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前略、今 月も業 務に専 心いた だきあ りがと うご ざいます 。朝晩 がめっ きり涼 しくな り秋の 気配 を
感じるよ うにな りまし た。今 月も多 くのお 客様 よりお喜 びの言 葉とお 褒めの 言葉を いただ いて お
ります。内 容の一 部は社 内新聞 に掲載 してお り ますので ご覧く ださい。さてご 存知の とお り 9 月
２２日に 大阪の 大正区 に仏事 料理業 態の三 徳庵 の大正店 を新規 開業致 しまし た。立 地特性 や利 便
性もよく バリア フリー のワン フロア ーに１ ２０ 席のお客 様をお 迎えで きる設 えとな ってい ます 。
内外装も 一流の 設計士 とデザ イナー のおか げで 世間の耳 目を集 める素 晴らし いお店 となり まし た。
しかしな がらこ こから このお 店に魂 を入れ るの は私を含 めたス タッフ とお客 様です 。
いつも申 し上げ ている ことで すが新 しくで きた 店をつぶ すのは「 お 客 様」 です。お客様が 必要 と
しない商 品を売 る立場 で作る とお客 様はす ぐに そっぽを 向きま す。当 然のこ となが らお客 さま に
喜ばれる 店にす ると繁 盛しま す。こ の当た り前 の原理原 則をつ い忘れ てしま うこと が飲食 店の 凋
落の原因 です。 三徳庵 のみな ら全店 舗でお 客様 が求めて いる商 品と接 遇の提 供をお 願いし ます 。
三徳庵の 新規出 店もさ ながら 「徳」「和公」「三 徳庵」す なわち 葬祭料 理に関 わる店 舗の献 立を す
べて新し くしま した。 同時に 「満腹 のりち ゃん 」のメニ ューも リニュ ーアル 致しま した。 当然 な
がら以前 のメニ ューよ りも内 容、品 質とも にバ ージョン がアッ プされ ていま す。私 どもと は逆 に
近隣の同 業者（ 仕出し 業）は ３０年 以上同 じメ ニューで 営業さ れてい るとこ ろもあ ります 。
経営者に よって いろい ろな考 え方が あると は思 いますが 、私は 携帯電 話が技 術革新 にとも ない 新
機種が販 売され るよう にお客 様の生 活環境 や嗜 好の変化 にあわ せて商 品を変 えてい かなけ れば な
らないと 思って います 。ファ ストフ ードを 含む 大手外食 産業も 同じ考 えでメ ニュー をどん どん 変
えていま す。私 はお客 様の支 持を得 るため によ りお客様 の立場 に立っ た商品 を考え 、提供 する こ
とは「 お 客 さ まと の約 束 」と考えています。そ のために は私を 含めた スタッ フ全員 が「この 商 品、
接客をお 客様は 本当に 求めて いるの か」「 今よ りもっと いい商 品はで きない のか」「もっ とお 客様
が便利に 利用し やすく 出来な いのか 」を常 に考 えなけれ ばなり ません 。ヒン トは周 囲の繁 盛店 に
あります 。セブ ンイレ ブン、 ローソ ン、ほ っと もっと、 スーパ ーライ フ、CoCo 壱 番屋・ ・・ 商
品や料理 の美味 しい不 味いの 問題で はなく 、そ れぞれの 店舗が お客様 が求め る「ど んな商 品」 を
「どのよ うな形 で」「 いくら 」で販 売して いる かを学び ます。 皆様の ご協力 をお願 い致し ます 。

「一膳入魂」
「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

