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G-8 高度専門統率

経営方針に従い、顧客第一主義に基
づき部門の計画を作成でき、リスクの
未然防止と、発生した問題の解決と
計画施策の変更・取りやめを含めた
決断ができる　過去の実証理論と類
似パターンを分析し、また新たな施策
の創造により高業績を獲得できる方
法を展開できる　組織化と組織の活

会社の経営方針を、組織を使って正確に
周知徹底することと、経営に必要な情報を
収集することができる

会社の複数年にわたる経営計画を達
成させるため、人財の状態を分析し
長期的展望から人材育成計画を作成
し、配置転換教育を含めた総合人制度
とリンクした育成ができる

会社の経営意志を部門の士気高揚に転嫁
させることができる　担当部門の人間関
係について現在のみならず将来にわたり
業績を上げられる状態にすることができ
る

M-7 高度専門管理

顧客第一主義に基づき全（担当）店舗
のノウハウや問題を類型化し、リスク
回避と効率性の追求をし、新たな創
造を追加して全社的な提案にまとめ
上げることができる　経営計画と照ら
し合わせ、店舗における計画の妥当
性を分析し、 も効率的な統制と調整
ができる

も適したｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの方法を選択し効
果的な意思疎通ができる　配下組織のｺﾐｭ
ﾆｹｰｼｮﾝの問題点を発見し解決できる　概
念と具体論を区分けし理解させることがで
きる

担当部門の現在未来を含めた計画を
達成できるよう　全体育成計画を作成
し、個人別の進捗状態を確認し　個人
特性に もふさわしい育成ができる
また部門全体の育成が効率化できる
ような育成施策を立案実施できる

部門の士気高揚を図るための手だてを講
じることができる　担当部門の人間関係
について詳細に分析把握ができ　業績を
達成できる状態に保つ事ができる 困難
な意見対立葛藤にも果敢に対応ができる

M-6 専門管理

顧客第一主義に基づき複数の店舗の
ノウハウや問題を類型化し、リスクを
予見し回避する手だてを講じ、担当分
野の施策にまとめ上げることができる
店舗における計画の妥当性を分析し
統制と調整ができる　原因分析は本
質に迫ることができる

発信された経営意志の浸透状況を確認
し、障害があれば原因を探り改善ができる
情報の翻訳能力を有し、葛藤を超え伝え
聞くことができ、配下のコミュニケーション
の問題を解決できる

担当業務にとって必要な人材育成目
標に合わせた育成計画を作成し、必要
とされる期間までに効率的な育成をす
ることができる　育成に当たっては多面
的な分析の基づき　複数の育成方法
から効率的な方法を選択し実践できる

配下店舗の全体士気の状態を把握し　適
切な手だてを講じることができる　配下
店舗の人間関係が業績向上のための状態
であるか確認し、適切な対応ができる
店舗のスタッフからは気さくに話しかけ
られる関係を構築できる

M-5 高度専門業務判断と指導監督

地域の顧客第一主義に対応した営業
計画営業方法を立案し、計画達成の
ため店舗内外の問題に対し、リスクと
効果性の確認をし　多面的な分析と
複数の解決策をあげ、効果的な施策
を策定できる　１年程度の長期PDCA
サイクル管理ができる

会社の情報等を相手のレベルに合わせ理
解させる事ができる。伝わったかどうかの
確認ができ、その結果の把握ができる　対
個人にあっては真意を伝え真意を確認し、
意思疎通のミスを改善できる

個人別の強み弱みを把握し、長期的計
画をたて、進捗状況を確認しながら、計
画通りに個人特性に合わせた育成が
できる

部下の就業意識を把握し、高度な動機付
けができる　部下の能力、気性特性のみ
ならず家族構成等業務に必要な個人情報
を得ることができる　自己の葛藤処理だ
けでなく　部下間の葛藤に介入し解決が
できる　多面的な方法により定期的な個
人面談を行っている　行動改善を促した
後のフォローができる

S-4
初級管理と専門的応用および
指導

日常管理の中で、顧客第一主義にも
とづき経験的な判断と問題の解決を
することができる　日常的な行動計画
を策定し　達成のための対処ができる
日常的なPDCA管理ができる

表面的な事だけではなく、真意を理解しよ
うとする姿勢があり、上司部下とのコミュニ
ケーションに漏れが無く正しく伝えることが
できる　わかりやすい表現ができる

計画性を持った指導を手順に従い、複
数の指導方法から選択をして指導がで
きる

部下の能力、気性特性を把握できる　人
事考課をするための個人行動を把握でき
る　軽度の動機付けができる　個人面談
ができる　自己の葛藤処理ができる　店
舗内におきた不正やごまかしに毅然とし
た行動ができる　褒めることと叱ること
ができる

S-3 熟練判断と初級指導

指示された業務について、顧客第一
主義にもとづき、優先順位付けをした
対処的判断行動をし、必要な改善が
できる　また、効率性を重視した工夫
をすることができる

上司や後輩の発言を正しく理解し、積極的
な発言と、適切な報告ができる　結果と理
由とを分けて、順序立てて相手に理解させ
ることができる

上司の概念的な指示に基づき、優先順
位と状況に合わせた指導を基本指導
方法に基づき指導ができる

中核スタッフとして、ムード作りができ
る　同僚後輩の悩みや心配事、体調等の
異変に気がつき、相談に乗り、必要があ
れば上申ができる　上司の指示意見につ
いて異議のある場合は理由を主張し、上
司の理由を聞くことができ、最終的には
上司に従うことができる

J-2 経験による判断業務

顧客第一主義にもとづき、何がお客さ
まに喜ばれるのかを考え行動し、また
作業時間の短縮の工夫ができ、成果
の確認と反省ができる

上司同僚の発言を理解し、自発的に疑問
や問題を発言することができる

上司の詳細な指示に基づき、後輩の指
導ができる

同僚後輩の　気分体調等に気がつき　必
要な配慮ができる　上司の指示意見に対
し賛意、異議の意思表明ができるが　基
本的に従順である

J-1 単純反復業務
指示された内容の疑問を、質問等を
することで解決することができる

上司の指示指導を聞き反復確認ができ
る。尋ねられれば自己の意志を伝えること
ができる

後輩が困っている時や失敗した時に、
実際にやってみせる指導ができる

仲間になろうとする意欲がある 不正や
ごまかしを除き上司の指示には常時従順
である
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カスタマースキル オペレーションスキル 知識技能

経営方針、および顧客第一主義により会社の接客
基準を定め、全社的な維持発展ができる

１０店舗以上の管理ができ、担当店舗全体の状況を
拡大改善し、総合した計画を達成できる　若しくは経
営方針の下　会社全体の業績を向上できる専門的斬
新的ノウハウの構築と展開ができる　風適法上の処
分が出そうな事例についての対応ができる、また新
たな風適法の改正等を全社的に浸透させることがで
きる

営業戦略立案に関する知識　行政法、刑法、刑事
訴訟法に関する知識　業務に必要な法律改正の動
き　他業界を含めた広範な販促知識　担当地域の
営業に影響のある人口動態に関する知識

担当店舗に会社が求める接客基準を浸透させ　会
社の基準を超えているか判断し　その原因分析が
でき改善と効果の促進維持ができる

４～５店舗の店舗運営管理ができ、総合した計画を
達成することができる　若しくは専門化された業務に
より新規出店店舗の立ち上げ、業績不振店舗を改
善、あるいは全社的ノウハウの構築ができる　風適
法で当局との見解相違が出た場合の対応ができる

高度なマーケッティング知識（エリア分析知識）、風
適法の施行規則・条例等細部にいたる法的知識
高度な販促知識　効果的な稼働・売上・粗利バラン
スの知識　新店の行程に関する知識

担当店舗でおきた苦情処理を 終的に解決できる
担当店舗の従業員の接客状態について適切な統
制と援助支援ができる　担当店舗あるいは競合社
の接客事例の収集と対応策を上申できる

複数店舗全体の　あるいは困難な計画を作成し達成
できる　複数店、大規模店、若しくは困難・新しい業
態店舗の運営管理ができる　配下店舗の支援と援助
ができる　風適法上の細部にいたる問題の発見と改
善ができる

行政動向・業界動向・機械動向・設備動向に関する
知識　担当地域の機会と脅威の分析に関する知識
難解なあるいは未知な遊技機の調整方法設計の技
能　稼働の兆候の知識　不振機立ち上げに関する
知識

接客の 高責任者として店舗で起こる全ての接客
に対し対応ができ、レアケースを除き苦情処理を解
決し、自ら率先垂範し自店内の従業員が敬服する
接客ができる　店舗内の従業員の接客を会社基準
に維持できる

店舗の計画原案を作成し　承認された計画を達成で
きる　店舗で起こることの全ての対応ができる　遊技
機については全体細部にわたる設計調整ができる
稼働・利益に有効な施策を展開実施上申ができ　計
画を達成することができる　風適法の遵法営業ができ
る

営業計画策定に関する知識　顧客ニーズ把握に関
する知識　マーケット分析の基本　新台選択基準
撤去台の基準　遊技機の調整方法設計と実践技能
超短期にわたるデータ分析知識　 新ゴトに関する
知識　販促内容とと効果性に関する知識　計画の
修正提案ができる分析知識

苦情について顧客の感情の高ぶりを押さえ、何をの
ぞんでいるかと会社の立場を斟酌して、折り合いを
つける処理ができる　接客については店舗で 上
位の親和性好感度を持たせることができる　部下の
不適切な接客姿勢を是正できる

日常の店舗管理のほとんどができる　人的トラブル機
械的トラブルについてはレアケースを除き解決できる
設備のﾒﾝﾃﾅﾝｽについては全て対応ができる　上長
指示の基　遊技機の調整ができる　金銭管理全般が
できる

遊技機調整の基本　ﾎｰﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰのデータ知識
データ異常の確認都と解決知識　現金管理に関す
る知識　PC現金関連機器に関する知識　玉コイン
還元ｼｽﾃﾑに関する知識　特殊景品に関する知識
風適法に関する知識　行政提出書類に関する知識
セキュリティーに関する知識　過去イベントの知識

苦情については顧客の真意を掴み　日常的な物に
ついてはほとんどの解決ができる顧客の満足を追
求するために　顧客に合わせた気配り行動と対応
ができる　好感を得られる会話ができる

日常習慣化されている範囲の業務については上長の
指示が無くても遂行できる。ホール業務とカウンター
業務その双方をこなすことができる　後輩のした業務
についてミスの有り無しを確認し是正ができる

工具が必要な遊技機のトラブル処理知識　入替の
手順　島内電源および配線の知識　新台のゲーム
性　接客基本以外の常識的な敬語　不良客の対応
知識　一般的なゴト手口　美装の基準　競合店稼働
調査の知識

経験や訓練によって身に付いた会社指定の方法に
より、苦情の処理ができる　常に笑顔を絶やさず自
己の感情を抑制した接客ができる

経験により軽度の優先順位判断に基づき作業に工夫
をした自発的なホール業務かカウンター業務のいず
れかができる　上記判断に基づき美装　メンテナンス
ができる

ひまわりの接客方針　年間月間週間日毎のﾎｰﾙｵ
ﾍﾟﾚｰｼｮﾝの作業内容　遊技機の工具を使用しない
程度のトラブル処理知識　店舗の遊技規則　マイク
アナウンスの文言

単純な指定方法による接客姿勢・接客用語を駆使
し　自らの行動で苦情を生じさせない程度の接客が
できる

単純な繰り返し反復するホール業務かカウンター業
務のいずれかがこなせる　上記に付随する美装　メン
テナンスができる

接客の基本知識　日常の作業内容　遊技の仕方
遊技機のゲーム性　日常的に使う専門用語　鍵の
取り扱い　日常的な遊技機島周りもしくはカウンター
機器のメンテナンス知識　　遊技機の基本的なトラ
ブル改善知識　カウンター機器の基本的な取り扱い
方法　業務ルール　景品知識
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