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*特集では撮影のためにマスクを外しておりますが、通常はマスクを着用してご対応しております。

新年あけましておめでとうございます。

読者の皆さまはどのようなお正月を迎えられたでしょうか。

昨年はコロナ禍で従来とは大分異なる生活を余儀なくされました。

SUBARUのお店でも感染防止のために営業時間を短縮するなど、

お客様にもご不便をおかけしました。まだCOVID-19との戦いは続い

ていますが、SUBARUのお店では、感染症対策をしっかりと整えて

今年もお客様のご来店をお待ちしております。

今月の特集では、そんなSUBARUのお店の様子をスタッフの今年の

抱負とともにお届けします。取材したのは神奈川スバルの２店舗ですが、

全国のSUBARUのスタッフも、“愛されるSUBARU”を目指して、同じ

想いで取り組んでいます。本年もSUBARUをどうぞよろしくお願い

申し上げます。
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全スタッフが気持ちを ひとつにして、お客様をお迎えします。

（神奈川スバル/青葉台店）

当店はほぼ１年間のクローズ期間を経て昨年７月に
リニューアルオープンしました。その間お客様には大変
ご不便をおかけしてしまったのですが、オープン後に
ご挨拶した時、思いの外多くのお客様が私を覚えてくだ
さっていたことがとても嬉しかったです。今年はショー
ルームでのお出迎えという役割にとどまることなく、
保険やメカの知識も身につけ、今まで以上にお客様の
ご要望にお応えできるようにしていきたいです。

昨年７月の新店舗オープンから半年が経ち、心も新たに
新年を迎えております。店舗改修のため、約１年ご不便をおか
けしたお客様には、広く快適になった店舗でご来店をお楽
しみいただけるよう、スタッフ全員が心をひとつにしてお迎
えいたします。ショールームレイアウトを工夫して、新型
レヴォーグをはじめSUBARUの全モデルをゆっくりとご覧
いただける空間をつくり、シンメトリカルAWDや先進安全
性能など、SUBARUの魅力をしっかりお伝えしていきます。

お客様に安心してご来店いただくため、当店ではご入
店時の消毒、使用後のテーブルの消毒、テーブルやカウ
ンターへのパーテーション設置、車両移動時のシート
カバー、ハンドルカバー、フロアマットの使用、換気など
の対策をしております。以前のようにお飲み物やお菓子
をお出しするのは控えさせていただいておりますが、
セルフサービスのドリンクバーをご用意しております。
お店が以前の倍以上に広くなりましたので、今まで疎遠
だったお客様にも生まれ変わった店舗をぜひ見にきて
いただきたいです。

新型コロナ禍で、安心して移動できる手段として以前
よりもクルマを使う場面が増えていることを実感します。
そのような状況の中、車両のお預かり期間を少しでも短く
できるよう、スタッフ全員でアイデアを出し合って作業
スピードのアップに努めています。また、修理や整備の
仕事は目に見えないところを扱っているので、クルマを
お返しする際には洗車だけでなく、車内清掃やホイール
洗浄など、目に見えるところをキレイにすることでお客様
に感謝の気持ちをお伝えするように心がけています。

外出を自粛するムードの中、以前のように県境を越え
ての長距離ドライブを楽しむ機会が減っているお客様も
多いように感じます。今年はそのような気持ちを少しで
も明るくできるよう、店舗スタッフ全員で明るいムードを
作ってお迎えします。お帰りの際には、メカニックも含め
てお見送りに出て感謝の気持ちをお伝えし、気持ちよく
お帰りいただけるよう心がけています。

リフォームのため一時閉店する際には、お客様皆さま
から温かいメッセージをいただきました（上写真）。１年
間ご不便をおかけした分を取り戻せるよう、今年はお客様
の期待を超える対応をしたいと思っています。お客様に
ご要望いただいたことをしっかりと行ない、プラスαの
何かをご提供して“ありがとう”のお言葉をいただけると
私たちの仕事のモチベーションも上がります。ご来店いた
だいたお客様は“青葉台店のお客様”として、担当者だけ
でなく全スタッフがご対応できるよう、一丸となって取り
組んでいきます。

社会人１年目なのでまだ学ぶことが多いのですが、
ご来店いただいたお客さまには、いち早くお出迎えして
感謝の気持ちをお伝えし、お帰りの際には笑顔で帰って
いただくことを心がけています。今年はセールスとして
の立ち居振る舞いや、知識、経験をもっと身につけて、
お客様と長くお付き合いさせていただけるような関係を
築いていけたらなと思っています。

加藤 早貴
（店舗スタッフ／マイスバル推進担当）

伊藤 郁子
（店舗スタッフ／マイスバル推進担当）

井上 雄大
（カーライフアドバイザー） 清 正人

（テクニカルスタッフ）

松中 幸平
（カーライフアドバイザー）

梅田 直樹
（サービスアドバイザー）

石川 徹
（店長）

神奈川スバル 青葉台店の
店舗情報はこちら！
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厚木･伊勢原店の良いところは、スタッフが明るく、
一丸となってお客様対応ができていることだと思います。
今年は、その良いところをもっと磨いて、お客様を大切
にするお店にしていきたいと思います。私は、お客様から
のお電話を最初にお受けすることが多いので、明るい声
で対応することを心がけています。そのことで、お客様
がお話しをしやすい雰囲気が作れればと思っています。
また、お客様からのお問合せも幅広く、ご質問にもすぐ
にお答えができるように少しずつですが、整備の知識を
身に付け、自分なりに資料を作成し整理保管するなどの
工夫もしています。

テクニカルスタッフのトレーナーとして、今年最大の
テーマは後進の育成です。また、新機能がたくさん装備
された新型レヴォーグが発売となったため、メカニック
同士でしっかり情報共有できるようコミュニケーション
を活発にしています。コロナ禍でショールームでお待ち
になられることに負担を感じられるお客様もいらっしゃ
いますので、できるだけ早くクルマをお返しできるよう
心がけています。

感染症対策として、ご来店の際のアルコール消毒と
使用後のテーブルなどの消毒、お客様のおクルマを移動
する際にはハンドルカバー、シートカバー、フロアマット
の使用を行なっています。事務所側のドアを開放して
換気をし、テーブルやカウンターには仕切り板を設置し
ました。また、マスクをお忘れになったお客様にはマスク
をお渡しして、安心してお過ごしいただけるよう配慮して
います。一方で、お茶出しやお菓子など今まで行なって
いたサービスのご提供を控えさせていただいておりま
すので、今年は心のこもったおもてなしを心がけ、お客様
が笑顔でお帰りいただけるよう、お客様もスタッフも
楽しく過ごせる雰囲気づくりをしたいと思います。

昨年はこれまでに経験したことのないようなことが
あり、私たちの店舗でも時短営業など、お客様に対して
ご迷惑をおかけしました。その中で感じたのは“時間の
有限性”です。それからは限られた時間の中で、的確な
サービスをお届けするためにはどうすれば良いのか？
を意 識して 仕 事 するようになりました。今 年 は 新 型
レヴォーグを皮切りに新しいSUBARUのクルマを一人
でも多くのお客様にご覧いただきたいと思います。賑やか
で活気のあるお店づくりをしていきますので、どうぞ
お気軽にお立ち寄りください。

コロナ禍で何かと暗くなりがちですので、今年はより
一層元気に明るくお客様をお迎えしたいと思います。そ
のために活発に動ける体力をつけるべく、ウォーキング
を始めました。仕事においては、インカムで伝えるだけで
なく、メカニックに直接会ってお客様のご要望を伝える
ことを大事にしています。実際にスタッフの顔を見て
コミュニケーションをとることで、ご要望の細かいニュア
ンスを伝え、より正確で無駄のない作業を行なうことが
できるからです。30年間部品担当をしてきましたので、
SUBARUのアクセサリーパーツに対してのご相談が
あれば、ぜひお声がけください。

今年は、お客様はもちろんのことスタッフ一人ひとり
が主役になるようなお店の雰囲気をつくっていきたいと
思います。そのプロデューサーとして、お客様にご満足
いただくために、スタッフがそれぞれの個性を活かしな
がら、何をすれば良いかを考え、行動するステージをつくる
のが店長の役割です。厚木・伊勢原店は女性のお客様も
多くいらっしゃるのでショールームも明るく清潔感のある
空間づくりを心がけています。単にクルマを販売したり
整備したりするだけでなく、気持ちよくお過ごしいただき、
笑顔になってお帰りいただけるような心のこもった対応で、
お客様に愛される店舗にしていきたいです。

鍋島 明香里 （店舗スタッフ／マイスバル推進担当）

川上 篤史 （テクニカルスタッフ）

佐々木 彩子 （店舗スタッフ／マイスバル推進担当）

掛川 洋行 （カーライフアドバイザー）

白井 勇一 （サービスアドバイザー）

土井 正也 （店長）

スタッフ一人ひと りが主役となり、お客様に愛されるお店を目指します。

（神奈川スバル/厚木・伊勢原店）

神奈川スバル 厚木・伊勢原店の
店舗情報はこちら！
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セールスが語る、新型レヴォーグ  超革新を体感できる、私のイチ推し。

広角化した新型ステレオカメラ

ハンズフリーオープンリヤゲート

スバルグローバルプラットフォーム
による滑らかな乗り心地

アイサイトXの
高度運転支援システム

カメラを見ていただくと旧型と比べてレンズがフロントガラスに
近い位置に配置されていることが分かります。従来より広角化し
たこのステレオカメラと前後４箇所に装備されたレーダーで360
度のセンシングを実現しました。これにより、プリクラッシュブレー
キの作動領域が拡大し、交差点での右折時の対向車や路地から
大通りに出る際に側方から接近するクルマも検知して、衝突回避
をアシストします。買い物など日常的な場面で遭遇しやすい危険
も回避することで、事故防止効果をさらに高めています。

ワゴンとしてのユーティリティを特に高めているのがハンズフリー
オープンリヤゲートです。大型のコンテナなどを両手で持った
状態でゲートを開けたい時など、スマートキーを携帯していれば、
肘を六連星エンブレムに近づけるだけでゲートが開きます。ゲート
幅も３0㎜拡大しており、ゴルフバッグなどの長尺物を横にしたま
まで積載できます。サブトランクは、カーゴフロアボードを開けれ
ばすぐに使える大容量のスペースが便利にお使いいただけます。
室内清掃道具やカーゴネットなど、使わない時にはサブトランク
に収納していただければ、荷室が散らかることがありません。
両サイドに設けられたポケットも底面が平らなのでペットボトル
などを入れていただくのに便利です。

1.8L新型エンジン、フルインナーフレーム構造で向上したボディ
剛性、新開発サスペンションなど、走りの性能に関わる要素は
沢山ありますが、それらすべてを支えているのがスバルグロー
バルプラットフォームです。ご試乗の際、路面の凹凸やちょっと
した段差を乗り越える時の振動の伝わり方や、ハンドルを切った
時にリヤがぴたりとついてくるようなクルマの挙動をぜひ感じて
みてください。加速時は力強さの中にも滑らかさがあり、ご試乗
された方からは“滑らかだね”というお言葉を多くいただいてい
ます。また、リヤ席の揺れが少ないため、お子様がクルマ酔いし
にくいというコメントもありました。個人的にはパドルシフトのレス
ポンスの良さと操作時のフィーリングが気持ちよくなったところ
が気に入っています。ご試乗の際にはチェックしてみてください。

アイサイトXは、渋滞時のハンズオフ走行と発進をアシストしたり、
高速道路でのレーンチェンジアシスト、カーブ前での減速やドライ
バーが運転中に意識を失った時に安全にクルマを減速、停止する
ドライバー異常時対応システムなど、運転の負担を軽減し、万が
一の時にも安全を確保するさまざまな新機能を搭載しています。
これらの機能については、所用時間12分程のVRでご体感いただ
けますので、ぜひご利用ください。

先進安全超革新

ワゴン価値超革新

SPORTY超革新

松中 幸平 （神奈川スバル/青葉台店）

小畑 武志 （神奈川スバル/厚木・伊勢原店）

鈴木 幸司 （神奈川スバル/青葉台店）

河野 遼太 （神奈川スバル/青葉台店）

新型レヴォーグは
2020-2021日本カー・オブ・ザ・イヤーを受賞しました。
お近くのSUBARUのお店でのご試乗をお待ちしております。
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