・勝手に中に入らない
→入館証を付ける会社もある

応接室

・自分が上座に座る
→お客様の会社に行った場合や、面接場合も自分が上座に座る

・相手が来るまで静かに待つ
→携帯電話をいじらない

・案内された場所以外には行かない
→トイレに行きたくなったときは確認してから行く



名刺交換

・名詞交換は立って行う
→相手が応室に来たら、すぐに立つ

・目下の人から先に渡す

・「太陽スタッフィング(株)の○○と申します。
よろしくお願いします」と挨拶してから渡す

→名刺は相手の方を向け、両手で渡す
→名刺は相手の胸の位置で渡す
→相手が複数人の時は、一人ずつ順番に渡す
→「項戴します」と言って両手で受け取る

・受け取った名刺は、すぐに名刺入れにしまう
→会議や打ち合わせの最初に名刺交換した場合は、席順に名刺を
並べる

→受け取った名刺をいじったり、メモ帳代わりにしない

・漢字の読み方がわからないときは「失礼ですが、なんとお読みすれば
よろしいでしょうか」と確認する

・テーブルをはさんで渡さない
→テーブルの横に出て渡す

応接室

・座るとき
→胸を張り、背筋を伸ばす
→ソファーでは背もたれにもたれない
→手は膝の上に置き、肘をつかない
→膝は男性はこぶし１～２個分開ける
→女性は膝を付ける
→足を広げない

・帰るときは「ありがとうございました」と礼を言う
※入館証を返すことを忘れない


