
〚3〛伊吹や製麺
越谷レイクタウン店
新井 美由 さん
2018年4月入社(新卒)

一緒に働く人が一番大事
入社のきっかけは、まさかの「手違い」

私は今、伊吹や製麺越谷レイクタウン店で働いています。
埼玉調理師専門学校に通っていたのですが、最初はカフェ希望
だったので学校の先生にサイプレスを紹介してもらいました。
でも先生の手違いで、実際希望勤務地に行ってみたらあったのは
ジャクソンファーム＆グリルだったんですよ！（笑）
でも先生がサイプレスをすごく信頼していたので、そのままジャ
クソンと伊吹や両方ともでお見合いをさせていただきました。そ
して、伊吹やの方が自分に合っているなと感じて、サイプレスに
入社を決めました。
短い期間のお見合いでしたが、働いてみてやりたい業態やお店の

スタイルも大事だけど、一緒に働く人が一番大事だと感じま

した。

とにかくお店が大好き

本当にお店の方たちとの人間関係がよくて、疲れていても大変
な時でもみんながいるから頑張れる、続けられる、むしろ楽し
く感じます。

でもただの仲良しこよしではなく、社員アルバイト関係なく言い
たいことをはっきり言いながら仕事をしています。新作のメ
ニューについてや、細かいことでもみんな意見をはっきり言いま
す。コミュニケーションが日頃からしっかりとれているから、言
いやすい、聞き入れる雰囲気をみんなで作れています。

主任になるために…
今の私の課題は、ホウレンソウ(報告・連絡・相談)を忘れがちな
のでそこをしっかり直すこと。

そして一緒に働いている方たちから信頼を得て、「主任」に推薦

してもらえるようになることが今の目標です！
今は店長にフォローしてもらうこともありますが、そのうち店長
の仕事を奪って、自分のものにしていきたいです(笑)

※取材日：2020年7月中旬

最初からサイプレスに入社すればよかったなと(笑)
ちょっと寄り道しましたが、社員として源ちゃんに戻ってきまし
た。

目指すは店長！そのために学んだこと
そのあと、松本副部長から武田店長（現副部長）に担当が変わり
ました。このお二人は全然違う営業スタイルで、特に武田さんは
サイプレスでは異色だったと思います（笑）
今まで僕がやってこなかった、いかにうまく指示出しをするか、
スタッフを動かしていくかというところを重点的に教わりました。
最初はちょっと受け止めきれないこともありましたが、でも色々
なことをお話してくれて、狙い、行動している理由、やらない理
由など。店長になるには、そういう考え方、意識の仕方が必要な
んだと学びました。
あと、数字に関しては特にお世話になりましたね。

自分にしかできないお店づくり
そんな僕が店長に上がったとき、なんと木場店に異動になりまし

た。知らないお店で、いきなり店長としての異動だったのでプ
レッシャーがすごかったです。忙しすぎてその時は思わな
かったけど、今思うとすごくきつかったなと（笑）
船橋は指揮官として動いていましたが、木場はお店の広さも全然
違うし、 船橋スタイルでの営業は難しいって思って。
どうやったらベテランのアルバイトさんたちと上手くやっていけ

るか、どんな営業スタイルでいこうか、試行錯誤しながら営業
しています。
船橋でも木場でもそうですが、繁忙期に売るための策を練るじゃ
ないですか。特に船橋は20人くらいで営業することもあったし、
誰がどのポジションで、どういうオペレーションで。
そういうことを作戦練って、スムーズに営業できて、売上があが

るとき、シンプルに嬉しいしめちゃめちゃ楽しいです。

あとは、木場に来て約1年経ちますが、自分で採用した子が
成長していく姿は見ていて楽しいですね。
そういうのも含めて、やっと自分のお店になってきたかなって思
います。
今はコロナ禍でなかなか厳しい状況が続いていますが、これから

も自分の店づくりに没頭していきたいです。
※取材日：2020年8月下旬
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〚1〛築地食堂源ちゃん
両国江戸NOREN店
木幡 一成 主任

2019年3月入社

「やるときはしっかりやる！
でもすごく楽しく働ける！」お店を作りたい

宮﨑(以下、M)：東京に出てきた経緯を教えてください！
木幡(以下、K)：僕はもともと、築地食堂源ちゃん五所川原

ELM店で働いていました。
今後の東北エリアの新店舗がオープンした際に、任せてもらえる
よう勉強する機会を得るために、当時新店舗としてオープンした
ばかりだった飛賀屋イオンモール幕張店に配属して頂いたからで
す。その後、自分が不得意な調理を勉強させてもらうために源
ちゃん両国店に異動もさせて頂き、現在に至る感じです。
東京に出てきて、仕事ができると噂のSVや店長たちと一緒に働
きたいって思ってたので、本当に良い機会をいただけたと思って
います。

M：一番刺激を受けた人って誰ですか？
K：それはもう、青野SVです！青野SVはコミュニケーション

能力が高くて、芯がしっかりしている方で、業務だけでなく色々
なことを教えてくれました。一緒に働いていて『こういう人にな
りたい！』って強く思うようになって。

僕が仕事に夢中になれたのは、「青野SVみたいになりた
い！」という目標ができたからなんです。

だから僕は青野SVの右腕になりたい、なんなら小指程度でも構

わないです（笑）微力だけど全力でサポートしていきたいと
思っています。
東京に連れてきてくれた寄川部長にもとてもお世話になってい

て、大きな恩もあるから、本当頭が上がりません。ちゃんと言う
のは本当に恥ずかしいんですけど（笑）、二人が上司で良かった

と思うし、本当に感謝してます。

M：これ新聞に載りますけど良いですか？（笑）
K：はい、ちょうど良い機会なので（笑）

M：では！今後の目標はありますか？
K：直近で言うと、ありがたいことに利府の新店の話をいただ

いていまして。菊地料理長とまた一緒に働きたいって思っていた
ので、利府でまた一緒に働けるのが嬉しいですね。僕は利府の新

店を、「やるときはしっかりやる！でもすごく楽しく
働ける！」ようなお店にしたいと思っています。

役職も大事だと思いますが、今まで学んで得てきたコトを活かし
た店舗づくりに励みたいと思っています。
そういうお店を作っていくには、従業員の育成や教育が大切だと
思うんですけど、青野SVや吉田SVのように、従業員の育成が上
手な人、コミュニケーション能力が高い人を見習って、また勉強
していきたいと思っています。
そのためには色々なお店を回ってたくさん経験して、目標である

青野SVのような懐が深く、強い人間になりたいです。
東京に来てから、寄川部長をはじめ、関根店長や清水センター長
など色々相談できる人が増えて本当にありがたいです。
こっちに出てきて本当によかったし、勉強になるし、なにより

めちゃめちゃ楽しく過ごしています。
※取材日：2021年1月上旬

声
みんなの 〚4〛築地食堂源ちゃん

品川シーズンンテラス店
紺野 崇 主任
2019年10月入社

どんなに忙しくても
『笑顔&COOL』！！

宮﨑(以下、M)：サイプレスに入社を決めた「決め手」は何で
すか？
紺野(以下、K)：それはですね、ズバリ言うと、お見合い中に

辰川SVが毎晩電話で口説いてきたのが決め手です(笑)
私はお見合いを築地食堂源ちゃん品川ST（シーズンテラス）店で
行っていたのですが、その時私は就活真っ最中で。お見合いしな
がら他社の選考も進んでいて、正直サイプレスは本命じゃなかっ
たんです。
でも毎日夜に辰川SVから連絡が来て、そこでずっと「サイプレ

スは人柄を重視していて、一人一人を評価してくれ
る」って言ってくださって。それがすごく自分に合っていると感
じ、お店でのお見合いも楽しかったし、大手の最終面接を蹴って
サイプレスに入社を決めました。
私は大学卒業後、新卒で約20年間集団給食の会社でホールの仕

事をしていました。ベテラン組だったし、労働環境も給与も悪く
なかったんですけど、自分は今後このままで良いのだろうか？っ

て思ってしまって。子供たちにもっとかっこいい姿を見せ
たいし、もっと自分自身の成長が必要だ！って感じて、周

囲の反対もありましたが外に飛び出しました。
そんな中で就活をしていたので会社選びは慎重でしたし、自分

でも思い切った決断だったなって思います(笑)

M：コロナ休業明けの営業報告で、話題になったときのことを
話してほしいです！

K：あれはですね、休業明けのある日のディナーのシフトが、
調理場は辰川SV１人、ホールが私１人だったんですよ。
正直売り上げがどうなるのか分からなかったけど、人件費のこと

もあるし、やってやろうじゃないか！って思って。

そしたら、早い時間から飲みのお客様が数組いらっしゃって、
あっという間に満席状態に。

私、お店が混めば混むほどアドレナリンが出て頑張っちゃう
んですよ！（笑）キッチンもSV1人、ホールも私だけなので、
まぁ忙しくて。常連様に「今日ひとり！？」なんてお声がけいた
だいて、私はCOOLに笑顔のピースサインで対応しました。
そんな中で辰川SVは縦横無尽にキッチンを走り回り、バンバン料

理を出してくる！その状況がすごく楽しくて、そのテンショ
ンであの日報を書いたんですよね。
私はあの日報を書く場は、上司にアピールするチャンスの場だ

とも思っているので、みんなとは違うテイストで日報を書きまし
た。そしたらまさかの社長が見てくださっていて、しかも各営業
部に共有してくださったとのことで本当に嬉しかったです。途中
で伊吹やの宮脇さんとチャールストンの竹内店長、石川主任も手
伝ってくれて、チームSST強いなあって思います（笑）
私はどんなに忙しくても『笑顔&COOL』を心掛けて営業して

います。忙しい中でも常連様との会話は大切にするし、絶対に接
客はおろそかにはしません！
お客様を喜ばせるのがホールの仕事だと思っているし、そこは絶
対に譲れない、丁寧にやりたいって思っています。
逆に忙しさに負けて怖い顔しながら走り回ってると、何だかお

客様も気持ちが忙しくなり、酔いが覚めちゃうと思うのです。
ここの踏ん張りでお客様が、源ちゃんの常連様になるかの分かれ
道になるとの思いでいつもオペレーションしています。

M：ありがとうございます。そういうお客様に対する思いや
ホールでの姿勢など、ぜひ今後の新卒に教育していってほしいで
す！

K：もちろん！やらせていただきます！

M：ありがとうございます。
それでは、今後のやりたいことや目標は何ですか？

K：まず１つは店長を目指すのはもちろん、その先の将来も考
えています。
バックオフィスでの仕事に興味があって。

面接のときに今津役員が「本社で働く人を現場経験者で
いっぱいにしたい」と言っていて、私はこの考えにすごく共

感したんです。
その方が現場の方も相談や話がしやすいし、何より分かってくれ
ている人だと安心ですよね。だから漠然とですが、その一員にな
りたいなって思っています。

もう1つは、築地食堂源ちゃん品川ST店をサービスも料理も日本
一のお店にしたいです！今の品川ST店ならできると思ってい

るので、厳しい状況ではあり
ますが日々頑張っていきたい
と思います！

※取材日：2021年1月上旬

今この人、このお店がアツい！！！！
このコーナーでは仕事に対する想いや、
意気込みなどのインタビューをご紹介
していきます！

〚2〛築地食堂源ちゃん
深川ギャザリア店
菅野 圭太 店長

2015年2月入社

自分の店づくりに没頭中！
なんか居心地がよくて、結局サイプレスに入社しました

船橋の源ちゃんがオープンして2ヶ月経った頃、アルバイトとして
働き始めました。それまでは、大学卒業してから新卒でBtoBの営
業の仕事をしていましたがすぐ辞めちゃって、フリーターとして源
ちゃんでアルバイトっていう流れです。当時、オープンしたばかり
というのもあって、とてつもなく忙しいお店でした。
なんかすごい広いし。

でも、このアルバイトがすっごく楽しくて。

当時、松本店長（現副部長）と一緒に働いていましたが、社員のサ

ポートをする、というポジションに就かせてもらって。アルバイ
トなのに色々な仕事を任せてもらえたのが嬉しかった
というか、オープンしたてで色々整備するのが大変だったけど、
松本さんと一緒にお店のシステムを作っていくのが楽しかったです。
そんな中20代後半になり、このままフリーターじゃなあ…と思っ
て、 全然違う業界に就職しました。そこでの仕事内容が僕に合わ
なくて、すぐ辞めちゃいました。 (↗つづく)

チームSST
の皆さん
(*^▽^*)

(左から)紺野主任、田中さん、辰川SV

活動中！！
現在、インスタグラムで『築地食堂源ちゃん

【公式】』というアカウント名で活動してま
す！
皆さんも是非フォローと拡散をお願いします☆
業態関係なく、魚などの食材や、素敵な商品の
写真･動画などが撮れた際は、店舗名載せて
アップしたいです！ぜひぜひ人事部 鈴木まで転
送お待ちしてます(^^)/切望！

まずは…目指せフォロワー1,000人！！

インスタグラム

↑QRｺｰﾄﾞを読み込むか
@genchan.jpで検索！



新店
情報

九州初出店！
ABURI百貫

イオンモール筑紫野店
先月17日にOPEN！

東北最大級のイオンが誕生！
和食飛賀屋

イオンモール新利府南館店
３月上旬OPEN予定！

12月度昇格者
第１営業部
吉田 幸雄 SV

第１営業部/築地食堂源ちゃん イオンモール福岡店
渡邊 竜彦 料理長

第１営業部/築地食堂源ちゃん モラージュ菖蒲店
陳 恒福 主任（キッチン）

第１営業部/築地食堂源ちゃん 横浜スカイビル店
佐々木 彬人 主任（キッチン）

第５営業部/ABURI百貫 有明ガーデン店
中丸 正人 主任（キッチン）

第１営業部/築地食堂源ちゃん イオンモール福岡店
小峯 彰悟 主任（ホール）

第１営業部/築地食堂源ちゃん SAKURAMACHI熊本店
境 美治 主任（ホール）

第１営業部/築地食堂源ちゃん イオンモール高崎店
新井 浩之 主任（ホール）

第３営業部/築地食堂源ちゃん さんすて岡山店
岡田 大地 主任（ホール）

第３営業部/スタンド源ちゃん サンシャインシティ店
林 祥平 主任（ホール）

第４営業部/地鶏と鮮魚よかたい 晴海トリトン店
土屋 大輔 主任（ホール）

第５営業部/ABURI百貫 イオンモール筑紫野店
吉村 誠 主任（ホール）

〚5〛築地食堂源ちゃん
横浜スカイビル店
佐々木 彬人 主任
2017年4月入社(新卒)

率先して自分から手を挙げた結果が
今につながっている
宮﨑（以下、M）：入社したきっかけを教えてください！
佐々木（以下、S）：僕は調理の専門学校に通っていたん

ですけど、「魚がやりたい」って言ったら学校の先生がサ
イプレスを紹介してくれたのがきっかけで入社しました。

M：いつ頃から「主任」を目指すようになりましたか？
S：入社した当初は正直主任になりたいとかなくて、むしろ辞めたいと思っていたこともありまし

た。最初、築地食堂源ちゃん新横浜店に配属になったのですが、そこで他の社員さんや職人さんとの
接し方など色々な人間関係に悩みました。

僕は、自分はメンタルが弱くはないと思っていたので、悩んだり病んだりするのが自分の中ですご
く悔しいって思って。とにかく負けたくない！って思って、辞めたいって思った時期もあった

けど、まずは3年間がんばってみようと。その中で、だんだんとその負の状況を抜け出せて、主任に
なりたいって気持ちが出てきました。

M：ふむふむ。そこからどうやって主任になろうと思いましたか？
S：僕は願望とかをアピールするのが苦手で、なかなか積極的にいけなかったんです。

そんな時に、今津役員から両国店に異動の話をいただいて。

清水センター長に仕事を教えてもらえるし、これは主任になるチャンス！って思いました。
そしたらコロナが来ちゃいまして。。
忙しい両国店を経験することの無いまま休業になり、現在のスカイビル店に異動になりました。
スカイビル店で、最初はいつも通り調理場担当だったのですが、途中からホールもやらせてもらえ

るようになりました。今までもずっとやりたかったのですが、人員の関係でなかなかホールに出る隙
がなくて。やっとホールで接客をすることができました。

ホールに出て、お客様の生の声を聞いたり、常連様と会話したりするのがとても楽しくて。

そのスカイビル店で2020年10月に僕は主任に昇格させていただきました。

色々なことを教えてくれて、主任にプッシュしてくれた中西SVには本当に感謝しています。

M：ズバリ！今後の目標は？

S：店長やりたいです！
M：お！即答だね！

S：はい（笑）今まで調理場だけだったのが、ホールに出てみてからは、お店全体を見て営業
していきたいって思うようになって。僕はアピールするのも苦手で主任になるまで少し時間がかか
りましたが、今回ホールに出ることになったのも、率先して自分から手を挙げました。その結

果が今につながっているので、これからは積極的にアピールしていきたいです！
今後、全力で取り組まなければいけないと感じているのは、従業員の教育です。

お客様を嫌な気持ちにさせないような接客、むしろ気持ちよく食事をして満足して帰ってもらえるよ
うな接客を従業員で共有し、アルバイトさんに教えられるようになりたいです。 ※取材日：2021年1月上旬

佐々木主任(写真左)と立臼料理長

新業態多数のﾌｰﾄﾞｺｰﾄ！
（店名未定）
FKD宇都宮店

３月下旬OPEN予定！

Coming soon!! 詳細は近日公開！お楽しみに★

2020年の最後を飾る先月17日、福岡県にあるイオンモール筑紫野に、九州初出店となる

『ABURI百貫』の４号店がオープンしました。
第５営業部を率いる今津役員の元、新浦安店からは小野店長、福岡源ちゃんから異動した吉村主任、
今月１月からは城豊さん、島津隆博さんの２名も社員としてサイプレスの仲間に加わりました！
コロナ禍では初の地方出店だったため、オープン前はアルバイト採用も本社からのリモート面接。
慣れないLINEテレビ電話に試行錯誤の日々…。（今はもう完璧です！笑 BY宮﨑）時節柄、募集開
始からオープン直前まで応募が殺到し、たくさんのアルバイトさんにも入社していただきました！
立ち上げには寄川部長、串田副部長、落合SV、東海林SVも加勢し、17日に無事オープン！

平日のオープンながらも、怒涛の満席営業！自慢の炙り寿司と、ABURI百貫らしいホスピタリ

ティを大事にした営業スタイルは、筑紫野の地域のお客様にも受け入れてもらえることができまし
た。
オープン３日後(！)の20日には、ABURI

百貫恒例の『マグロ解体ショー』も開催！！
開催前には、今津役員が自らマグロを抱き

かかえて館内を一周して呼び込みもしたそ
うです！（さすが呼び込みのプロ！）
お客様はもちろんの事、周りの館内従業員の
方々からも注目の的で大盛況の店内でした！
これから更に出店計画中の九州エリアと、

サイプレスの柱を担うグルメ回転寿司業態の
『ABURI百貫』筑紫野店に今後もご注目
ください！！

〚6〛ABURI百貫
イオンモール筑紫野店
吉村 誠 主任
2019年9月入社

ABURI百貫を日本一のグルメ回転寿司に！
宮﨑(以下、M)：サイプレスに入社したきっかけを教えてください！
吉村(以下、Y)：私は、高校卒業してからすぐに飲食店に就職しました。個人店ばかりを数店舗渡り

歩いて、30歳の時に有機野菜をメインにした居酒屋を出しました。6年ほどしてからもう一店舗、自家
製麺のうどん屋を出しましたが、私事でどちらも辞めまして。その後惣菜屋、天ぷら屋、そしてサイプ
レスと出会いました。
前職の天ぷら屋で今後の展望を考えていた時に、サイプレスの求人を見つけまして。

面接時に、「これから熊本、福岡での新店舗を立ち上げて、今後九州にどんどん進
出します！」とお話をして頂いたんですけど、何かグッ！っと胸を掴まれるものを感じまして。

挑戦してみたくなって、サイプレスに入社を決めました。
M：筑紫野にABURI百貫ができると聞いた時、どうでしたか？
Y：今回のお話を最初に耳にしたのが５月のコロナによる休業後だったので、最初は驚きの何もので

も無かったです！それを聞いて、「福岡源ちゃん(=当時所属店舗)から誰か行くかもね！？」なんて話
をしてたんですけど、それは業態も違うし現実的じゃないかなって思っていて。
そしてオープンひと月程前に、ABURI百貫筑紫野のお話を頂きました。正直な話、私で大丈夫かな？
という感じでした。実際、お寿司もかじる程度しかやっていないし、個人店ばかりで大型店舗を任され
てやった事などなかったので不安が付き纏っていました。
でも、「新しい事へ挑戦していく事に心躍らせた」ということがサイプレスの入社のきっかけだった

こともあり、「行かないことはないでしょう！！」と。次第に不安より期待の方が大きくなっ
ていきました。

M：ABURI百貫筑紫野店のオープン、どうでしたか？
Y：今回は、福岡のときとは違ってオープンが決まってからの準備期間が少し短くて。

尚且つ、コロナ禍においての立ち上げという事で、事前に新規のアルバイトさんとの研修が今までのよ
うに出来ずにオープンとなりました。営業しながら上手く教えることや伝える事が難しく、みなさんに
は苦労をかけてしまいました。。
でもそんなアルバイトさん達も、様々な事を感じ取ってくださって、日々成長してくれているのを感じ

ます。それが本当に嬉しいことですし、私も負けずに成長しないと！と思っています！

苦労も多かったですが、嬉しかったことももちろんありまして。

１つは、アルバイトさんたちに『筑紫野ABURI百貫を繁盛させて、日本一のお店にして
いきたい』と話した時に「任せといて！私達も頑張るけんネ！」と言ってくれたことです。

正直まだ不安を感じている時だったんですけど、その頼もしい言葉を聞いて力が湧いてきました！
2つ目は、今回、社長をはじめ多くの方々にお会いできて、お声掛け頂いたり、教えて頂いたり、色々
な事を共有できた事が本当に良かったと思っています。
エピソードを上げると多すぎて絞り切れないぐらいなので、それはまた今度（笑）
とにかく、一つのお店を作り上げていくのに前線で動かれる方、後方で様々な支援をしてくださる方

など、本当に多くの方々の支えが無くては成り立たないんだという事を改めて感じました。

M：では最後に、アツく語ってください。

Y：筑紫野を立ち上げていく段階で稲葉常務のもと、ABURI百貫への熱い思いを託されたと

思っています。今津役員、串田副部長、小野店長とは特に濃密な日々を過ごさせて頂きました。
本当に感謝の言葉しかありません。
今の厳しい時期を乗り越えて、ホスピタリティを持って常に商品サービス共に最高のものを提供してい

き、ABURI百貫を日本一のグルメ回転寿司にして行く為に、九州、そして筑紫野を旗艦店と

して盤石なものにしていきたいです。

博多祇園山笠では山笠に熱中する事を＂山のぼせ＂と言います。
私も＂のぼせ＂になるけん、皆んな九州にもきんしゃい！待っとうけんね( ◠‿◠ )※取材日：2021年1月上旬

??

★ ★ ★

昨年10月に、財務･経理担当として
が入社されました。現在、９月に昇格した奥村明日
香主任を中心に、押田奈美子さん、近石さん、そし
て東凌介さんの４名が経理課を担当しています。
写真を見てわかる通り、仲の良いチームで、一丸と
なってサイプレスの経理を支えてくれています(^^)
新しくなったチーム経理課を、どうぞよろしくお

願いします！

新生☆チーム経理課！

★ ★

★ ★ ★★ ★

(左から)押田さん、東さん、近石さん、奥村主任
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