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傑作新聞

コールセンタースーパー
バイザーの重要な仕事内容
のひとつとして︑オペレー
ターでは解決しきれないお
客様の﹁クレーム対応﹂
︵最近では﹁クレーム﹂と
は言わず﹁御指摘﹂という
企業が増えている︶がある︒
﹁クレーム︵御指摘︶の
先にあるお客様からのあり
がとう﹂の喜びを知ってい
るスーパーバイザーは︑ク
レーム対応するとき︑実は
わくわくしていたりする︒
そんなマスターピース・グ
ループスーパーバイザーの
経験から︑﹁イザッという
時 MPG
﹂では︑シリーズでク
レーム対応をご紹介する︒
第 回目の今回は﹁基本応
対﹂から︒
︻クレーム対応の基本︼
①お客様のご要望をきちん
と伺う
お客様の言葉をさえぎらな
い︑適度な相槌できちんと
聞いていることを示す︑
﹁○○様﹂とお名前を呼び
かけることで親近感をもた
せるのもポイント︒
②なぜお怒りになっている
のか原因を把握し適切な解
決案を導く
お客様のお話を箇条書きで

で整理され︑適切な解決案

を導くことができる︒ク
レーム対応上手は聞き上手
と言うが︑﹁メモ取り上
手﹂でもあるのだ︒
③適切な部分でお詫びをす
る︒いたづらに平謝りしな
い
サービス側の不備なのか︑
実はお客様の勘違いなのか︑
何でもかんでも謝ってしま
うと︑更にトラブルを増大
させる元となる︒出来ない
ことは出来ないときちんと
お伝えすることで︑正しい
対応ができる︒
④長期化するクレーム
回のお電話で解決せず︑
後日に持ち越しとなるケー
スもある︒
ツールでお客様の対応履
CRM
歴がしっかり共有できてい
れば︑次回︑別の人が対応
しても︑﹁また最初から説
明させるの？﹂という 次
クレームが防止できる︒ MPG
は︑そんな CRM
ツールをクラ
イアント様の業務に合わせ
てカスタマイズ︑ご提供し
ている︒ MPG
内のみならず︑
専用線でクライアント様社
内とつないで︑同じお客様
の情報が共有でき︑どちら
で電話を受けても問題ない
仕組みを構築することも可

のためのツールを指す

とにかくメモをとることで︑ 能だ︒
ツール 顧
経緯や原因などが 頭の中 ※ CRM
…客情報共有

コンタクトセンターから学ぶ電話対応術！
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【御指摘】 某大手飲食店㈱O様からの御指摘
①月一回程度のペースで主要求人媒体の特集を一覧にしたものを送って頂ければ有りがたい。
②某大手様の発行する媒体に集中してしまっているが、競合する（可能性を持つ）媒体を発掘又は育成するような取り組み
も考えて
いって頂きたい。
③依頼者としては採用効率が最も重要ではあるが、採用に定着させる為の仕組みやルールが浸透しないのも事実。店舗で目
を通したくなるようなテキストはないか。
④他社で時々報告をもらえるのだが、一回の掲載に対して反応（応募数）や採用数を聞き取りして月に一回ペースでレポー
トにしていただけないか？
お客様のご指摘に対するMPGの対応
■主要求人媒体の特集につきまして
毎週お送りしておりますスケジュールとは別に、主要媒体の特集一覧を作成し、紙面にて毎月お送り致します。
■媒体の競合につきまして
振りソク・ショットワークス・アルバイト一括採用センター等の媒体以外のツールで人を集める弊社では、競合媒体につい
てもデータを集計しております。弊社ならではのご提案をさせていただきます。
■採用者用テキストにつきまして
過去の採用成功事例及び弊社で制作しております成功事例等の資料を作成し貴社スーパーバイザー様宛に配信いたします。
■採用数のレポートにつきまして
弊社が担当しております店舗に関しましては、毎月、報告をさせていただきます。
上記に関しましては、月に1度20日前後に定例会を設け、報告及びご提案をさせていただき、貴社の採用戦略に力を尽くし
たいと存じます。

某大手飲食店 ㈱G社 営業本部ご担当者様からのお言葉
通販業務を行う弊社にとって悩みのたねがお中元・お歳暮時期に
業務が集中してしまう事です。業務の性質上、繁忙期のみのパー
トでは効率が悪く、慣れた頃には閑散期という事で困っておりま
した。この悩みを解消頂きましたのが、貴社の通信販売受付セン
ターの存在です。個人情報の取り扱いにも厳格な貴社の上質な
サービスは今後も多数の企業から受注されると推察致します。

お客様からの声今後もお待ちしております！
お客様から喜びの声を頂くこと程私たちに仕事
のやりがいを与えてくれるものはありません。
良いこと悪いこと、どんなことでも結構です。
ぜひ！貴方様の声をお聞かせ下さい。TEL、FAX、
ホームページ、どこからでも結構です。
TEL：0120‑
81‑
4455（平日10:00〜18:00）
FAX受付：03‑
5442‑
7112（専用用紙添付）

あの日あの時︒

私はホール最後列の席
に目 立たぬよう座って
いた︒
名近くの学生
が集まり︑お客様は壇上
でお話を始めた︒

〜アウトソーサーとしての存 そして様々な準備を重ね
在意義を実感したあの日の２ 迎えたお客様の第１回採
時間〜
用セミナー当日︒
﹁現場にいることが自分のモ
チベーションでした︒人事に
異動になり採用という仕事で
これから何をやりがいにして
いけばいいのか・・・﹂

思わず涙ぐんでしまった︒
﹁今日この日を迎えられた
のは︑悩んでいた私を支え︑
皆さんとお会いできるこの
場を作るお手伝いをしてく
ださったマスターピースさ
んに出会えたからです︒今
日このホールに来て下さっ
ています︒﹂
正面を向いていた学生が一
斉に振り返り私を見ていた︒
泣きながらお話しているお
客様の声がホールに響き︑
私の目から涙がこぼれおち
た ︒
…

天笠さんの一言：育児休暇制度のおかげで、安心して復帰すること
ができました。やりたい事をあきらめずに済んで本当によかったで
す。子どもも私も、毎日楽しく元気に過ごしています。

マスターピース・グループで
は︑バンコクで日本向けコー
ルセンターを運営するアジ
ア・ダイナミック・コミュニ
ケーションズ株式会社を子会
社化し︑今月からマスター
ピースグループ・タイランド
株式会社として 席でサービ
スを開始しております︒
タイと日本の時差︵マイナス
時間︶を利用した夜間サー
ビス等にも対応し︑

中国・インドに続き︑タイと
いう新しいフィールドに専用
線を引き込むことで︑拠点数
は カ国 拠点へと拡大する
ことから︑各国のカントリー
リスクを軽減しながら更なる
他言語対応コールセンター
ネットワークインフラを使っ
た顧客サービスを展開して参
ります︒

いつも大変お世話になり有り難うございます。この度日頃弊社とお付
き合いさせて頂いておりますご担当者様宛に、社外報を月1回FAXにて
お送りしていく事となりました。これを機に、弊社のことを少しでも
ご理解頂ければ幸いでございます。
お客様ボイスシートに御協力頂きました皆様、本当に有り難う御座い
ました。今後も継続的に続けて参ります。どうぞ宜しくお願い致しま
す。ご意見・ご要望があれば是非お寄せくださいませ。その他ご質問
等御座いましたら、弊社秘書室 林、若しくは営業担当者までお気軽に
お声をお掛け下さいませ。
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ある日︑新卒採用をお手伝 ﹁皆さんお集まり頂きま
いしているお客様からこんな してありがとうございま
ご相談を頂いた︒
す︒実は私は人事に異動
になった時︑辞めようと
思いました︒でも今日こ
うして皆さんにお会いで
きて本当に嬉しく︑人事
は素敵なお仕事だと心か
ら思います︒﹂
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人事部より、新たに入社・復帰した社員を中心に紹介していきます。
初回は、育児休暇を取得後、11月に無事ママとして復帰を果たした
天笠尚恵（あまがさひさえ）さんをご紹介致します。社内では名実
ともにお母さん的な存在として（特に若い男性社員から？）慕われ
ており、いまや社内には必要不可欠な存在となっています。
50

私はお客様が以前抱いて
いた苦悩を思い出し︑
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編集後記
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☆MPGメンバー情報☆
MPGメンバー情報☆
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私は採用とは素敵なお仕事
だということを採用の大切さ
や考え方とともに︑何よりお
手伝いさせて頂いている仲間
の想いを伝えた︒そのお客様
の﹁黒子﹂としてお仕事をさ
せて頂けることの私たちのや
りがいと誇りを︒
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バンコクへ進出
４か国８拠点へ
マス
ター
ピー
ス
最新
情報
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﹁中国の派手婚ブーム﹂
日本と中国で異なる点は︑日
大連の街中では立派な長〜い高 本では大安が好まれるが︑中
級リムジンを先頭に︑祝福の赤 国では発財︵ファーザイ︶の
い花をつけた車がどこまでも連 ファーと数字の のバーとい
なるという中国らしいド派手な う発音が似ている事から の
集団を良く目にする︒
つく日が好まれることや︑夫
中国では︑急激な経済成長によ 婦であっても結婚証明書がな
る影響から大連等の都市部で派 ければ同じ部屋に宿泊するこ
手婚がブームとなっている︒
とが出来ないことがある︒
結婚費用は新婚旅行まで含める 最近では地方の女性が就職や
と平均収入の約
カ月分︑日 税金面などで有利な都市戸籍
本人の感覚にすれば
万円︑ を取得する目的から都市の男
これは 年前に比べると 倍も 性と結婚をしたがる傾向にあ
の費用に達しているという結調 り︑都市部の女性にいたって
査結果もあり﹁面子﹂を重んじ は外国人の男性との結婚を望
る中国人の性格を良く現してい む人がそれぞれ増えていると
るように思える︒新婚旅行では︑ いう︒大連センターの男性社
中国はまだ海外旅行が自由に出 員にも派手婚のチャンスが広
来ないので弊社成都センターの がそうですが︑それ以上の覚
近くにある九賽溝などが非常に 悟も必要となりそうです︒
人気のスポットとなっている︒
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涙が出るちょっといい話・・・
海外拠点のオススメはコレ！
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