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序章 ホスピタリティとは？ 
 
 ホスピタリティ(hospitality)とは、一般的に
「心の優しさ」「もてなし」という言葉だ。特に

サービス業でよく使われている。形や行動など

で示す「マナー」は相手に不快感を与えないた

めの最低限のルール。そこに「心」が加わると、

ホスピタリティになり、深い心地良さが加わる

ことで、信頼や信用、安心感が生まれる。株式

会社マーシュが 100人に調べ（2009年）による
と、「ホスピタリティという言葉を知っていると

答えた人」が 54%で逆に「ホス
ピタリティという言葉を知らな

い」と答えた人が 46％である。図１ 
 その後、あなたはホスピタリティに何を求めるかのアンケートを取ったところ、「丁寧な

言葉遣い」40%、「笑顔・愛想がい
い」59％、「商品知識（業務知識）
がありお客様に提供できる」37％、
「臨機応変な行動ができる」53％、
「お客様に対する奉仕の姿勢があ

る」42％、「正確ではやい事務処理
ができる」19％、「容姿や身だしな
みがよい」4％、「自分を他の人と
差別して特別に対応してくれる」

5％、「どんなお客様に対しても平
等な対応をする」41％である。図
２。 
 そこで、サービスとホスピタリ

ティの違いとは何なのかを考えて

いく。 
 
第1章 ホスピタリティの基本 
1-1 ホスピタリティの基本とは？ 
 この章では、ホスピタリティについての意味や、ホスピタリティとはどんなことなのか

など基本を考えていく。 
ホスピタリティがあふれるお店づくりのためには、一歩進んだ接客マナーが必要だ。 

図２「株式会社マーシュが 100人に調べ（2009年）より」 
 

図１「株式会社マーシュが 100人に調べ（2009年）より」 
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まずは、意識の問題。ホスピタリティの基本は、どのお客様にも「自分は大切にされて

いる」と感じていただくこと。そのためにとても大切なものは、目配り・気配り・心配り・

思いやりの意識をしなければならない。目配りでは、いろいろなところ（お客様やそのま

わりの状況）に注意を行き届かせる。お客様がどのような状況なのか、テーブルなどでは

あいている食器やグラスがないのかなどである。気配りでは、不注意や失敗がないように

細かく気をつける。お客様の持ち物やお客様自身に被害などを与えないなどである。心配

りでは、心をあちらこちら働かせる。一人ひとりに心をこめて対応すること。思いやりで

は、お客様さまの立場に立って考える。お客様がどのようにしてほしいのかなど。 
次に、お客様の期待以上のマナーを身につけることが大切である。このマナーとは、社

会生活をスムーズに営むために決められた規範。一般的なマナーというものではなく、人

と人とのコミュニケーションをスムーズに必要なことである。ルールは（やらなければな

らない）ことなのだが、マナーは必ずやらなければならないものではない。しかし、お客

様は飲食店を利用する一定のマナーのイメージを持っている。そのイメージに合わないと

いうことは、お客様が持っていた期待の裏切りという形になってしまう。これはとても悪

く、ホスピタリティに求められるものはお客様の期待値を上回るマナーで接すること。マ

ナーとは、もともと相手を思いやる気持ちの表現である。この基本を身に付け、ここぞと

いうときにすぐに使えるように準備しておくことが大切である。ホスピタリティを提供す

るのならば、基本マナーをしっかりと身につけていく必要がある。 
ホスピタリティは、三つの「守・破・離」によって身につけることができる。まずは、

基本的なマナーをみにつけることが第一。基本マナーは長い歴史の中で最も無駄がなく美

しい評価がされているもの。まず型通りを覚える。これが「守」である。これをマスター

すれば、型通りでは対応できない場面に気づき、臨機応変な対応を考える。基本の型を崩

して成り立つホスピタリティもあることに気づく。これが「破」である。さらに、基本を

離れたところでホスピタルティを実践できる必要がある。お店にとってふさわしいマナー

を構築していき、自分の個性に合ったやり方も見出していく。これがたとえ、マナーから

はずれても、個客対応としてふさわしい接客をする。これが「離」である。これら三つか

らホスピタリティを身につけていくのである。 
 
1-2 ホスピタリティの 5大要素 
 ホスピタリティを実践していくために

はマインド・マナー・スキル・洞察力・コ

ミュニケーション能力の要素が必要不可

欠である。 
 マインドとは、お客様の人格を認め、お

客様を理解しようとする心が一人ひとり

の接客係になれば、たとえ完璧なオペレー

ホスピタリティ 

マインド 

マナー スキル 

コミュニケー

ション能力 
洞察力 

図３５大要素 (「実践 ホスピタリティ・サービス」より) 
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ションができたとしても、行動は事務的になってしまい、お客様は感動しない。サー 
ビスを担当する者として、お客様を思いやる心は接客のすべての基本であり、マインドで

ある。 
 マナーとは、どんなお客様を思いやる心があり、その心を伝えようとしても伝え方（サ

ービス・マナー）を知らなければ、どのように声をかけるのか、どのような態度をとるの

かがわからなくなってしまう。基本となるマナーとそれを発揮する状況を覚えておくこと

が大切である。 
 スキルとは、サービスのプロフェッショナルとしてお客様をもてなすためには、技術（サ

ービス・スキル）を磨き、信頼されることである。 
 洞察力とは、お客様が「何を考えているのか」を見極めること。そのためには、相手の

行動を見てつかみ取ろうとする「観察力」と、相手の心理を想像したり察したりする「察

知力」が必要となる。相手の望むこと、喜ぶこと、相手から言われる前に提供していくた

めに必要な力である。 
 コミュニケーション能力とは、マインド・マナー・スキルは具体的な言動で表現するこ

とによってはじめて相手に伝わる。洞察したものは相手とコミュニケーションを交わして

みなければわからない。そのためには、「断られたらどうしよう」「嫌われたらどうしよう」

という思いを捨て、恥ずかしがらずにコミュニケーションする勇気と、それを実践するコ

ミュニケーション能力が必要である。 
 ホスピタリティは、これらをまとめて実践していくことなのである。 
 
1-3 ホスピタリティマインド 
 ホスピタリティマインドとは、ホスピタリティを提供する前提となる、相手を思う、

温かい心のことだ。この温かい心は誰でも持っていて、日ごろから人とのコミュニケーシ

ョンで使われている。 
 例えば、友人の誕生日に喜ぶ顔が見たいという心でプレゼントや演出を考えることや、

買い物や公共施設などの入り口で次に入ってくる人のために開閉式の扉を押さえてあげる

ことなどがホスピタリティマインドにあたる。 
 これは自分がしてあげてもしてもらっても嬉しいもので、親しい仲にはこの行動から信

頼関係などが生まれてくる。これは、接客サービスでも同じで、大変重要なことである。

普段の生活で身近な人、または他人にも行っている心づかいを、接客場面でお客様に対し

て行うこと、その原点にあるものが、ホスピタリティマインドである。 
 
第2章 ホスピタリティの内容と様々な違い 
 
 前章では、ホスピタリティの様々な内容などを書いていった。次の第 2 章では、そのホ
スピタリティとサービスや顧客満足度など、関連していく言葉との違いを比較していく。 
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2-1 サービスとホスピタリティ 
サービスとホスピタリティというのは同じものか、そうではないものかということにつ

いて考えてみた。この二つの違いは、サービスの言語は、ラテン語の Servus(奴隷)です。
それが英語の Slane(奴隷)Servant（召使い）という言葉から発展した。サービスは言語の
通り、サービスを提供する方は従ということで、主従関係がはっきりしている。しかし一

方、ホスピタリティの言語は、ラテン語の（客人等の保護）である。それが英語の Hospital
（病院）Hospice（ホスピス）と色々な言葉から発展した。これらは対価を求めているので
はなく、おもてなし・喜びを与えることに重きをおいている点が大きくサービスと違い、

ホスピタリティにおいて重視されるのは、人間性や信条、個性、感性などであり、報酬を

求めての行動ではなく、おもてなし・喜びを通じて、報酬は結果としてついてくるという

考え。ここがサービスとホスピタリティの違いである。例えば、サービスとはお客様（主

人）と従業員（使用人）の関係がある。従業員は、「お客様の言うことでしたらなんでも」

という形なので、お客様の意志を優先した一方的なことを優先される。ホスピタリティと

は客人（ゲスト）と主人（ホスト・ホステス）の関係であり、ミッキーの場合「ミッキー

はそういうことはやらないよ」という形であり、顧客志向と従業員志向は車の両輪のよう

な相互の共感、喜びの共有なのである。この違いは、お客様が働く人をどのように思うか、

働く人がお客様をどのように思うかにも変わってくるとても難しいことなのである。しか

し、ホスピタリティに欠かせない物がサービスではないのか。サービスは、お客様に不快

な気持にさせないためのもの。ホスピタリティを実行する前に、サービス自体をしっかり

行えるようにすることがホスピタリティの原点ではないのか。この、サービスからホスピ

タリティという言葉には時代の背景がある。 

ファミリーレストランも一つである。日本にファミリーレストランが誕生したのが 1970

年。それまでは、日本食堂や料亭といった「和」の食事と接客が中心で行われていた。し

かしこの時代から、「洋」の食事もふえはじめたことによって食生活が大きく変わっていっ

た。洋食が増えていったことによってメニューの新しさ、それと同時に明るい店内、気持

ちの良い接客など新鮮であった。みんなが同じものを食べ同じ接客を受けること、マニュ

アル化されたおもてなしで間違いがなかった。 

 しかし、それから 30 年以上たった今、日本にある飲食店は約 48 万軒にものぼりたくさ

んのお客様が来店。外食の機会もとても増えていたなか、様々なお店を使い慣れていった。

使い慣れていくうちに多くのものを見て、おいしい料理・おいしい飲み物・安いもの・珍

しいものなどだけでは満足しなくなってしまった。料理の品質や人と違ったサービスなど

を求めるようになっていた。今までは「他の人と同じにしてほしい」というものから「他

の人と同じではいやだ」という気持ちになっていた。 
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2-2 ホスピタリティと CS（顧客満足度） 

次にホスピタリティと繋がりがある CSについてである。顧客は「個客」として認識され

ていった。この「個客」という言葉が細分化されていることによって現在、「CS（Customer’

s Satisfaction=顧客満足）」という言葉が当たり前 のように使われ、重視されている。 

この顧客満足度事態の結果は同じお客様の「リピート」によってはっきり確信を持つこと

ができる。顧客満足度というのは顧客を満足させることではなく、顧客が感動することが

一番なのだから。この違いというのはとても大きく、顧客を感動させるというのはそのお

客様を感動にする側の人間の考え方になってしまうからである。そのため、この視点で見

るのではなくこの反対の顧客の視点で見ることによって顧客満足度の意味が明白になって

くる。それが先ほどの「リピート」である。この「リピート」が顧客満足度とホスピタリ

ティの繋がりである。顧客満足度もヒスピタリティも「リピート」や「生涯顧客」の獲得

や維持していくことが欠かせないものなのだ。この様な事がなければそのお客様に感動し

ていただけなかったということに繋がる。なぜならば、自分自身がその場所に感動を感じ

たのならもう一度行きたくなるものなのだからだ。 

 

1) 逆さまピラミッド 
 アメリカの経営コ

ンサルタント、カー

ル・アルブレヒトは、

「企業の資産はお客

様である」と主張して

いる。いくら素晴らし

い商品をつくって並

べたとしても、それを

買って使ってくれる

お客様がいない限り、

企業は存続すること

ができないからであ

る。企業にとって、満

足してくれるお客様

が、最も重視すべき資

産なのだ。      図４逆さまピラミッド(「実践 ホスピタリティ・サービス」より) 
 この考えは CSの考えと一致する。また、このようなお客様に直接接することのできる従

業員が、企業の中では最も重要な人である。これは、カール・アルブレヒトの言う(図４)

「逆さまのピラミッド」の経営思想である。この経営思想をサービス業に当てはめると、

お客様と直接接するお客様係がお店や企業の中で最も重要であるといえる。人であるお客

お客様 

お客様 

管理・監査層 

現場の従業員 

管理・監査層 

現場の従業員 トップ 

トップ 
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様に心の満足を与えるのは、人（接客係）によるサービスである。 

 

 

2) 3要素 

 CSを構成するには、３つの要素がある。それは、「商品要素」「サービス要素」「イメージ

要素」である。商品価値は料理の価値なので、料理の味つけや、料理のボリューム、付け

合わせなど。また、料理のネーミングや料理の味わい方などのソフト的価値である。サー

ビス要素は、サービスの内容である。接客係・調理係・店長などの感じの良い対応のサー

ビスのこと。また、その料理などの食材の産地情報、料理や食べ物などの提案、食べ方の

アドバイスなどの情報提供などもその中に含まれる。イメージ要素は、店や企業のイメー

ジなどで、地域や社会からの貢献や社会からの評価、環境保護や資源の有効活動などがあ

げられる。これらの要素が評価されて満足度が形成される。つまり、料理がおいしく、サ

ービスがよく、お店や企業としてイメージがよいことでお客様は満足される。しかし、こ

の中の要素のなかで 1 つでもかけてしまうとお客様の満足を完全に満たすことはできない

ということだ。 

 

                       

3) 事前期待と事後評価 
 次に満足の方程式につい

て。この、方程式のとは事前

期待と事後評価によって満

足度を測るものだ。例えば、

飲食店にはいろうとしてい

る場合、「いらっしゃいませ」

と元気に明るく笑顔で言っ

てくれるだろうか、

気に入った席に案

内してくれるだろうか、丁寧にメニューを手渡してくれるだろうか、メニュー選びに迷っ

たときは相談に乗ってくれるだろうか、何かを頼んだときは「かしこまりました」と、笑

顔で対応してくれるだろうかなど、これらが「事前期待」というもの。そして、「事後評価」

とは「いらしゃいませ」と、出迎えにふさわしい笑顔で迎えてくれた、気に入った席に案

内してくれた、おすすめのメニューを提案してくれた、お願いごとにたいしては、「かしこ

まりました」とにっこりほほ笑んでくれたなど実際に経験したことから評価するものであ

る。お客様が来られて帰られまでに、お客様が期待していることに応えられていた場合、

事前期待に応えられたサービスが行われたことになり、お客様は満足される。さらに、事

前期待以上のサービスを行った場合には、満足して感謝され、それがとても高い場合には、

 
① 事前期待 ≪ 体験・体感 ⇒ 感動 
② 事前期待 ＜ 体験・体感 ⇒ 感謝 
③ 事前期待 ＝ 体験・体感 ⇒ 満足 
④ 事前期待 ＞ 体験・体感 ⇒ 不満足 

図５ 満足の方程式 （「実践 ホスピタリティ・サービス」より）
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感動が生まれます。しかし、逆に事前期待に接客係が応えることができなかった場合、当

然お客様は満足されませんし、不満を持たれてしまいます。それ以上に期待外れであった

場合は、お客様が被害者意識を持たれることになる。図５これが、満足の方程式です。 

 

 

4) 価値と価格 

 この事前期待という

のは、「このお店ではこ

んな料理でこんなサー

ビスなのだろう」と事

前に予想をしているこ

とである。これには、価値・価格がとても密接な関係をもっている。また、別の満足の方

程式で示すことができる。予想には、接客サービス（S:Service）以外にも料理の品質

（Q:Quality）や清潔感（C:Cleanliness）、雰囲気（A:Atmosphere）なども含まれている。そし

て、お客様は様々な予想に対して最後に支払う価格（P:Price）と比較して、価値（V:Value）

を決定している。これらの方程式から考えられるものは、お客様が支払った価格と事前期

待（QSCA）を比較して満足度をきめているということになる。お客様は、期待していた

QSCAを受けそれにみあった価格を支払いしよいと感じたならば満足ということになる。し

かし、事前期待に応えてもらえなかったのにもかかわらずお客様の事前の価格と同額を支

払った場合に不満をもつことになる。つまりお客様は、お店を利用する以前に価格に応じ

た QSCAを受けられると想像していることになる。 

 しかし、この満足というのは不満ではないというものである。満足というお店はお客

様に強い印象を付けることができない。もしまた外食と考えた時、この前のお店よりより

よいお店があるはずと他のお店に足を向けてしまうからである。これは、「またどうしても

もう一度いきたいというお店」にはならないということ。 

お客様が最も求めているのは、そのお店を利用して「おいしかった」「よいサービスを受け

た」という感動であり、事後評価で最高のものである。「リピーター」をつくるには「感動」

がとても重要になってくる。 

 

2-3 Mot 
 サービス業では、お客様と直接接することができる。このお客様との接点において、

CS を高めようとするには日々の努力をしている。お客様と企業の接点のことを
（Mot=Moment Of Truth=真実の瞬間）という。 

Mot の考え方は、ヤン・カールソンがひろめた。それによってアメリカの顧客満足推進
活動が発展していった。ヤン・カールソンは、スウェーデンのスカンジナビア航空（SAS）
の社長に 39 歳という若さで就任することになった。SAS は大赤字の会社であったが彼が

 

Q×S×C×A 
お客様満足度(V) = 

P 

図６満足の方程式 2（「実践 ホスピタリティ・サービス」より） 
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CS を経営戦略として取り入れて立て直した。彼は、再建の中で「1000 万人の旅行客に対
して同社では 5 人の従業員で対応した。その際の 1 回の応接時間は平均 15 秒。年間では
5000 万回、顧客の脳裏にスカンジナビア航空の印象が刻みつけられることになる。その
5000万回の“真実の瞬間”は、結局スカンジナビア航空が最良の選択だったと顧客に納得
させなければならないときなのだ」と言った。 
つまり、SASを利用するかどうかは、SASの社員が顧客と接する Motの積み重ねなのだ。
そして、その瞬間に提供されるクオリティによって経営のすべてが決まると考えられる。

Motにおけるすべてのサービスをチェックして、その改善を図った。 
 
 
 
1) フードサービスとMot 

CS を重視することは、一つひとつの Mot を大切にしていくこと。Mot には、商品その
ものの機能やデザインはもちろん、電話受付や苦情処理、アフターフォローの営業マンや

技術マンの対応など CSに与えるすべての要素が含まれる。 
フードサービス業におけるMotは、CSにおける 3要素（料理の価値、サービスの内容、

店や企業のイメージ）それぞれに存在し、その接触場面において、お客様はその企業の善

し悪しを判断する。 
その中でも、特に人（接客係）が仲介している Mot のウエイトが高い。そしてその瞬間

は、各サービス業務に数多く存在することになる。例えば、お客様の入店時のお出迎え、

席へのご案内、注文のお伺い、料理の提供、飲み物・デザートの提供、会計処理、お見送

り、これらの間に起こる中間サービスなどがありとても多い。 
このすべての接点、つまり Mot において、私たちのお店を選択してよかったと満足してい
ただき、再来店をしていただくことができるような対応が接客係には求められている。 
 
2-4 ES(従業員満足度) と CS（顧客満足度） 
 ES（Employee Satisfaction）とは、企業の従業員がどれだけ満足度をいえているかの度
合い。業務内容や職場環境、人間環境といった内容を調査数値化する。 
顧客満足度を向上するためにはまず、従業員満足度を向上させなければならないとの考え

から近年マーケティング戦略の中に取り入れられ始めた考え。顧客満足度調査の観点から

用いられる用語であるが、CSと同様、従業員満足→顧客満足→売上増大のプロセスの構築
が重要。 
 まさに、ES なくしては CS なしといってもおかしくないのだ。ES を上げるためにはど
のようにしたらよいのか。やはり業務内容や職場環境、人間環境なのだ。業務内容では、

業務の評価などが重要である。正しい評価がされていないとそこで働く従業員はやる気が

起きなくなってきてしまう。次に職場環境では、やはり上層部に自分の意見を知ってもら
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うこと。そのため、上層部には従業員を知る努力が必要になっていく。人間環境では、そ

こで働いている従業員同士が良い関係になることがとても大切である。お互いがいがみ合

っている人間環境の職場では、とても働きにくいからだ。 
そのためには、インハウスコミュニケーション（社内コミュニケーション）の充実が大き

な要素となる。 
 
2-5 スタッフ同士のホスピタリティ 
 接客の中で、ホスピタリティを意識していくことは大変重要ですが、スタッフ同士の会

話やあいさつにおいてもホスピタリティが日常的に実行されていることが望まれる。これ

は本人の心がけ次第で、できるのが一番なのだが、その意思づけをするためにも、お店を

あげて取り組むようにすることによってより良くなる。 
 まずは、スタッフ同士で名前を呼び合う習慣をつくる。名前を呼ぶことは、相手を認め

るという素敵なプラスのストロークであり、このプラスのストロークが飛び交うお店は、

前向きで明るいスタッフがそろっているお店という認識がされる。「○○さん、おはようご

ざいます」や「○○さんお疲れ様でした」のように日常のあいさつや会話の中にも、意識

して名前を入れていく。これができるようになったのちには、このあいさつにプラス一言

を入れていくことができるとより良くなる。例えば、「○○さん、おはようございます」と

いうあいさつの後に、「今日もいい天気ですね」「体調はよくなりましたか」などのことば

をくわえる。あいさつだけなら当たり前、つまり期待通りの出来事と言ってもおかしくな

いのだ。普段でも普通に名前を呼んでおはようということはしているのだ。しかし、あい

さつプラス一言は、その人への思いやる気持ちを伝えることになるのだ。 
 時に、物を忘れてしまうことなどがある。そんな時、誰かにその忘れていたことがどん

なに小さなことでも「ありがとう」という言葉をかえす。そして、「ありがとう」とこちら

が言われた場合には、かならず「どういたしまして」や「こちらこそ」、「喜んでもらえて

嬉しいよ」など何か言葉をかえすようにすることがとても一緒に働きやすい環境をつくっ

ていく。 
 また、仕事の役割を決めていくとよくなるだろう。そうすることによってひとり一役で

徹底して責任を持つことを決める。そうすることで意識を深めていき、まわりにもそれを

発信するようになる。例えば、ゴミを拾う係りやトイレットペーパーの点検係や冷暖房チ

ェック係など。小さなことでも役割を決めることがとても大切。責任をみな持つことによ

って任せられるという嬉しさがでる。 
この役割の中にもリーダーというものがある。リーダーにとって必要なのは、働いてい

る人にたいしてモチベーションをあげることも大切である。これによって、従業員がリー

ダーについていきたいや、この人と一緒に働きたいと思わせることになるのではないか。 
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2-6 サービス産業からホスピタリティ産業へ 

まずは、ホスピタリティ産業についてだが、ホスピタリティを実際に行っていき商売な

どをしているのがホスピタリティ産業と言う。このホスピタリティ産業が国内で基本的に

行われているのは、宿泊業・運輸業・旅行業などのことを言い、広くには、教育、医療、

福祉などである。これらはすべて人対人という関係の職種である。 
サービス業というと、ファーストフードやコンビニエンスストアなどシステム化された

サービスの成功をまず考えることが多い。均等な内容をすべての人に平等に提供すること

がサービスの基本であった。この提供をするためには、個々のサービスの基本的なマニュ

アルを作り、これに基づき効率的で合理的な業務を行う。これに対し、これからの飲食店

やホテルなどは、マニュアルに基づくサービスを提供していくのではなく、顧客一人の異

なる要望に対応することが重要にし、相手によって提供するサービスが異なることを意味

し、顧客ごとにコンテンツなどの差別化をしていくことになる。このような対応をホスピ

タリティという。しかし、このようなことを行いそれぞれのお客様に感動を与えるのはと

ても難しくもしかしたら他のお客様に不信感を持たれてしまうこともあるのではないかと

考える。しかし、グローバルホテルチェーンの総支配人の谷川史郎さんはこの「マニュア

ルを超えたサービスを提供できるか否かは、サービスを提供する者の属人的な技法に存在

する部分が大きい」と言っている。また、ホスピタリティというのは「おもてなし」とい

うことだが、日本では「おもてなし」はとても大事な精神の一つとされている。このこと

から私はとても日本人にあったやり方、考え方なのではないのかと感じる。 
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2-7 サービス産業におけるホスピタリティの構築 
 ホスピタリティには、ハード・ウエア（機能的サービス）とソフト・ウエア（情緒的サ

ービス）およびヒューマン・ウエアの要素から構成されている。ハード・ウエアの前提条

件には、ソフト・ウエアがあり、お互いに強く影響しあう関係である。 
 
1） ハード・ウエア 

このハード・ウエアのなかにもハードとソフトの要素がある。それぞれの部分におけ

る責任領域を示すと次のようになる。図７ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

立地条件 
建物の造り 
外観 
施設・設備・機器 
環境 

インテリア 
照明 
サイン類 
ブランド名等 
什器・備品 
優しさ・安らぎの演出 
料理・飲み物 

ハード・ウエア 
（経営サイドの責 
任領域） 

ソフト・ウエア 
（総支配人の保守

管理） 
（責任領域） 

ハード・ウエア 
（機能的サービス） 

図７ ハード・ウエア （「ホスピタリティ学のすすめ」より） 
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2)  ソフト・ウエア 

サービス担当者の提供するサービスの品質に深く関連するベーシックなものとして

図のような考え方がある。図８ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5 
職種にあったサービス 
担当者 
肉体の清潔感 
頭髪・化粧などの 
身だしなみ・服装など 

行動・技能 
言葉遣い 
明るさ・笑顔 
優しさ 
思いやりなどの気遣い 

ハード・ウエア 

ソフト・ウエア 

ソフト・ウエア 
情緒的サービス 

図８ ソフト・ウエア （「ホスピタリティ学のすすめ」より） 
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 ヒューマン・ウエア 

ホスピタリティ（おもてなしの心）といわれるサービス提供者の基本的なサービスに

対する心情的状態を表し、これによりサービスの良いところや悪いところが評価され

る。図９ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第3章 一歩上のホスピタリティ 
3-1 ホスピタリティ上達へ 
ホスピタリティを上達させるには特徴がある。これらの特徴をつかむことによってより

高いホスピタリティを提供することにつながる。この章では、（ホスピタリティ）を参考に

自らの考えを入れ書いていく。 
接客という自分の仕事にプライドを持ち、お客様により良いサービスを提供しようとす

る毎日の努力が重要である。自分の働いている職場以外でもよりよいサービスや悪いサー

ビスに意識を向け、常にサービスに対する意識を敏感にしなければならない。そのために

は、まず職務をよく自覚することが大切である。 
ホスピタリティは相手を思いやる心から始まる。マナーはその相手を思いやる気持ちを

表現するための方法である。ホスピタリティが上達している人は、基本マナーの練習を重

ねた上で、日々の接客場面から得た知識をよりよいマナーへと発展させている。 
これらのことができる人は、どんな時でもお客様の立場に立っての行動を心がけている。

行動・態度 
言葉遣い 
明るさ・笑顔 
優しさ 
思いやりなど 

職種にあったサービス 
担当者 
肉体の清潔感 
頭髪・化粧などの 
身だしなみ・服装など 

ハード・ウエア 

ソフト・ウエア 

図９ ハード・ウエア （「ホスピタリティ学のすすめ」より） 

ヒューマン・ウエア 
心情的サービス 
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どんな気持ちでそこにいるのかなど、想像する努力を怠らない。例えば、お客様の座って

いるテーブルをみて飲み物がなかったら声をかけてあげる。もしかしたら、飲み物がない

が従業員に声をかけられずにいられないかもしれないという場面であるかもしれない。し

かし、もう飲まないという場合も考えられる。もし、もう飲まないという場合でも積極的

にコミュニケーションをとることもとても大切である。断られて場合でも「失礼しました」

といさぎよく謝ればいいからだ。これらは、経験して学ぶことである。 
サービスは足でするものといわれるぐらい、うごきの早さがものをいう。例えば、お客

様が食事をしているとふとしたことでお箸を落としてしまった場合、即座に新しいお箸を

持っていき「こちらをお使いください」と声をかけてあげることや、お客様が寒そうにし

ている場合はひざ掛けや温かいお茶などを持っていくなど。「思ったらやる」、または「お

客様の動きを察知して行動する」というフットワークで接客に臨んでいる人ほど、ホスピ

タリティが上達していく。 
 

3-2 来店へのホスピタリティ 
お客様が来店されて対面するその瞬間からホスピタリティサービスが始まっている。お

客様が入店してくださったことをまず感謝することが大切である。このときお客様へ「あ

りがとうございます」という心と、それを言葉で表す。この言葉は「有難う＝有り難し（難

しい）ということである。これは、ありえないような難しいことが起こったということで

す。 
数あるお店の中から、その日の食事のために私たちのお店を選んでいただいたというこ

とである。お客様が私たちのお店に入ってきて当然ということはないのだから。なので、

まずはお客様が入店して下さったという感動の気持ちからおもてなしのホスピタリティが

始まる。 
次に、お客様が来店されてまず言葉を交わすのが接客係である。入店したお客様はその

接客係の第一印象で、このお店の雰囲気を感じ取りこれから食事する気持ち、気分が決ま

っていく。また、人間の気持ちは伝染するものであり、接客係が楽しく働き、元気でハツ

ラツとしているとお客様はそれらを感じ取り楽しく過ごしていただくことができる。これ

らをすることにより、今後の大切な時間をよい時間にすることができる。 
これらによって、初頭効果が利用できることになる。初頭効果とは、最初の情報（第一

印象）が全体的な印象を支配する効果のことである人間は一度印象がついてしまうと、そ

の印象に物事を結びつけて考えてしまう。例えば、第一印象が「感じのよいお店だな」と

印象づけられたとすると、接客係が小さな失敗をしたとしても「たまたま失敗したのだな」

と思ってもらうことができる。しかし、逆に第一印象が「感じの悪い店だな」と印象づけ

られてしまうと、「やはり接客もダメな店だ」と思われてしまう可能性が高い。 
そのため、お客様が食事をすませてお帰りになるまで、この初頭効果を利用するために

も、より良い第一印象を持ってもらうことが大切である。 
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3-3 ホスピタリティのあるご案内 
お客様は「最も居心地の良い席を利用したい」という期待を持っている。その期待に沿

うようにご案内することが大切である。 
 自由に席を選べる場面ならば何も問題がありません。しかし、自由に席を選べたとして

も「お好きな席へどうぞ」とただ言っているだけではお客様が困ってしまう。初めて来店

されてお客様は特にそう思ってしまう。このようにならないように、ある程度の目安を示

してあげることが重要である。「こちらかこちらのお席はいかがでしょう。奥のお席は静か

ですよ」など言ってあげるのがよい方法だ。 
 また、心地よく座っていただくための工夫も大切である。まるで、そのお客様のために

その席をとっていたかのように。例えばカップルでの場合「静かな奥の個室へご案内いた

します」など一言加えると変わってくる。 
しかし、常にそういうわけにはいかないものです。なぜなら、ご予約という場合がある

からだ。そのような時は「こちらのお席へ」と言うのではなく「こちらのお席でよろしい

ですか」と聞くことが言うのがとてもよい。なぜならば、前者のような言い方をしてしま

うとまるでここに座りなさいという命令になってしまっているからである。しかし、後者

ではそのように感じられないからである。 
 希望のお席があるお客様もいる。しかし、お店側にとってはいかに効率よく、どのテー

ブルにご案内するかということも、あとのお客様にお待ちいただかないことの大切な仕事。 
実際には、すべてのお客様に希望のお席にご案内することは無理なことです。あとから来

たお客様に、あとから来たからこの席で当然と思われてしまうのは、とてもよくない。そ

のときは「申し訳ありません。ただいまこちらのお席でしたらすぐにご案内できます」と

いう一言をかけることでお客様は悪い気がしない。このような時には、お詫びの気持ちを

十分にこめてお席にご案内することがとても大切になる。 

 お客様は、それぞれの理由でお店を利用する。仕事の接待や、カップルで食事や、友達

と遊びや、誕生日にと。それぞれの理由をときに察知してお席へご案内することがとても

大切になる。お客様の気持ちになってお席へのご案内することもホスピタリティなのであ

る。 

 これらのことを考えて行動することによってお客様は、とてもよい気持ちになる。 

 

3-4 ホスピタリティのあるお見送り 

 お客様が帰る時「ありがとうございました」などという言葉をかけるのはどこのお店で

もやっていることである。この言葉は、お客様は当たり前に思っている言葉なのだ。しか

し、この言葉にもう一言プラスアルファすることによってお見送りのときにも会話ができ

るのだ。「食事はいかがでしたか」や「どうぞまたお越しください」などお見送りにふさわ
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しい言葉をかけることによって最後まで心に残すことができる。 

 また、出入り口までお見送りすることもとても良い印象を与える。美容室や小売店では、

お客様の荷物を持って出入り口までお見送りすることが多くなっています。そのため、お

客様は飲食店でもそのようにされるのだろうという期待を持ちます。 

また、お客様の後ろ姿が見えなくなるまで深々とお辞儀してお見送りすることが大切であ

る。お客様は、背中からも気配を感じるからだ。店内の他のお客様も接客係の心を込めた

お見送りを見ているため、丁寧にすることが不可欠だ。 

 お客様が帰る前に「お忘れ物はありませんか」と一言かけることはマニュアルにあるこ

とが多い。しかしそれだけではなく、お客様が帰った後でも自分の目でお席を確認するこ

とも大切。もし、忘れ物があった場合もう一度取りに来る時間や、交通費のロスを考えれ

ば、早く見つけて声をかける気持ちがホスピタリティでもある。完全に外に出てしまって

も走って駆け寄り、渡す気持ちを持つことがたいせつである。 

 
 
第4章  ホスピタリティで感動を与えている事例 
 第 3 章でのことなどを実際に行われている事例を取り上げていき、それぞれの位置づけ

を表にこの章では考えていく。 
4-1 「鳥でん」事例 

この事例は、私のバイト先の店長から見せていただいたビデオの話。ある「鳥でん」と

いう飲食店では、様々なホスピタリティに取り組んで、お客様に合ったお料理のお勧めを

進めたり、それぞれのお客様の状況によって話しかけたりと様々な気配りをしていた。し

かし、大きな問題がこのお店を襲うことになる。それは世間を驚かした「鳥インフルエン

ザ」だ。鳥インフルエンザに悩んだ 2004年 6月半ばにはどんどん業績が悪化していき、こ

れを見たときにもうだめではないかというところまでいった。しかし、ここの従業員は今

まで来て下さっていたリピーターのお客様に対してそれぞれが手書きのハガキを送りまし

た。しかも、それぞれの思いやお客様との会話での思い出などをお客様それぞれ違う文章

で送る。これは、このハガキを読んだお客様もこのハガキを持ってやってきたリピーター

のお客様を知った従業員もお互いが幸せになる。その後、また売上を上げていきました。

このことから、すべてのお客様に対してすべてにおいて同じサービスをするのではなくお

客様それぞれのサービスをすることがわかる。結果、お互いを意識しお互いが感動すると

いう結果になった。これは、ホスピタリティの事例の一つではないかと私は思う。 

 

4-2 「リッツカールトン」 

リッツカールトンホテルは、世界規模で展開しているホテルチェーンの一つ。スイス出

身の実業家セザール・テオドール・リッツが 1898年パリに創業した「ホテル・リッツ」と、
1899年ロンドンに開店した「カールトン・ホテル」、1906年にロンドンに創業した「リッ
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ツ・ロンドン」などのセザール・テオドール・リッツが経営と運営に関わったホテルは、

上流階級を中心に高い評価を受けた。セザール・テオドール・リッツは 1918年に死去して
しまった。しかし、その後も未亡人が中心となりリッツの名を冠したホテルの展開を進め

た。 

 

 

１) 「リッツカールトン」の事例～ベンチ～ 

ある日、お泊りになっていた男性がビーチ係りに「今夜、この浜辺でプロポーズしたい

ので、できればビーチチェアを一つ残しておいてくれ」とたのんだ。しかし、このビーチ

係りはこのビーチチェアの他にビーチテーブルとこのビーチテーブルに白いテーブルクロ

スを引きお花とシャンパンを置き、プロポーズする時砂浜なので膝が汚れないようにとビ

ーチチェアの横に白いタオルを敷いた。このように、お客様が頼んだことだけをやるのが

サービスだとし、それからお客様が何を望んでいるのかを考えそれを行動に移すことがホ

スピタリティである。 

 

2) 「リッツカールトン」の事例～書類～ 

ある日、大阪のリッツカールトンホテルでお客様とホテルの掃除している方と話してお

り、そのお客様は「明日大事な会議があるので東京に帰ります」と言った。その次の日お

客様のお部屋を掃除していたところ、大事そうな書類の封筒がありそれを持って急いで東

京まで電車でいきました。これは、リッツカールホテルで働く人は一日に約 20万円までお

客様に使うことのできるお金の決裁権がある。このお金を使ったのである。これは、とて

もリッツカールトンホテル事態とてもホスピタリティを重要にしていることがわかる。 

 

4-3 「ディズニーランド」 

「夢と魔法の王国」と呼ばれている東京ディズニーランド。1983年 4月 15日に開園され、

今現在では、“夢と魔法のファミリーエンターテイメント”として様々な世代の人々に愛さ

れており、今では年間 1,600万人もの人が訪れている一大テーマパークとなっている。様々

な夢や希望が詰まったこの空間にあるアトラクションやショーが展開している。しかし、

この不景気の中、なぜこんなにも年間の観客動員数がいるのかと考えると様々な“おもて

なしの心”＝「ホスピタリティ」があるからではないかと私は思う。なぜなら、この東京

ディズニーランドでは考えられないほどの徹底的なホスピタリティが実行されているから

である。 

 

1) 「ディズニーランド」の事例～7人の小人～ 

ディズニーランドのベンチで寝ている子供を抱いて座っているお母さんがおり、向こう

からキャラクターの「7人の小人」がやってきた。やはり、キャラクターの周りには多くの
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ゲストが取り囲んでいる。この、小人たちがその寝ている子供の前を通ろうとした時、ゲ

ストの方々に指で“シー"という格好をして通り過ぎていった。これが「三匹のこぶた」に

出てくるオオカミならどうだっただろう。子供が寝ているのに気がついたらさけるのでは

ないか。なぜなら、このオオカミは、悪役なので「7人の小人」のような事をやってしまう

と悪役ではなくなってしまうからだ。このような事を普通にやることがディズニーランド

の素晴らしいところではないか。ディズニーランドでは「群衆」という言葉を使いません。     

たとえ多くの人たちでも「かたまり」とは考えてはいけないのです。別々な顔と名前と考

えを持った別々な人として応対している。ディズニーランドでは招待状を出し招待した訪

問者として、一人一人を大切に考え、接遇しているのです。そうです。キャストが心がけ

ている大切なことは「一人一人のゲストときちんと応対する」ということなのだ。 

 

2) 「ディズニーランド」の事例～「蚊」～ 

実は、ディズニーランドには「蚊」がいません。あんなに人がいて広い所に普通なら「蚊」

がいないわけがない。しかし、ここにもディズニーランドが考えているホスピタリティが

隠されている。実は、ディズニーランドには木と水がとても多くある。普通、木と水が多

くある所には「蚊」が多く存在する。しかし、この木と水がとても重要になっている。ま

ずは、木である。ディズニーランドには、60 万本の木が植えられている。また、入場者数
が 6 万人になると入場制限がかかってしまう。１時間に１回、何かしらの乗り物が乗れる
ようにするための割合が 6 万人でありそして、6 万人の CO2 を削減するために 60 万本の
木を植えているのだ。また、60万本の木の種類に蚊が嫌いな木を植えているからなのだ。 
次に水だが、この水は作り物でカモや魚は生息できる水だが「蚊」は生息できない水を

造っているのです。これらのことによって「蚊」がいないのである。なぜ「蚊」がいない

のかと言うと、ディズニーランドに「蚊」がいることによってイメージや、魔法が消えて

しまうからである。普段、なにげなく訪れていたのだが全く気が付かないというところが

とてもすごいホスピタリティなのだ。 
 
 
4-4 「ファミリーレストラン」の事例～待ち合い場所～ 
 ファミリーレストランの待ち合い場所で、大変込み合っている時間に 2 歳くらいの子供
がぐずりだしてしまった。夏で冷房が利いているとはいえ、もぞもぞと体を動かして泣い

ていることによってびっしょりと汗をかいていた。それに気がついた一人の接客係がそこ

に、冷たいおしぼりとお水を持ってきて母親に渡した。冷たいおしぼりで顔を拭いてもら

い、冷たいお水を飲んで、その子供は落ち着いた。このように混み合っている時での接客

は大変忙しいはずなのだが、まだ席に着いておらず待ち合い場所にいるお客様にまで気を

配っていることはとても感心できるところだ。このようなことができているのは、その席

に座って食事を楽しんでいるお客様だけではなくすべてに目をやり気を配っているからで
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ある。 
 
4-5 「ファミリーレストラン」の事例～チェック欄～ 
 忙しい時にお待ちのお客様には、順番に用紙に名前を書いてもらっているお店がある。

たいていのお店は名前の上から横線を引いたり、チェックの印などをつけている。しかし、

そのお店では、お通ししたお客様の名前の横のチェック欄に赤い桜の花型のハンコを押し

ていた。中の文字は「感謝」と書かれている。お客様の名前を気のない横線で消すのはも

ってのほかであるが、このハンコで押されているととても気持ちが良い。また、次に名前

を書く人もとても気持ちが良いと感じるだろう。 
 
4-6 「フランス料理店」の事例～バター～ 
 あるお客様が、大切なお客様をフランス料理店に案内した。しかし、その方は、バター

が嫌いな方。「どうしよう」とオロオロしていたのだが、そのお店の接客係が機転を利かせ

て、「トマトはおすきですか。トマトソースでおつくりしますよ」と提案をした。途中で焼

きたてのパンを配られたのだが、担当の接客係が変わったのにもかかわらず、「バターの入

ってないパンはこちらです」と聞く前に教えた。これは、パンを配る接客係の前に接客し

た接客係が伝えたことになる。 
 
4-7 「和食店」の事例～笑顔～ 
 大阪で初めて利用する和食店に行った方の話。お店に入ったとき、入口で迎えてくれた

女性従業員の方が、ニコニコと笑顔で出迎えてくれた。とても感じの良いお店だと感じ、

期待しながら入っていった。一人だったのでカウンターの席に座り調理場を眺めていた時、

ひとりの調理係と目が合った。その人はちょっと笑顔になり、軽く会釈をした。このよう

なことが他の従業員も自然にできていた。このような行動を自然にできることは、常にお

客様のことを考えているということ。このようなことをしてもらえると料理もより一層お

いしく感じることになる。 
 
4-8 「コース料理」の事例～ワイングラス～ 
 フルコースの料理のパーティーの席での出来事。その席で、見事に赤ワイングラスを倒

してしまった方がいた。しかし、そばにいた接客係は、すぐに真っ白いナプキンでさっと

隠すように覆い、さらに白いナプキンをかけ、何事もなかったように赤ワインを注いだ。

その時初めて、「どうぞ」と落ち着いた優しい声をかけた。その間わずか数秒の出来事。倒

してしまった方は、とても恥ずかしい気持ちというのを察知し、あえて言葉をかけないと

いう思いやりのホスピタリティである。 
 
4-9 「ご主人と板前」の事例～ありがとう～ 
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そのお店はご主人のつくる料理のおいしさでにぎわっている店である。そのお店には、若

い板前さんたちが 6 人いて、客席からカウンター裏の厨房で、彼らが料理を作っている様
子が見えた。時々、裏手のカウンターへ、お皿や食材をもって板前さんが入って来る。そ

のつど、きちんと客席にあいさつをして出入りしていた。また、ご主人も部下から受け取

ったときには、必ず「ありがとう」と言葉を返す。その後、日常でもしているのか尋ねて

みると、「私ひとりで何から何までできるわけではありません。私を支えてくれるみんなの

力があるから、お客様においしいお料理をお出しすることができるのです。ですから部下

にも、何かをしてもらったら必ず、ありがとうと言っている」と言っていた。これは、従

業員どうしのホスピタリティである。このようにすることによってこのお店が働きやすい

環境になっている。また、それを見たお客様はとてもよい気持ちになる。 
 
4-10 ファミリーマート ～韓国籍の人へ～ 
今や様々な所にあり、必要不可欠になっているコンビニ。その中に、ファミリーマートが

ある。このファミリーマートでは、韓国籍のお客様が多い店舗で、POP や商品説明などの
アナウンスを韓国語に翻訳して放送するということを行っている。このようなことをする

ことによって、日本語がまだわからない人にも快適にコンビニへ行き買い物ができる。こ

のような気遣いによって喜ぶ人が多いのである。 
 
4-11 事例の特色 
 前章では、様々な事例を紹介した。しかし、この事例の中には、特色がある。これを図

で表してみるとこのようになる。図１０ 
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（図７）のように、これらの事例で大きく分けるとしてお金がかかるホスピタリティな

のか、お金のいらないホスピタリティなのか、容易にできるか困難なのかなどで分けるこ

とにする。これらの事例の中では、お金をかけてホスピタリティとしている事例として、

リッツカールトンホテルの書類の事例や、ディズニーランドでの蚊を寄せ付けないように

している事例だ。この２つの事例では、確かに感動を感じるが、それ以上に驚きが大きい。

他の事例は、お金はたいしてかからない事例である。 
リッツカールトンホテルのホスピタリティの書類の事例は、わざわざ東京までの電車代

がかかってしまうことになる。また、実際時間もとても必要となる。ディズニーランドの

蚊に対しては、ディズニーランドを作る上でかかることなので、直接的な時間はかからな

いだろうが、莫大な金額が必要となるだろう。 
 しかし、この感動以上の驚きを与えるホスピタリティはどうだろう。ホスピタリティと

は、相手の気持ちになって行動するものである。この相手の気持ちになって行った行動が

相手からしたら逆効果になってしまう場合がある。特に、リッツカールトンの書類の事例

では、確かに相手は喜ぶことにもなる。しかし、それ以上に申し訳ない気持ちになってし

まうのではないのか。このような気持ちを少しでも感じさせてしまったら、ホスピタリテ

ィとは言えないのではないか。他の視点から見てしまうと、自己満足になってしまうので

はないか。自己満足になってしまったらホスピタリティと言ってよいものだろうか。 
 この 2つの事例以外は、図の下の部分か、線上に位置している。この位置関係をみると 1
つの共通点が見えてくるものがある。それは、お金をかけていない。これらの事例の特色

を詳しく見てみるとこのようなことが考えられる。 
まず、ファミレスのチェック欄のハンコに対しては、とてもよいことであると感じる。

実際には、線をひかれていても何も考えていないのではないのか。しかし、この事例に対

しお客様に普段気付いてもらえないことだとしてもふとした心遣いがとても大切なのであ

る。 
2つ目に「ありがとう」では、確かに図的には容易い方に位置している。だが、この「あ
りがとう」という言葉の一言によってお互いの気持ちに変化を与えることに繋がり、より

良い関係をうむのではないか。 
3つ目に待ち合い室の場合では、実際に子供がどのようなことで泣いてしまっているのか
などを考え、機転を利かせたことなどなかなかできないことなどではないのか。 

4つ目にファミリーマートについてだが、これにはやはり韓国籍の多い所をまず調べる必
要がある。また、その韓国籍の人が今までどのように感じて買い物していたのかなどを考

えることがとても思いやりである。 
5つ目に、笑顔についてである。この、笑顔という事例についてそのお店のスタッフのベ
クトルの方向が同じであると感じることができる。この従業員同士が同じベクトルに向か
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うことは、とても容易なことではないのだ。お客様に笑顔で出迎えをすることなどは普通

であると感じる。しかし、この印象をよりよくしたのが、キッチンのスタッフの行動であ

る。どんなお客様にも居心地のよい時間を過ごしてもらおうとしていることがとても感じ

取れる事例である。 
 6つ目にバターの事例についてでは、伝達がしっかりしていたおかげでお客様は喜ばれる。 
従業員同士の伝達は、些細なこともこまめにしていくことが大切である。 
 7つ目にディズニーランドの小人では、それぞれのキャラクターがそれぞれなりきること
によってこのようなことが起きたのではないのか。このように、自分自身のキャラクター

をよく考え周りを見つつ行動することができるのとは、なかなかできることではない。デ

ィズニーランドの徹底ぶりがとてもわかる事例となっている。 
 8つ目にリッツカールトンのベンチの事例についてだが、このホスピタリティはとてもす
ごいことではないか。自分自身ならこうしてほしいということを考え望む以上のことをす

るのだからだ。 
 9つ目にワイングラスの事例についてだが、中でも困難なことである。わずか数秒でてき
ぱきとこなした従業員は様々なことを事前に想定していたからできたことなのではないか。

また、こぼしてしまったお客様の心をしっかりと考えることなどとても感動できるところ

である。 
 最後に、鳥でんの事例では、実際に鳥インフルエンザになる前から、お客様と真剣にか

かわりを持っていたことが功を奏したのだろう。これによってそれまでのホスピタリティ

をしっかりと考えて接客していたのが大きな役割となったのだろう。 
 これらのように、ホスピタリティ 1 つにしても様々なホスピタリティがあり、お互いが
お互いを思う気持ちを大切にしていくのであろう。 
 
 
第 5章 最高のホスピタリティとまとめ 
 序章で述べた結果により、まだまだホスピタリティという言葉になじみがなかなかない

のが現状である。その言葉をもっと様々な人が知り、人を思う気持ちを知ってもらいたい。 
 日本人には、「おもてなしの心」がとても身近にある。しかし、それはなかなか気がつか

ず意識をしていなかったことでもある。おもてなしの心は、相手を思いやる気持ち。人は、

相手に喜んでもらうことをすること。そして「ありがとう」と言ってもらえることによっ

てその行動をしてよかったと自分に満足感を感じる。人は一人では生きていくことができ

ない。人と人はつながって生きていくのだが、この相手を思う気持ちがなければ離れてい

ってしまう。 
 ホスピタリティとは、このおもてなしの心を最も活かして人に喜んでもらい、感動して

いただくことである。 
 第１章のⅱであげているホスピタリティの５大要素では、基本から成り立っているホス
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ピタリティである。ただただホスピタリティといっても基本がしっかりとしていない場合、

どのようになってしまうだろう。コミュニケーション能力を上げた場合、楽しく会話のキ

ャッチボールの中で話しだけになってしまい他のお客様に目が行かないだけでなく、テー

ブルにあいている食器や飲み物がなくなっているのにも気がつかずになってしまうのでは

ないのか。これでは、お客様がまずそのお店に何をしにきたのかが分からなくなってしま

う。すべてのバランスがとても必要になっているのだが、やはり基本はどんなことよりも

徹底していかなければならない。これができないと１章のⅰの「破」はできないのである。

何事も、基本の上に成り立っているのである。簡単なことほど難しく、難しいことほど簡

単にしていくことが大切なのである。 
 次に、第 2章のⅱの 1の逆さまピラミッドであるが、この考えはとても興味深く感じた。
この考えは、お客様は一番上におくということである。この考えのなかで一番興味深く感

じるものは、トップを一番下に持ってくるものである。この考えは、まるで家族のように

感じる。親と子の関係である。これだと従業員ものびのびとでき、仕事のモチベーション

が上がるのではないか。モチベーションの向上によってホスピタリティの向上につながる

のである。 
 同じ章のⅱの２の 3 要素について商品要素とサービス要素の 2 つをあわせた感動を与え
られた実体験なのだが、近頃「地産地消」という言葉をよく耳にするだろう。これは、地

元の食材を地元で食べるということである。茅ヶ崎の場合では、生しらすなどが有名であ

る。ある飲食店でドリンクのメニューで地元の中学校の名前をつけているものであった。

これは、ネーミングにひきつけられることもあり、地元の人には、喜ばれるものではない

か。私は、食材ではないのだが地産地消に似たものを感じた。地元の名産だけではなく、

地元の名前をつけるのも１つのお客様に喜んでもらうホスピタリティなのではないか。 
 次に、居心地よくすごしていただく中に、とても気にかけていただきたいのは、トイレ

ではないか。トイレとは、意外と汚れなどが目立つ。私自身が感じたことなのであるが、

繁盛している店は、トイレにもとても気を使っている。もし、他が感動であっても、残念

なことが 1 つでもあるとその印象がとても強くなってしまうものであるから、お客様目線
で見ることによってより良いホスピタリティにつながるのではないか。 
 前章で書いてあるのは、このホスピタリティの事例だがこれらのような事は少ない。仕

事をしている時や日常生活でホスピタリティを考え、行動している人は少ないだろう。し

かし、この気持ちを持つことで日々の日常が変わり、その人自身も変わることや、他の人

がその人自身への感じ方も変わる。 
 このように感じてもらえるための最高のホスピタリティとは何なのか。人を思う気持ち

である。自分自身がしてもらって嬉しいことや、嬉しいと思うことをどんどんと行動に移

していくことが大事である。自分がしてもらったら嬉しいけど、もしかしたら迷惑なので

わないかななどと思うことは、とても間違いである。これは、相手を思う気持ちではなく

自分が失敗したくないという臆病になっている気持である。確かに、失敗してしまい逆に
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喜んでもらえないかもしれない。しかし、これは誰もが通る道である。人はそれぞれ異な

る考えを持っている。仕方がない部分も存在してしまう。その場合、心を込めて謝ること

がとても大切である。そうすれば、自分が行動を起こした相手もわかってくれるだろう。

その後、他にそのお客様に何をすることができるか、どうすれば喜んでもらえるかを考え

ることがまた大切になる。失敗してしまっても、この臆病な気持ちを持ってしまうと行動

も移すことができず、お客様も何も感じるかとがないままである。また、喜んでもらうこ

となどまずあり得ない。この臆病な気持ちを捨てることが感動を与えるホスピタリティの

切り口である。この切り口をどんどん掘っていき、広げていくことによりよい良くなって

いく。 
 この、最高のホスピタリティを提供するには、自分自身のモチベーションが重要になっ

てくる。このモチベーションとは、仕事を楽しくすることである。仕事を楽しくすること

ができるのは、自分自身なのだ。また、ベストを尽くして仕事をしていくことだ。しかし、

常にというわけではない。常にこれを考えてしまうと途中で息詰まってしまう。これは、

継続させて努力をすること。この努力の中で自己ベストを更新させていくこと。これによ

ってモチベーションは高まっていく。そのため、特に経験がものをいうというところもあ

る。 
 もし、私自身がこのモチベーションのあげ方を教えるということがあるのなら、様々な

ところに一緒に行くだろう。実際、言葉で教えられることは限られてしまう。そのため、

実際にホスピタリティを見て、感じて、感動をもらいにいくことである。これにより、と

ても良い刺激となり自分自身でものにするだろう。 
 この、相手への気持ちと自分自身のモチベーションによって最高のホスピタリティを提

供できる。最高のホスピタリティとは、何をすれば喜んでもらえるかを考え、相手が喜び

感動してくれること、それを感じ自分自身も経験していくことで成長していくことである。 
 このホスピタリティとは、人と人をつなぐ架け橋であり、人間としてとても大切なこと

である。 
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