― マネジメントサポートグループ 株式会社リサーチサポートにおけるＣＳコンテンツ ―

― 実績につながる ＣＳコンサルティング ―

✔ 弊社各種教育・研修プログラム
ＣＳ
ビジネス
マナー徹底
トレーニング

・接遇マナー向上研修
・ＣＳとＥＳ行動改革研修
・店頭営業力強化トレーニング
・高齢者・障がい者の接し方研修
・インストラクター養成研修（社内・プロ）
・接遇リーダー養成研修

コミュニケー
ション
表現力

・報・連・相強化研修
・アサーティブコミュニケーション研修
・コミュニケーションベーシック研修
・「伝え方」の技術
・質問の技術・聴く技術
・美しい日本語と好感度を上げる話し方

マネジメント

新入社員

・銀行支店長の行動変革研修
・ＣＳマネジメント研修
・変革型リーダー育成研修
・問題解決力強化研修
・戦略策定研修
・対応状況によるリーダーシップ研修

実績につながるＣＳコンサルティング

ほか

・１本の企業戦略 電話応対研修
・電話応対基礎コース
・電話検証・分析徹底トレーニングパック
・電話応対個別トレーニング研修
・コールセンタースーパーバイザー研修
・「成功するテレアポ」研修

ほか

・女性リーダー行動改革研修
・ビジネスコーチング研修
・インストラクター養成研修（初級・中級・上級）
・ＯＪＴリーダー研修
・ジュニアリーダー研修
・傾聴面接・部下指導カウンセリング手法研修 ほか

電話応対

部下育成・
指導者
育成

クレーム
対応

「調査」｢課題解決研修」 「ＣＳ浸透ドキュメント制作」 「仕組みづくり」
ほか

CS向上施策のご提案

・ＣＳクレーム初期対応研修
・クレーム応対 初級・中級研修
・デジタルマニュアル制作研修
・クレーム対応ＤＶＤ or ＷＥＢバック研修
ほか

ほか

・新入社員ビジネス基礎研修
・ビジネスマナーが身につく研修
・新人フォローアップ研修
・入社前研修（内定者研修）
・新入社員研修（仕事の基本が身につく研修）
・営業基礎研修
ほか

中堅社員

・中堅社員実践研修
・職場の問題解決研修
・ロジカルシンキング
・人を動かすコミュニケーションスキル研修
・営業力強化研修
・プレゼンテーション力強化研修

ご提案のはじめに
ほか

※全ての研修プログラムは、お客様のご要望に合わせてカスタマイズいたします。
※上記以外の研修ニーズにもお応えいたしますのでお気軽にご相談くださいませ。

私ども 株式会社リサーチサポートは、【調査】実施により、現状の課題認識を踏まえ
【課題解決研修】 【ドキュメント制作（マニュアルやフロー構築）】 加えて 【事後調査】 等
ＣＳ定着へむけたＰＤＣＡサイクルをノンストップで実施いたします。

ＳＴＥＰ１

金融機関様における

ＳＴＥＰ２

ＳＴＥＰ３

現状調査(事前）

教育・研修（その他施策）

検証調査(事後）

「調査・診断」により、企業の理想とす
る姿と現状とのギャップを認識すること
ができます。また、改善すべき問題点
が明確になります

調査で明確になった「問題解決」のた
めの教育・研修をお作りし、実施いた
します。また、教育体制のしくみ作り
などお客さまのご要望に合わせて
ご支援いたします

再度の「調査・診断」により、STEP２
で行った教育・研修実施後の効果検
証を行います。また、その後のフォロー
アップなども行います

※詳しいことをお知りになりたい場合には、お気軽にご相談くださいませ。

実績につながるＣＳコンサルティング
株式会社リサーチサポート

昨今、各金融機関様におけるＣＳ・サービス競争激化の度合いは深まるばかりです。
その競争激化の中、私どもが各金融機関様の「ＣＳ定着」のコンサルティングをご支援し、各現場の現状
に直面してみると、真のＣＳ・お客さま第一主義を展開されている組織は、組織の総力を挙げて「ＣＳ」
を取組む体制（具体的な戦略展開）が確立され、また有効な人材活用を施行しているのが現状です。
市場が成熟し、お客さまが市場の主導権を握り、銀行が選ばれる時代においては、ＣＳ維持向上の
ための施策が重要です。

私どもでは、各金融機関様のご方針を承りながら、効果や成果が出る施策を推進してまいります。

今や組織の利益の根源は「サービスのクオリティの高さ」にあります。

長い歴史で築かれた貴社の風土を継承しながらも、新しい視点での「ＣＳ醸成」という命題を弊社は
総力を上げてご支援させていただくことを、ご提案させていただきます。

株式会社リサーチサポート

〒108-0014 東京都港区芝5-19-4 芝５ビル ２F
TEL 03-5418-4600(代表)
FAX 03-5418-4661
WEBサイト http://www.research-support.co.jp
株式会社マネジメントサポート 株式会社リサーチサポート 株式会社マネジメントサポートグループ
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― 実績につながる ＣＳコンサルティング ―

― マネジメントサポートグループ 株式会社リサーチサポートにおけるＣＳコンテンツ ―

ＣＳの維持向上を推進する施策ラインナップ

貴社の「ＣＳ施策」は万全ですか？
応対品質の現状を把握する
方針理念、接客サービスの指針を見える化する
「店舗接客応対品質調査」 「電話応対品質調査」
「ＣＳドキュメント施策」

□
□
□

クレド （お客さまへのお約束、サービス行動 等）

□

接客サービスマニュアル （電話応対）
（対象：事務職、ＣＭ（コミュニケーター））

□
□

ＣＳガイドブック
接客サービスマニュアル （店舗応対）
（対象：支店）

店舗接客ガイドラインＤＶＤ

□
□
□

営業店舗接客応対品質調査

□

３視点調査分析

営業・テラー・ＣＭ：応対品質強化研修
営業・テラー：接客応対品質強化研修
営業・テラー・ＣＭ：提案力強化研修
営業・テラー・ＣＭ：クレーム未然防止研修
事務担当：電話応対研修
各担当者：事例検討会研修
全社員：ＣＳマインド醸成研修

店舗でのリアルな指導とフィードバック
「ダイレクト指導」

□
□
□

営業店舗ダイレクト指導

□
□
□
□

営業社員：接客映像フィードバック研修

「ＤＶＤ」 ドキュメント制作 ⇒ 店舗での水平展開

競合他社調査 （ミステリーショッパー、コール）

NO.2

（外部機関調査、お客さま調査、自店舗調査）

□

電話応対・ベストプラクティス ：音声ＣＤ

調査課題を克服する為の接客応対研修

貴社のＣＳ方針、あるべき姿を全員に周知徹底する
「店頭応対」 （ロビー・ハイカウンター・ローカウンター）
「電話応対」 （支店およびコールセンター）

ツール

電話応対品質調査 （ミステリーコール）

他の教育会社、調査会社が実施した調査結果を
元にした施策提言コンサルティング

調査
研修

□
□
□
□
□
□
□
□

■ ＣＳを具現化する評価指標の設計
■ 評価者（調査員）が研修講師だからこそ
高いライティング能力の評価コメントができる
■ 抽出された課題をトータル施策で解決する

金融機関の実績が豊富だからこそできる

「ＣＳ調査」～「対象者別：課題解決ＣＳ研修」

管理者・責任者・指導者が
店舗を変える 各種教育・研修

役割発揮を最大限に引き出す
「職能別 各種教育・研修」

□
□
□
□
□
□
□
□

NO.１

支店長：ＣＳマネジメント研修
支店長：ＣＳ推進研修
臨店指導者：ＯＪＴ指導研修
臨店指導者：コーチング研修

NO.3
研修

管理者 （対象者別：支店長・部長・課長）
「ＣＳマネジメント研修」

ＣＳリーダー：養成研修
ＣＳリーダー：率先垂範力強化研修
ＣＳリーダー：インストラクション研修
ＣＳリーダー：勉強会ファシリテーション研修

NO.4
研修

ＣＳリーダー・指導リーダーがＣＳ指導を行う
「ＣＳリーダー養成研修」

NO.5

主体的にＣＳを定着させるＣＳ学習システム

調査シート・報告書イメージ

営業店内 モデル提示研修

ツール

臨店指導者 コーチング映像
フィードバック研修

システム

テラー：接客映像フィードバック研修
電話指導者：リアルフィードバック研修
事務職担当：電話応対フィードバック研修
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NO.6
調査 仕組み

－ １日10分100％徹底できる －
「ワン・テン・100％システム」 Ｒ

効果測定 「ＣＳ調査」
「社内ＣＳコンクール」の実施
Copyright 2021
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