平成２５ 年１１ 月３０ 日
各位
株式会社

徳

・株式 会社傳 六

ノリッ クス株 式会社 ・有限 会社 和公
代表取締 役

鷺 岡和徳

前略、今 月も業 務に専 心いた だきあ りがと うご ざいます 。
あっとい う間に 師走と なりま した。すべて の店 舗がこれ から数 カ月間 一番の 繁忙期 を迎え ます 。
年々取扱 量が増 えてい るおせ ち料理 も、本 年は 得意先様 が増え たおか げで昨 年より かなり 多い
製造量を 見込ん でいま す。普 段の仕 事にお きま しても、 皆様の 努力の おかげ ですべ ての店 舗で お
客様のア ンケー トの評 点が上 がって います 。こ の競争の 時代の 中、不 特定多 数の多 様な価 値観 を
持つお客 様に、 ご満足 いただ く商品 とサー ビス を提供す ること は簡単 ではあ りませ ん。時 代の 変
化を見据 えて、 常にア ンテナ を張り ながら 世の 中の繁盛 店とそ の商品 をチェ ックし 、いい とこ ろ
を見習い、かつ取 り入れ なけれ ばなり ません。12 月にリ リース する冬 の仕出 しメニ ューも お 客様
のアンケ ートや 嗜好に あわせ 、どん どん新 しい 商品を展 開し、 今ある 商品は 更に磨 きをか けて リ
ニューア ルをし 続けて います 。
さて、現 在私ど もの会 社では 経営の 意思決 定と その伝達 の場、 それぞ れの職 場の改 善活動 推進
の場とし て様々 な会議 を行な ってい ます。 お客 さまの声 を直接 聞かれ ている パート アルバ イト の
スタッフ にも参 加いた だいて いる会 議もあ りま す。最近 では、 スタッ フの皆 様から 「売り 上げ を
増やすた めに〇 〇◯を しては どうか 」とか 「〇 〇◯な商 品を取 り扱っ たらど うか」 など積 極的 な
意見も出 てくる ように なり経 営者と して大 変嬉 しい限り です。
「 自分が お客さ まの立 場だっ たら こ
の商品（ 料理） は３５ ０円し か出さ ない」 とい ったシビ アな意 見も出 てくる ように なりま した 。
商品（料 理）が 売れる かどう かは重 大な問 題で す。それ よりも 大切な のは私 どもの 商品と 接客
がお客様 の役に 立てた のか立 たなか ったか です 。ビジネ スの意 義、経 営の原 型は価 値の交 換、 つ
まりお客 様の役 に立つ ことで 感謝し て頂き 、そ してその ことに 感謝す ること です。
「 売り上 げ」は
その感謝 の代償 です。 この考 え方を 私ども で働 くスタッ フ全員 が共有 し、そ れを行 動で示 すこ と
が会社の 成長の ポイン トです 。一人 の人間 の力 では限界 がある ので、 人が集 まり組 織を作 る。 こ
れが企業 です。 どのよ うな小 さな仕 事でも 自分 の行なっ ている ことは 経営で あると お考え いた だ
き、お客 様が喜 ぶであ ろうこ とを直 接間接 問わ ず一緒に 実践し ていき ましょ う。
＊追伸

弊社各 店舗に おける 友人家 族との 食事 会、おせ ち料理 などス タッフ の皆様 に積極 的に 利

用いただ きます ようお 願い致 します 。各種 従業 員割引が ありま すので 詳細は 社内新 聞にて 確認 く
ださい。
「 私 たち はお 客様 のた めに 常に 新し いこ とに 挑戦 し、食生 活に 新た な価 値を 創造 しつ づけ ます｡」
すべては 自分の ために 。
すべては お客様 のため に。
すべては 会社の ために 。
すべては 社会の ために 。
来月も一 緒に頑 張りま しょう 。
草々

