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本研修のねらい

ビジネスパーソンとして、最低限身につけなければならないマナーがありま
す。そのマナーを体現できて、ビジネスパーソンとして信頼を築くことが可能
になります。この研修では、

① 社内向けに、身だしなみ・言葉づかい・社内ルール

② 社外向けに、電話応対・接客・ビジネス文書 などを学びます。

① ビジネスパーソンとして求められるビジネスマナーの基礎を学びます。演習を通
じて、身だしなみ・言葉づかいなどの具体的な作法を身につけます。

② 電話応対の流れを理解するとともに、演習を通じて、電話に慣れます。
③ 来客対応マナー・訪問マナーを理解するとともに、名刺の受け渡しや、上座・下座

のマナーなど具体的な作法を身につけます。
④ ビジネス文書の書き方・ｅメールの書き方などの基礎を学び、演習を通して理解

を深めます。

なぜ、本研修が必要か

本研修のゴール

① 研修は仕事です。一人ひとりが研修のゴールに到達できるように、積極的に参加
してください。

② グループ共有などはできる限り発言し、理解を深めるようにしてください。
③ 分からないことは講師に質問して、疑問を残さないようにしてください。
④ 気分が悪い・空調が強い・スクリーンが見えにくいなどありましたら、講師・事務局

まで伝えてください。
⑤ 携帯電話は、電源をオフにするかマナーモードにしてください。
⑥ ノートパソコン・スマートフォン・タブレット・携帯電話などの使用は遠慮してくださ

い。

研修を有意義な時間にするために

章・ページのポイントを示しています。
おおよその内容をつかんでください。

研修・章のゴールを示しています。

理解を促進するための補足を示して
います。参考にしてください。

研修の理解を深めるためのコラムを
示しています。参考にしてください。

演習を示しています。個人演習や
グループワークで理解を深めます。

研修で学んだことを実行に移す方法
を示しています。

研修・章のまとめを示しています。学
んだことを再度整理しましょう。

マークの説明

講師からのアドバイスです。
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仕事上の立ち居振る舞い

立ち居振る舞いの５要素

ビジネスマナーで基本中の基本とも言える「立ち居振る舞い」は、大きく5つの要素に分けるこ
とができます。それぞれを習慣化し、どのような場面でも再現できるようにしましょう。立ち居振
る舞いの5つの要素については、次ページ以降で詳しくお伝えしていきます。

①挨拶･
声掛け･返事

挨拶・声掛け・返事は、ビジネスパーソンとしてのコミュニケーションの基本中
の基本です。全てのコミュニケーションは挨拶から始まり、相手の言葉に的確
な返答をすることで会話のキャッチボールが行われます。

本研修では、挨拶・声掛け・返事の基本を学びます。

②表情･
アイコンタクト

表情・アイコンタクトといった視覚情報は、人の印象を決める大変重要な要素
です。表情豊かな人や、目が輝いている人は第一印象も良いものです。

本研修では、好印象を与えるための視線の動きや表情について学びます。

③姿勢･動作

姿勢・動作も、視覚情報に関わります。姿勢や動作一つで、その人が安心し
て仕事を任せられる人か、そうでないかを判断されることもあります。

本研修では、おじぎの方法を学びます。

④身だしなみ

身だしなみも、視覚情報に大きく関わります。お互いの身だしなみをチェックし、
ビジネスパーソンとしてどの世代からも信用される節度ある身だしなみを目指
しましょう。

本研修では、身だしなみのチェックポイントを学びます。

⑤言葉づかい

言葉づかいは、聴覚情報に大きく関わります。日々の業務では、マナーをわ
きまえた自然な言葉づかいを実践できることが大切です。

本研修では、正しい言葉づかいを学びます。

立ち居
振る舞い

⑤言葉づかい

①挨拶･
声掛け･返事

②表情･
アイコンタクト

③姿勢･動作④身だしなみ

ここから、ビジネスマナーの基礎となる仕事上の立ち居振る舞いについて学びます。
身につけていただきたい最低限のビジネスマナーですので、分かりにくいところはメ
モして、後で読み返せるようにしておきましょう。
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仕事上の立ち居振る舞い ①挨拶･声掛け･返事-1

挨拶はビジネスの基本です。正しい挨拶ができることは、ビジネスパーソンにとって
最低限必要です。ビジネスは、“挨拶に始まり挨拶に終わる”と言っても過言ではなく、
大変重要なマナーです。

挨拶は、「相手の目を見て」「心を込める」ということが大切です。下記の「あいさ
つかえす」を参考にして、明るく笑顔で挨拶をしましょう。

挨拶・返事のポイント

よくある場面の挨拶･声掛け

場面ごとにあった挨拶・声掛けがあります。どのような場面で、どのような挨拶・声掛
けをするか学びましょう。まずは、空欄を埋めてみてください。その後に、解答と解説
をします。

挨拶の
ポイント

返事対応の
ポイント

名前を呼ばれたら、「はい」と返事をし、状況に応じて呼ばれた相手（または相手
の机）の正面に立ちます。そして、「ご用件は何ですか」と言って、指示を受けま
す。必要に応じてメモを取り、指示が終了したら「かしこまりました」と言って下が
ります。この時に重要なのは、復唱と不明点の確認です。

あかるく いつでも さきに つづける

かおをみて えがおで すぐに

場面 挨拶・声掛け

1 出社した時 おはようございます

2 お客様をお迎えするとき いらっしゃいませ

3 感謝の気持ちを伝えるとき ありがとうございます

4 相手に謝るとき 申し訳ございません

5 仕事を受けるとき
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仕事上の立ち居振る舞い ①挨拶･声掛け･返事-2

注意したい挨拶･声掛け

少し注意が必要な挨拶･声掛けもあります。まずは、空欄を埋めてみてください。その
後に、解答と解説をします。

上司や先輩が忙しそうで、声を掛けにくい場合もあります。そういったときは、躊躇し
て自分で解決しようとせず、「どのようなタイミングで相談したら良いでしょうか？」と
上司や先輩に確認してみることも大切です。「朝の時間が助かるな」「急ぎのときは、
声を掛けて」など、声掛けのタイミングを教えてくれるものです。

注意したい場面 場面の状況 挨拶・声掛け

1

「すみません」は便利な言葉で
すが正しく使い分けましょう

感謝の場合

2 依頼の場合

3 謝罪の場合

4
いきなり話しかけるのは迷惑で
すので、一言断りを入れましょう

仕事中の場合 お仕事中、失礼致します

5 話し中の場合 お話し中、失礼致します
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職場のルール ③コスト意識を持つ

会社が生み出す利益は、収入を増やすこと（＝売上を拡大すること）と出費を抑える
こと（＝コストを抑制すること）で増えていきます。一人ひとりの小さな無駄でも、会社
全体では大きな出費になることがあります。コスト意識をもって、日々の仕事に取り
組むことがとても大切です。

コスト・時間の意識を持った行動とは

コスト・時間意識のない行為

オフィスにいる間や外出先でも、業務時間中は常に会社の一員としての意識を持ち、行動を
心掛けましょう。

①自分の時間（仕事や業務のアウトプット）に対して、給料が支払われているという意識を持つ。

②会社の備品一つひとつにコストがかかっているという意識を持ち、大切に扱う。

③より効率的に仕事を進めたり、自主的に深く勉強したりして、昨日よりも一歩成長している自
分になれるように努力する。

【ビジネスパーソンに求められる意識と行動】

ビジネスパーソンにとって、公私混同は厳禁です。下記の項目で、ビジネスマナー・コ
ンプライアンスなどの観点から許される行動は「○」、許されない行動は「×」をつけ
てください。個人演習後に、グループでお互いの意見・考え方を共有しましょう。

No 項目
個人
演習

ｸﾞﾙｰﾌﾟ
共有

全体
共有

例 会社の備品である文房具などを持ち帰り、家で私用で使う。 ×

1 会社から貸与されたパソコンで、私用でインターネットを使う。

2 休憩時間中に、私用電話／私用メールをする。

3 会社の備品であるコピー機を使って、私用で2～3枚コピーをする。

4 職場のメンバーや同期と、業務に関係ない会話をする。

5 トイレで長時間メイクをしたり、長時間スマホで連絡やゲームをする。

会社の組織風土によって、ルールに規程されてない、ビジネスマナー・職場の習慣は
変わります。どのような行動が許容されるかは会社・職場によって異なるので、それ
らを上司や先輩に確認することも大切です。
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電話応対 ②電話の取次ぎ方

かかってきた外線電話に、一番最初に出ることが新入社員の役割という職場が多い
です。電話応対は、社内外の人の名前や関係性などの情報を把握できる仕事です。
電話の取次ぎ方法を習得して、職場の皆さんに貢献できるようにしましょう。

電話の取次ぎの流れ

応対の流れ 会話例 応対のポイント

応対する

• 電話は3コール以内で取る。

• 自分から会社名・氏名を名乗る。

△△会社の鈴木様でいらっしゃいます
ね。いつも大変お世話になっております。

復唱する

お電話ありがとうございます。○○会社
の山田でございます。

課長の島田でございますね。少々お待
ちください。

丁寧に切る

復唱致します。03-0000-0000 △△会
社の鈴木様でいらっしゃいますね。

復唱する

相手の
電話番号を
確認する

恐れ入りますが、念のため、お電話番
号を教えていただけますでしょうか？

島田に申し伝えます。私(わたくし)、山田
が承りました。 失礼致します。

• 当方がお客様や取引先の電話番
号を知っている場合は、省略しても
よい。

【島田課長が在席中の場合】

「ただいまおつなぎ致します。少々お待ちくださいませ。」

名乗る

確認する

【島田課長が電話中の場合】
「お待たせいたしました。申し訳ございません。島田は、ただ今他の電話に出てお
ります。よろしければ、終わり次第、こちらからお電話いたしましょうか？」
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訪問時･来客時の対応 ③名刺の受け渡し-1

初めてのお客様とは、まず名刺を交換することからコミュニケーションが始まります。
名刺はお客様自身を表すものと考えてください。正しく、丁寧に名刺の受け渡しがで
きるようにしておきましょう。

名刺の受け渡しの流れ

事前準備

① 名刺入れの点検・名刺の補充をしておく。

② 名刺入れは、すぐに取り出せるようにしておく。

③ 名刺入れを手に持つ。

渡し方

① 通常、目下の立場から差し出す。訪問先では自分から先に差し出す。

② 相手の方に字を向けて、社名・氏名を名乗りながら手渡す。

「○○会社の××と申します。よろしくお願い致します」

③ 相手が名刺を受け取ったら、相手の目を見る。

受け方

① 必ず立ち上がって受け取る。

「頂戴致します」と一声添え、両手で胸の高さで受け取る。

② （省略可）相手の会社名・氏名を復唱確認する。

「○○会社の××様でいらっしゃいますね」

③ 名刺は腰の位置より下げない。

④ マークや文字に指をかけないように配慮する。

同時交換 複数交換

✓ 座ったままの受け渡しや、テーブル越しでの受け渡しは行ってはいけません。

✓ いただいた名刺は、折り曲げたり、書き込んだり、雑に扱ってはいけません。

名前の読み方が難しい場合は、辞去後、裏面に書き込んでおくとよいでしょう。

【名刺の持ち方】 【名刺交換の場面】
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ビジネス文書 ①基本-1

今日（こんにち）のビジネス環境では、ビジネス文書やメールのやり取りが毎日のよう
に発生します。慣用句や定型の言い回しなど、決まったルールが存在しますので、こ
こではビジネス文書のルールを学びましょう。

ビジネス文書の種類

文章力は社会人にとって大切な武器になります。最初は、上司・先輩に文章をチェックしてもら
い、徐々に文章力をつけていきましょう。以下に文章を書くときの10のポイントを示します。

文章を書くときの10のポイント

■社内文書とは、社内で使われる文書・書類の総称

社内文書

① 社内文書は、企業内での連絡や伝達、報告、指示、命令などの社内コミュニケー
ションをはかるために必要な文書

② 基本的なフォーマットが決まっているものは、その形式に則って書く

社内文書には、稟議書・議事録・会議連絡書・業務依頼書・報告書・企画書・提案書・
始末書などがあります。

■社外文書とは、お客様や取引先などに、企業を代表して先方に送る文書・書類の総称

社外文書

① 社外文書は、お客様や取引先に対して、連絡や伝達、報告、依頼、案内、契約など
ビジネスを進めるために重要な文書

② ビジネスに直結する文書なので、十分に吟味された内容と文章を、社外文書の
ルールに則った書き方で書く

1 結論が先 結・起承転結という形で、結論をはじめに持ってくる。

2 5W1Hで簡潔的確に 相手が理解しやすいように、5W1Hを意識する。

3 1文の長さを適切に 1文は長くても40～50字で収める。2行ぐらいには収める。

4 主語と述語を明確に 主語と述語が対応していないと相手には伝わらない。

5 文体を統一する ですます調（敬体）・である調（常体）は、混在させない。

社外文書には、申込書・通知書・請求書・督促（とくそく）状・抗議書・依頼書・紹介状・
発注書・見積書などがあります。

紙にプリントアウトした方が、誤字脱字を見つけやすいと言われています。ただし、何
度もプリントアウトするとコストがかかるので、一度パソコンで誤字脱字の確認をして
から、プリントアウトして再確認しましょう。



この度は、テキスト抜粋版をダウンロードいただきありがとうございます。
ご覧いただき、いかがでしたか。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

テキストの全ページ閲覧ご希望の場合は

ダウンロードいただいたテキストは抜粋版です。全ページも閲覧いただけます。下記よりお申込みくだ

さい。

https://www.growthen.co.jp/sample/

※フリーメールや個人でのお申し込み、同業他社様からのお申込みはお断りしております。

サービス詳細について知りたい

概要は、本資料の次ページを参照ください。詳細資料は下記よりダウンロードしてご覧ください。

https://www.growthen.co.jp/wp-content/uploads/docs/training_service_GrowthenPartner.pdf

研修内製化について知りたい・社内講師を育成したい

研修内製化、社内講師育成、人材育成などをテーマに、定期的にセミナーを開催しております。無料で

すので、お気軽にご参加ください。

https://www.growthen.co.jp/seminar/

モザイクのないテキストや講師用マニュアルを確認したい

モザイクなしのテキストや講師マニュアルについて、閲覧をご希望の場合は、オンラインミーティング

にてご紹介いたします。（オンラインにて30分程度）

こちらからお問い合わせください。

https://www.growthen.co.jp/inquiry/

自社でどのように活用していけばいいのか相談をしたい

よくあるパターンは、①初回は弊社にて研修実施し（弊社講師を派遣）、研修の様子を録画 ②弊社研

修動画を参考に貴社にて研修実施、という流れです。

研修を実施される際に弊社がオブザーブすることも可能です（有料オプション）

また、現況や実現したいことなどを簡単にお伺いさせていただきながら、貴社にフィットした活用方法

についてご紹介することも可能です。（オンラインにて30分～60分）

こちらからお問い合わせください。

https://www.growthen.co.jp/inquiry/

購入したい・研修お役立ちツールを利用したい

サービスのご利用につきましては、下記より会員サイトにご登録いただき、ご注文頂く流れとなってお

ります。会員サイトからお見積書の作成も可能です。

http://customer.growthen.com/entry/

会員登録は無料で、研修お役立ちツールのダウンロードや、インストラクター養成講座、人事制度セミ

ナーなど全7本の動画を閲覧いただけます。

コンテンツ・テキスト購入以外では費用は発生いたしませんので、お気軽にご登録ください。

株式会社グローセンパートナー http://www.growthen.co.jp/

TEL: 03‐6215‐8717 E-mail: info@growthen.co.jp 

https://www.growthen.co.jp/sample/
https://www.growthen.co.jp/wp-content/uploads/docs/training_service_GrowthenPartner.pdf
https://www.growthen.co.jp/seminar/
https://www.growthen.co.jp/inquiry/
https://www.growthen.co.jp/inquiry/
http://customer.growthen.com/entry/
http://www.growthen.co.jp/


株式会社グローセンパートナー http://www.growthen.co.jp/

TEL: 03‐6215‐8717 E-mail: info@growthen.co.jp 

リーズナブルな価格で効果的な内製化を短時間で実現する

30種類以上の研修コンテンツ。

テキスト・スライド・講師マニュアルなど

研修に必要なツールが揃っています。

新人から管理職まで
幅広く研修内製化1

社内の講師が効果的な研修を実施できるコンテンツサービスです

テキストや講師用マニュアルに沿って進め

るだけで、講師の経験や力量に関わらず、

効果の高い対話型研修が可能です。

やらされ感ない研修が
社内講師でも実施可能2

オンライン研修にも活用可能。社内講師向

けの動画・テキスト、弊社スタッフによる

無料フォローアップで内製化を支援します。

オンライン研修に対応、
内製化サポート充実3

┃研修ラインナップ

※全コンテンツ使用できる「使い放題プラン」もあります。
詳細はお問い合わせください。表示価格はすべて税抜価格です。

┃サービス料金（従量制プラン）

社内研修支援サービス

┃研修キット内容

101 給料と評価の基礎知識

102 ビジネスマナー

104 コミュニケーション（職場の人間関係を築く編）

105 コンプライアンス（法令遵守・ビジネスモラル編）

106 コミュニケーション（仕事の受け方・報連相編）

107 仕事の進め方（優先順位・PDCA編）

109 新入社員スキル定着研修（体験学習・主体性発揮編）

111 自分を守るメンタルヘルス（基礎知識・自己管理編）

112 新入社員フォローアップ（振り返り・マインドリセット編）

113 新入社員・若手社員の心の成長研修

201 OJT（後輩育成編）

202 ティーチング＆コーチング（後輩指導編）

203 プレゼンテーション（わかりやすい資料作成編）

204 被評価者研修（セルフマネジメント編）

206 プレゼンテーション（伝え方の技術編）

207 ファシリテーション（意見の引き出し・合意形成編）

210 ロジカルシンキング（基礎編）

301 若手社員研修（段取り力・コミュニケーション編）

303 リーダー研修（意思決定力強化編）

304 若手社員フォローアップ（レジリエンス強化編）

若手社員向け

新入社員向け

205 ロジカルシンキング（論理的思考・フレームワーク編）

208 財務会計基礎（財務諸表・PL編）

209 財務会計基礎（BS・CF編）

213 生産性の高い会議の進め方

216 企業経営論（基礎編）

302 中核社員研修（PDCA・組織コミュニケーション編）

401 労務管理（基礎知識・働き方改革対応編）

402 評価者研修（目標設定編）

403 評価者研修（評価・フィードバック編）

404 部下・職場を守るメンタルヘルス（メンタルヘルスマネジメント編)

405 パワハラ・セクハラ（基礎知識・パワハラ防止法と対策編)

406 コンプライアンス（コンプライアンスマネジメント編）

407 マネジメント（組織マネジメント編）

409 マネジメント（方針策定・イノベーション編）

411 目標管理マニュアル

420 マネジメント（方針策定・展開編）

423 マネジメント（PDCAサイクル編）

中堅社員向け

管理職向け

※2023年4月現在の情報です。

http://www.growthen.co.jp/
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