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サイプレス 28期も上昇中！
2020年9月より始まった今期28期。新型コロナウイルス感染拡大で四度の緊急事態宣言による店舗休業も長引

き、アルコール販売が出来ず厳しい営業が続いてきました。宣言下でも、しっかり手綱を締めて営業されていた店
舗の皆さま、休業期間中も臨戦態勢で待機されてた休業店舗の皆さま、本当にいつもありがとうございます！！
厳しい状況が続く中、サイプレスは今も常に未来を見据えて成長を続けています！ピンチはチャンス！！

そんなたくましく進化し続けるサイプレスが、このコロナ禍でどれくらい成長を遂げてきたのか振り返ってみたい
と思います。
３年前まで遡り、2018年末時点では73店舗22業態。そこからコロナ禍前の2019年末には84店舗27業態へ。こ

の年は、大井競馬場やビックサイトの南館がオープンがあったため、新業態が大きく増加しました。源ちゃんの
SAKURAMACHI熊本や、プレナ幕張、イオンモール福岡がオープンしたのもこの年です。
そして2020年、2021年のコロナ禍では…？

コロナ禍における新規出店一覧

2020年

2月 ABURI百貫 イオンタウン新浦安店 開店
築地食堂源ちゃん 新宿NSビル店 開店

3月 築地食堂源ちゃん 岡山駅店 開店
九州料理よかたい 横浜スカイビル店 開店
築地食堂源ちゃん 和光市駅店 開店

6月 築地食堂源ちゃん 横須賀店（Re-OPEN）開店
築地食堂源ちゃん 有明ガーデン店 開店
ABURI百貫 有明ガーデン店 開店

9月 スタンド源ちゃん 東京ポートシティ竹芝店 開店

10月 喜多方ラーメンとし食堂 FKDインターパーク店 開店

12月 ABURI百貫 イオンモール筑紫野店 開店

４月～５月
コロナ第１波

８月頃
コロナ第２波

11月～１月
コロナ第３波

４月～５月
コロナ第４波

声
みんなの

宮﨑：このコロナ禍での営業、、どうですか？

平井：実は僕の中でサイプレスに入社してから今が一番盛り上がっているんですよ！もちろ

ん源ちゃん木場店や品川シーサイド店にいたときも一生懸命でしたが、コロナ禍で異動したよかた

い晴海店での今が、一番モチベーションが高いです。

宮﨑：え！そうなんですか！てっきり逆なのかと思ってました。。

平井：いや、だいぶきつくて厳しい状況ですけどね（笑）でもこういう状況だからこそ、僕だけで

なくキッチンや新卒社員、パートの方が「お客様のために何ができるか」を考えて営業す

ることが大事なんだと気づきました。
正直今までは、何もしなくてもというか、営業していればお客様が来てくれて、いかにお店を効率
よく回すかのスキルやオペレーションに重きを置いていたのですが、今はそれじゃダメだと。
今までのオペレーションを振り返ると、お客様目線というよりは完全にお店目線の営業だったなと。
例えば、洗い物やバッシングのタイミング、締め作業を始めるタイミングとか。
それに気づいたとき、このお店や会社にとって僕の存在価値ってなんだろうって、ふと思って。

労働生産性も大事だけど、今後はアイディア力や思考力といった知的生産性が高い人
の方が会社にとって価値があると僕は思っていて、なんとなく売れてるからまぁいーか、で

やってきたことがこの状況で崩壊して、ある意味まっさらな状態になってまた一から店づくりがで
きたことは良かったと思っています。

まだまだお客様のために変えられるところ、できることはあると思うので、お客様目線のお店、
みんながお客様のことを考えるお店を今後もつくっていければと思っています。

宮﨑： 6月から新卒の田中(優姫)さんが両国から異動してきましたね！

平井：はい！僕、新店で一から教えたことはあったけど、新卒社員の方に一からちゃんと教育する
の初めてなんですよ！

宮﨑：意外ですね…！

平井：大げさかもしれないけど、田中さんは１を教えれば１０を知る、それくらい吸収力がある方
です。人の仕事もよく見ているし、もうバンバン教えられることは教えています。
異動に協力してくれた両国店の方には本当に感謝しております。

宮﨑：トレーナーさんとして、教えるときに大事にしていることとか心がけてることはあります
か？ （↗つづく）

〚1〛地鶏と鮮魚よかたい
晴海トリトン店
平井 圭裕 店長
2018年10月入社

磨けば百万ドルのダイヤになる人財を
宝石にするのか、

ただの石ころにするのかは
店長である自分次第

2021年

3月 築地飛賀屋 イオンモール新利府南館店 開店
築地すし源 FKD宇都宮店（ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ） 開店
やきとり八番 FKD宇都宮店（ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ） 開店
から揚げ親子丼 香鶏 FKD宇都宮店（ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ） 開店
焼売と担々麺の店 白竜 FKD宇都宮店（ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ） 開店
札幌味噌ラーメン とし食堂 FKD宇都宮店（ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ） 開店

5月 築地飛賀屋 イオンモール川口店 開店

6月 築地とう庵 新百合ヶ丘エルミロード店 開店

7月 伊吹や製麺 イオンモール白山店 開店
・
・
・

コロナ禍でも、6業態増加！20店舗出店！！

今期も残すところ1ヶ月、来期以降も引き続き出店計画が目白押しです！ そして9月
からは上場前期を迎えます！サイプレス一丸となって成長を続けていきましょう！！

平井：教育をしていくうえで大事にしていることは、丸投げをしないことです。

最終的に責任があるような仕事は、あえてまだやらせていないです。日々で言ったら、例えば写真
を撮って営業部にLINEを送るだけだったら誰でもできると思いますが、それに責任が伴うような仕
事だったら、僕や他の社員がやるようにしています。新卒社員に何かしら責任を負わせるようなこ
とは絶対にしないし、振った仕事や教えたことは最後までちゃんと僕が見るようにしています。
入社して最初の時期に仕事を教えてくれた店長の存在ってでかいと思うんですよ。

磨けば百万ドルのダイヤ💎になる人財を宝石にするのか、ただの石ころにする
のか、それは両国店から引き継いだ僕次第だと思って、仕事を教えています。

教えたことができるようになるともちろん嬉しく思いますが、今はとにかく笑顔で出勤して
くれるだけで嬉しいですね（笑）

宮﨑：来年から平井店長のもとにバンバン新卒を配属しますね！！！今後の目標とか、目指してい
ることは何かありますか？

平井：僕は最初から、店長になることが目標というよりは、店長になって初めてサイプレスのス
タートラインに立ったと思っています。
店長だからこそお店のこと色々できるし、前職で学んできたことを活かして自分の店づくりをする
には、まずは店長にならないとって思っていたからです。

そして僕は今後、役職で言ったらまずＳＶを目指しています。

というのは、できるかどうかわからないけど、将来起業したいと考えてて。
SVや部長になったから成功するってわけではないけど、この店長
のままのスキルや知識で起業したところで成功すると僕は思わな
いんですよ。
そもそも僕はこのままだと、よく社長がおっしゃる

「天に昇る龍」に振りおとされるなと（笑）

そんな人間が起業なんてできないし、「天に昇る龍」にしっかり
しがみついて、最低限SVは経験しないとなって思っています。

宮﨑：ありがとうございます。最後に…一言どうぞ！

平井：僕このインタビュー受けるのがすごい楽しみで

（笑）自分が何かを発信することによって、誰かに何か影響を与
えられれば、僕がこの会社にいる存在意義、価値があるなぁって

思っていて。これを見て、誰かの何かきっかけになれば
いいなって思っています。

★ ★ ★★ ★

★ ★ ★★ ★

5月に行われた食品衛生検査で、源ちゃん新横浜店が100
点満点を獲得し、新横浜ステーション開発株式会社より表

彰をされました！衛生検査は検査基準が厳しいので、満点を
取るのは至難の業！！日頃から石垣店長と宮田料理長による、
衛生管理と、行き届いた清掃の賜物ですね！
コロナ禍で今後も、お店の清潔さやコロナ対策の実施は重

要ですし、お客様への印象も左右します。全店舗、衛生管理
を再度徹底していきましょう！！

石垣店長と宮田料理長

源ちゃん新横浜店 衛生検査100点満点!!☆☆☆

昨年の源ちゃん品川シーサイド店閉店後から、よかたい晴海トリトン店で活躍している平井店長。
コロナ禍前と比べての、心境の変化。初めての新入社員受け入れで心がけていることなど、内に秘
めている熱い想いを聞いてきました！！

有明ガーデン

イオンモール白山



飛賀屋７号店！
築地飛賀屋

イオンモール川口店
５月25日にOPEN！

CYP北陸初進出！
伊吹や製麺

イオンモール白山店
７月15日OPEN！

７月度昇格者
本社/人事・総務部
並松 竜一 部長

第５営業部
樋山 大介 SV

第１営業部/築地食堂源ちゃん 高崎店
新井 浩之 店長

第１営業部/築地食堂源ちゃん 熊本店
境 美治 店長

第4営業部/築地食堂源ちゃん 新宿NS店ビル店
山中 昭知 店長

第１営業部/築地食堂源ちゃん インターパーク店
黒田 登志稀 主任（ホール）

８月度昇格者
本社/経理・財務部
相澤 貴純 部長

うどん集団の快進撃は続く…！
伊吹や製麺

イオンモール名古屋ノリタケガーデン店
10月21日OPEN予定！

Coming soon!! 詳細は次号公開！お楽しみに★

新ブランド誕生！
築地とう庵
新百合ヶ丘エルミロード店
６月25日にOPEN！

⋆ ⋆ 新店情報 ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆

サンプルケースの圧倒的な美しさ！！ うな丼！いただきまーす！

5月25日、イオンモール川口(埼玉県川口市)が開業し『築地
飛賀屋』がオープンしました！元々はイオンモール川口グリー
ンシティという名称で親しまれてきた施設でしたが、2018年9
月末に34年の歴史に一旦幕を下ろし、全て施設を建て直し、今
回の開業となりました。（ちなみに直線距離1.5kmの所にイオ
ンモール川口前川という別のイオンもあります👀近い…！）

■□新入社員 全員研修終了!！ □■□

樋山SV 新井店長 境店長 山中店長 黒田主任

川口店は７店舗ある飛賀屋の中で62席と一番コンパクトな店舗ですが、白色を基調とした内装で、
窓も大きいため明るく、開放感があり居心地の良い店舗です。飛賀屋周辺のレストラン街は、とん
かつ屋、お寿司屋、海鮮食堂…と和食が多く軒を連ねていますが、そんなコンパクトな店舗でも館
内で3位と健闘しています！目指せ館内1位！！
既存の飛賀屋同様に、地域のお客様に支持される店舗になること間違いなしです(^^♪

天ぷらの陳列は2階建て！巻き寿司は9種類！！ 白山は肉系うどんが人気☆彡 石川テレビの取材が来ました！

銘々に炊き上げる羽釜ごはん とう庵御膳 とっても華やか✨ オープン初日！皆さん良い笑顔(^^)

小田急線新百合ヶ丘駅(神奈川県川崎市)より徒歩1分。新
百合ヶ丘エルミロード内に、新業態『築地とう庵』をオー
プンしました。
とう庵では、厳選米の≪ミルキークイーン≫を羽釜で一人前
ずつ炊き上げ、炊き立てのご飯をお客様に提供しています。
食材や食器、サービスなど全てにこだわっていて、客単価
2,700円とサイプレスで現在一番高単価の業態です。

イオンモール白山(石川県白山市…金沢市のお隣)の新規開業に伴い、
『伊吹や製麺』がオープンしました！伊吹やは品川シーズンテラ
ス店以来、6年ぶりの出店です。（鈴木個人的には待ってました…！って感

じです(*’▽’)）

今までのサイプレスでは見たことがなかったようなとても華やかな御膳料理の数々は、前野役員と
両国から異動された清水SVによって考案された素晴らしいメニューばかりが揃いました！オープン
前の、メニュー決めや食器選定、メニュー撮影にもかなり力を入れられていました。
客席はとても広々とした作りで、個室も３テーブルあり、ゆったりとお食事が楽しめます。卓上も

メニューは置かずに、ご飯を蒸らす時に使用する砂時計のみ。松本支配人(副部長)指導によるサービ
スも徹底されていて、ホールスタッフの皆さんも素晴らしいおもてなしでお客様をお迎えしています。
オープンから4日連続でご来店されるお客様がいたりと、早くも常連様が多数いらっしゃり、連日

予約も入るほど地域のお客様に熱烈にご支持もいただいてます。25日以前のオープン前から、通り
かかるお客様から「いつ開店するの？」「楽しみにしてるわね♪」とたくさん声を掛けて頂きました。
期待の新業態 築地とう庵に、ぜひ皆さんも足を運んでみてください(*^^*)

＼ロゴが新しくなりました！／

イオン出店はお手のものですが、北陸出店はサイプレス初。求人開始当初、応募無しが数日続き
かなり心配でしたが、無事に素晴らしいメンバーが集結しました！私、元伊吹や越谷店長の鈴木も
オープン前日から1週間入らせていただき、今津役員を筆頭に、関副部長、越谷店から異動した添田
店長、急遽決まったピンチヒッター落合SVとAPさん全員で、盤石の態勢でスタートすることが出来
ました！
イオンモール白山は、フードコートが1階と3階の２か所、2階にレストラン街があり、飲食店の

激戦区⚡(さすが美食の県！)通常のSCに比べて飲食店数の割合が高い施設です。その中でも、肉系
メインの店舗に勢いがある印象で、伊吹やでも今回初めてメニューに取り入れた❝牛肉温玉ぶっかけ
うどん❞や❝豚しゃぶうどん❞がよく注文されています。越谷店同様、天ぷら＆巻き寿司も好調です！
営業しながら改善改良の日々…。9月以降も、伊吹やの出店が立て続けにあるため、更なる美味し

いうどんの追求と、強い体制とオペレーションの確立に力を注いでいます！
今後のうどん集団の動向にもご注目ください！！

本社の人事・総務部と、経理・財務部に頼もしいお二人が入
社されましたので、ご紹介します！

５月16日より入社された、 部長と、７月16日より

入社された 部長です。

９月からの上場前期に向け、現場の皆さんをサポートするた

めに本社の体制もこれから更に強化していきます！
今後、店舗に臨店されることもあると思いますので、皆さま

どうぞよろしくお願い致します！

人事・総務部 経理・財務部 部長２名が就任
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並松部長 相澤部長

4月から早3か月が経ちましたが、段階的に行っていた留学生たちの
入社研修も、7月に無事全員修了することが出来ました！
留学生たちの研修では、【CYPのことをよく知る】【明日のお客様の
ために何ができるか】この２つのテーマで3日間研修を行いました。
まず1日目には、オリエンテーションと就業規則の読み合わせ、ハウ
スルール、ハラスメントについて学びました。あるグループでは、並
松部長指導によるネクタイの結び方講習も(^^)
そして日本人でも少しややこしい就業規則…。みんな難しい日本語

を頑張って読み合わせしてくれました！
ハウスルールの読み合わせやハラスメントの講習でも、様々なシーン
を想像したり考えたりしながら、発言をしてくれました。（もちろん
研修中は原則日本語のみ！）
2日目はビジネスマナーとQSCについて学びました。日本式のビジ

ネスマナーの講習でしたが、日本と外国とでは文化の違いもあるため、
私たちも新しい発見がありました！（乾杯の仕方や、外国での上座下
座のルールなど…👀）
QSCとは何かを学び、そのあとは実際に店舗に行きQSCの状態を自

分たちで確認しました。気づいたことや真似したいところ、もっとお
客様に喜んでもらうためにはどうしたらいいのかを全員で考えて共有
し、QSCがいかに重要なのかを実際に体験して学びました。
3日目はまず衛生講習を行いました。日本で調理の専門学校を卒業

されてる方が多く予備知識があった為、比較的スムーズに学ぶことが
できました。新入社員でも今日からできる衛生管理は、手洗い！！お
店でも、衛生管理はしっかりやっていきましょう！
午後は、店舗の一角をお借りしてロープレ研修を行いました。

制服の着方や身だしなみチェック、発声練習、ご案内の大切さや、お

料理提供時の注意点を学び、実際に営業中を想定して練習しました。
日本語での言い回しが難しそうな方もいましたが、何度も練習し、み
んな一生懸命に取り組んでくれました。座学では、緊張してる場面が
多かったですが、ロープレではみんな活き活きと動いてる姿がよく見
られました！(^^)
先日13日には、豊洲研修も行いました(後半組の皆さんはまた後日)。

サイプレスのこだわりや市場の事を、実際に目で見て体験して、勉強
してもらいました。
今後ますます店舗で活躍するみなさんの姿を、今から楽しみにしてま
す！これからも一緒に頑張っていきましょう(^^)/
研修にご協力いただいた役員や店舗の皆様、ありがとうございまし
た！！！
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