気になるキーワードを入力

人気雑誌が集結

sitem ap RSS

X BRANDトップ > カテゴリ一覧 > BUSINESS＆MONEY > 正しい「ビジネスメール＆電話マナー」をおさらい！

最新!! No .1827
毎週水曜日発売
マガジンハウス
ツイート

74

いいね！

150

前へ 1/22 次へ

間違いだらけの
ビジネスメール＆電話マナー。
ビジネス上のメール＆電話は、顔を合わせずに意思疎通をはかるツールだからこそ、正確かつ
効果的に使いたいもの。普段何気なく使用するなかで、実は正しいマナーを知らないことが多
々あり！ いま一度、自分の間違いをおさらいして！

今や、電話よりも日常的に使い慣れているといっても
いいメール。
「とはいえ、プライベートと同じ感覚でやり取りすると、
思わぬ落とし穴が。たとえば、丁寧に書こうとして長
文を送ると、かえって先方の負担になることがあるん
です」（真山美雪さん）
メールを仕事で有効に使う場合、重宝するのが、約束

正しい「ビジネスメール＆電話マナー」を知ってますか
？
大人のマナー＆ルール集
結婚式＆お葬式の基本マナー＆
ルール。/会食、パーティを楽しく
過ごすコツ。/“使える”フラワー
ギフトのマナー。/コレってアリ？
ナシ？ ビミョ～な問題の意識大
調査！

事のリマインドや日時確認といった場面。
「人数や値段、日時や場所などの確認には特に役立
ちます。ただ、どちらが先でもいいのですが、メールだ
けではなく、確認電話も必要です」
まずは基本の心得として、“ビジネスメールの5か条”
をチェック！

2012年No.1820 8月22日発売 マガジンハウス 定
価4 20円 『anan』公式サイトをチェック！
Yaho o !ショッピング
で雑誌を購入する

雑誌公式サイトで購
入する

RECOMMENDED CONT ENT S

おすすめの記事

あなたの二の尻、大丈夫？

数字にまつわる大事な確認事項は、電話とメールでダブルチェックするのが正しい作法。電話をしただけで安心していると、聞き
間違いや、言った、言わないのトラブルになる危険性もあり。電話で約束を取りつけたら、そのあとメールで確定内容を送信する
のが正解。

女優・比嘉 愛未さんに学ぶ、上手な“オト
ナの甘え方”

RANKING / BUSINESS＆MONEY

ランキング

ポンコツ英語でも、外資系の社長をや

PDFmyURL.com

教えてくれた方

ってこられました /山元賢治...

真山美雪さん

アフター5の図書館で仕事の質を上げ
る！

人材育成コンサルタント。（株）ビジヨンテツク代表取締役、日本CA協会代表。企業研修、大学などで講師とし
て活躍。
著書に『言葉づかいのルール』（明日香出版社）ほか。

正しい「ビジネスメール＆電話マナー」
をおさらい！
イラスト・フジモト・ヒデト 文・保手濱奈美
[anan No .1820 P 36～]

読書の達人が紹介！ 働く背骨を作る
本
ポイントは2つ！ デスク整理のテクニ
ック実践編

>>件名は「お知らせ」など簡潔にするべき？

20 12/10 /15 集計

<<前のページへ
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>> ランキングをもっと見る

次のページへ>>

PICK UP / BUSINESS＆MONEY

イチオシの記事

<<記事トップ

>>【anan】記事一覧へ

2012/08/22

あわせて読みたい
掃除・収納・アイロンがけ、王子に習う花嫁修業！
家事上手は、“できる嫁”の必須条件。素敵でプロフェッショナルな王子に教わって、知ってるつもり
のフェイクな手さばきを一掃しましょ。基本4 ステップの実演付... 続きを読む>>
2012/07/26

アフター5の図
書館で仕事の
質を上げる！

スタンフォード
大の研究でわ
かった、有機野
菜の...

正しい「ビジネ
スメール＆電話
マナー」をおさら
い！

>> イチオシ記事をもっと見る
PEOPLE / BUSINESS＆MONEY

話題のひと

森永卓郎
達人モリタク＆美人FPが指南！「株主優
待生活」超得ガイド

祐真朋樹と学ぶ、フレンチレストランの楽しみ方
知らないとまずい、テーブルマナー＆ラフ敬語。

>> 話題の人をもっと見る

気になるキーワード
メール、 電話、 ビジネス、 電話対応、 マナー、 社会人、 一般常識、 先方

Adobe Flash Playerは、 Adobe Flash Playerインストールガイド （Yahoo!ダウ
ンロードセンター）で入手できます。さらに詳しい情報は「Adobe Flash Player
をインストールするには」をご覧ください。

お小遣い稼ぎに！ ヤフオク出品デビューし
てみませんか？
みんなの「いいね！」は、どの記事？ X BR
ANDの公式Facebookページ（外部サイト）

X BRANDトップ | 新着記事一覧 | カテゴリ一覧 | マガジン一覧 | アクセスランキング | ブログパーツ | 閲覧履歴
参加雑誌： anan | 美ST | 美的 | BRUT US | Casa BRUT US | COURRiER Japon | CREA | DIME | Dom ani | ENGINE | FRaU | GINZA | GQ JAPAN | Grazia
MEN'S CLUB | MEN'S EX | MISS | Num ero T OKYO | OCEANS | POPEYE | Rolling Stone | saita | steady. | ST ORY | sweet | 東京カレンダー | 25ans

注目の情報
このバナーを見た人限定！
今ならユニクロ全店で使える
500円クーポンをプレゼント！

その他の情報はこちら

Copyright (C) 2012 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.
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人気雑誌が集結
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X BRANDトップ > カテゴリ一覧 > BUSINESS＆MONEY > 正しい「ビジネスメール＆電話マナー」をおさらい！

最新!! No .1827
毎週水曜日発売
マガジンハウス
ツイート

いいね！
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前へ 2/22 次へ

150

間違いだらけの
ビジネスメール＆電話マナー。

あいさつ、依頼、お礼など、ビジネスのあらゆるシーンで活用するメール。一日に何度も使うツ
ールゆえ、相手を煩わせないことが最良のマナーです。ここでは、イマイチ正解の判別がしづら
かったメールの作法を総ざらい。便利なフレーズやよく使う例文も参考に、これまでの疑問をす
っきり解消！

「タイトルは簡潔なのが鉄則。ただし、『お知らせ』など短すぎて漠然としていると、同じような用
件はほかにもあるはずなので、相手には何のことかすぐ伝わりません。メールを開かなくてもひ
と目で分かるようなタイトルがベスト。また、文章調ではなく言い切りで問題ありません」

正しい「ビジネスメール＆電話マナー」を知ってますか
？
大人のマナー＆ルール集
結婚式＆お葬式の基本マナー＆
ルール。/会食、パーティを楽しく
過ごすコツ。/“使える”フラワー
ギフトのマナー。/コレってアリ？
ナシ？ ビミョ～な問題の意識大
調査！

件名が抽象的で、大事な報告がスルーされた!!
「部署を異動することになり、関係各位にメールを一斉送信。ところが、前の部署に私宛ての電
話が頻繁に来るようで。聞けばみなさん『異動のメールは見かけていない』と……。件名が『ご
報告』だけだったから、DM扱いで読んでもらえなかったみたい」（29歳・営業）
[anan No .1820 P 36～]

>>書き出しの宛名には、先方の名前＋会社名も必要？
<<前のページへ
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2012年No.1820 8月22日発売 マガジンハウス 定
価4 20円 『anan』公式サイトをチェック！
Yaho o !ショッピング
で雑誌を購入する

雑誌公式サイトで購
入する

RECOMMENDED CONT ENT S

おすすめの記事

女優・比嘉 愛未さんに学ぶ、上手な“オト
ナの甘え方”
あなたの二の尻、大丈夫？

次のページへ>>

<<記事トップ

PDFmyURL.com

気になるキーワードを入力

人気雑誌が集結

sitem ap RSS

X BRANDトップ > カテゴリ一覧 > BUSINESS＆MONEY > 正しい「ビジネスメール＆電話マナー」をおさらい！

最新!! No .1827
毎週水曜日発売
マガジンハウス
ツイート

いいね！

74

前へ 3/22 次へ

150

間違いだらけの
ビジネスメール＆電話マナー。

「宛名は会社名（株式会社なども）、部署、フルネームの順で記載。それぞれを改行するのがス
タンダードです。初めての相手でなければ名字だけで大丈夫。ただ、『山田様』など多い名字は
フルネームで書くことをおすすめします。また、打ち解けた関係でも『さん』ではなく『様』が◎」
[anan No .1820 P 36～]

>>宛名の下にCCの名前も入れるべき？
<<前のページへ
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次のページへ>>

正しい「ビジネスメール＆電話マナー」を知ってますか
？
大人のマナー＆ルール集
結婚式＆お葬式の基本マナー＆
ルール。/会食、パーティを楽しく
過ごすコツ。/“使える”フラワー
ギフトのマナー。/コレってアリ？
ナシ？ ビミョ～な問題の意識大
調査！
2012年No.1820 8月22日発売 マガジンハウス 定
価4 20円 『anan』公式サイトをチェック！
Yaho o !ショッピング
で雑誌を購入する

<<記事トップ
>>【anan】記事一覧へ

2012/08/22

雑誌公式サイトで購
入する

RECOMMENDED CONT ENT S

おすすめの記事

女優・比嘉 愛未さんに学ぶ、上手な“オト
ナの甘え方”

あわせて読みたい
掃除・収納・アイロンがけ、王子に習う花嫁修業！
家事上手は、“できる嫁”の必須条件。素敵でプロフェッショナルな王子に教わって、知ってるつもり
のフェイクな手さばきを一掃しましょ。基本4 ステップの実演付... 続きを読む>>

あなたの二の尻、大丈夫？

2012/07/26
祐真朋樹と学ぶ、フレンチレストランの楽しみ方
知らないとまずい、テーブルマナー＆ラフ敬語。
気になるキーワード
メール、 電話、 ビジネス、 電話対応、 マナー、 社会人、 一般常識、 先方

Adobe Flash Playerは、 Adobe Flash Playerインストールガイド （Yahoo!ダウ
ンロードセンター）で入手できます。さらに詳しい情報は「Adobe Flash Player
をインストールするには」をご覧ください。

RANKING / BUSINESS＆MONEY

ランキング

ポンコツ英語でも、外資系の社長をや

PDFmyURL.com

気になるキーワードを入力

人気雑誌が集結

sitem ap RSS

X BRANDトップ > カテゴリ一覧 > BUSINESS＆MONEY > 正しい「ビジネスメール＆電話マナー」をおさらい！

最新!! No .1827
毎週水曜日発売
マガジンハウス
ツイート

いいね！

74

前へ 4 /22 次へ

150

間違いだらけの
ビジネスメール＆電話マナー。

「まず、先方の知らない人をCCに設定してはいけないことを心得ておきましょう。先方が知って
いる人で、情報共有している関係者ならCCに入れてもOK。アドレス表示を氏名にしているよう
なら、誰に一斉送信するかが分かるので、先方の宛名の下に記入する必要はありません」
[anan No .1820 P 36～]

>>署名はどんなものが好ましい？
<<前のページへ
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次のページへ>>

正しい「ビジネスメール＆電話マナー」を知ってますか
？
大人のマナー＆ルール集
結婚式＆お葬式の基本マナー＆
ルール。/会食、パーティを楽しく
過ごすコツ。/“使える”フラワー
ギフトのマナー。/コレってアリ？
ナシ？ ビミョ～な問題の意識大
調査！
2012年No.1820 8月22日発売 マガジンハウス 定
価4 20円 『anan』公式サイトをチェック！
Yaho o !ショッピング
で雑誌を購入する

<<記事トップ
>>【anan】記事一覧へ

2012/08/22

雑誌公式サイトで購
入する

RECOMMENDED CONT ENT S

おすすめの記事

女優・比嘉 愛未さんに学ぶ、上手な“オト
ナの甘え方”

あわせて読みたい
掃除・収納・アイロンがけ、王子に習う花嫁修業！
家事上手は、“できる嫁”の必須条件。素敵でプロフェッショナルな王子に教わって、知ってるつもり
のフェイクな手さばきを一掃しましょ。基本4 ステップの実演付... 続きを読む>>

あなたの二の尻、大丈夫？

2012/07/26
祐真朋樹と学ぶ、フレンチレストランの楽しみ方
知らないとまずい、テーブルマナー＆ラフ敬語。
気になるキーワード
メール、 電話、 ビジネス、 電話対応、 マナー、 社会人、 一般常識、 先方

Adobe Flash Playerは、 Adobe Flash Playerインストールガイド （Yahoo!ダウ
ンロードセンター）で入手できます。さらに詳しい情報は「Adobe Flash Player
をインストールするには」をご覧ください。

RANKING / BUSINESS＆MONEY

ランキング

ポンコツ英語でも、外資系の社長をや

PDFmyURL.com

気になるキーワードを入力

人気雑誌が集結

sitem ap RSS

X BRANDトップ > カテゴリ一覧 > BUSINESS＆MONEY > 正しい「ビジネスメール＆電話マナー」をおさらい！

最新!! No .1827
毎週水曜日発売
マガジンハウス
ツイート

いいね！

74

前へ 5/22 次へ

150

間違いだらけの
ビジネスメール＆電話マナー。

「『メールを見て電話で返事をしたい』など、先方が連絡を取りたいと思ったときにすぐに連絡先
が分かるように、署名をつける気遣いは絶対に必要。社外にいることが多い人は、差し支えな
ければケータイの番号を入れておくといいでしょう」
[anan No .1820 P 36～]

>>返信は「Re:○○○」のままでいい？
<<前のページへ
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次のページへ>>

正しい「ビジネスメール＆電話マナー」を知ってますか
？
大人のマナー＆ルール集
結婚式＆お葬式の基本マナー＆
ルール。/会食、パーティを楽しく
過ごすコツ。/“使える”フラワー
ギフトのマナー。/コレってアリ？
ナシ？ ビミョ～な問題の意識大
調査！
2012年No.1820 8月22日発売 マガジンハウス 定
価4 20円 『anan』公式サイトをチェック！
Yaho o !ショッピング
で雑誌を購入する

<<記事トップ

雑誌公式サイトで購
入する

RECOMMENDED CONT ENT S

>>【anan】記事一覧へ

2012/08/22

おすすめの記事

あなたの二の尻、大丈夫？

あわせて読みたい
掃除・収納・アイロンがけ、王子に習う花嫁修業！

女優・比嘉 愛未さんに学ぶ、上手な“オト
ナの甘え方”

家事上手は、“できる嫁”の必須条件。素敵でプロフェッショナルな王子に教わって、知ってるつもり
のフェイクな手さばきを一掃しましょ。基本4 ステップの実演付... 続きを読む>>
2012/07/26

PDFmyURL.com

気になるキーワードを入力

人気雑誌が集結

sitem ap RSS

X BRANDトップ > カテゴリ一覧 > BUSINESS＆MONEY > 正しい「ビジネスメール＆電話マナー」をおさらい！

最新!! No .1827
毎週水曜日発売
マガジンハウス
ツイート

いいね！
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前へ 6/22 次へ

150

間違いだらけの
ビジネスメール＆電話マナー。

「先方とやり取りをしているなかで、件名を変えるタイミングは、話の内容が変わったときのみ。
それ以外、つまり同じ話が続いている場合は、時系列が分かったほうがいいので、件名はもち
ろん、相手の本文もそのまま引用。必要なところのみ残してあとは削除するなど、勝手にいじる
のは失礼です。転送メールはもっとシビア。書いた人に著作権があるので、まずは本人に転送

正しい「ビジネスメール＆電話マナー」を知ってますか
？
大人のマナー＆ルール集
結婚式＆お葬式の基本マナー＆
ルール。/会食、パーティを楽しく
過ごすコツ。/“使える”フラワー
ギフトのマナー。/コレってアリ？
ナシ？ ビミョ～な問題の意識大
調査！

していいか確認すること。オリジナルを加工するのは法律違反です」

2012年No.1820 8月22日発売 マガジンハウス 定
価4 20円 『anan』公式サイトをチェック！
Yaho o !ショッピング
で雑誌を購入する

雑誌公式サイトで購
入する

RECOMMENDED CONT ENT S

おすすめの記事

女優・比嘉 愛未さんに学ぶ、上手な“オト
ナの甘え方”
あなたの二の尻、大丈夫？

「Re:」ばかりで必要なメールが分からない！
「仕事相手の人とチャット状態でメールをやり取りしていたら、件名が『Re:』で埋まってしまうくら
いに。後日、その中から確認したいことがあったのに、どれも『Re:』なので、どこにあるのか分か
らない！ 結局、一つ一つ確かめるハメに」（26歳・メーカー）
[anan No .1820 P 36～]

>>先方にお願いがある場合、メールで用件を送るのは失礼？
<<前のページへ

<<記事トップ
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次のページへ>>

RANKING / BUSINESS＆MONEY

ランキング

ポンコツ英語でも、外資系の社長をや

PDFmyURL.com

気になるキーワードを入力

人気雑誌が集結

sitem ap RSS

X BRANDトップ > カテゴリ一覧 > BUSINESS＆MONEY > 正しい「ビジネスメール＆電話マナー」をおさらい！

最新!! No .1827
毎週水曜日発売
マガジンハウス
ツイート

いいね！

74

前へ 7/22 次へ

150

間違いだらけの
ビジネスメール＆電話マナー。

「相手が忙しくてなかなか電話を取り次いでもらえない場合、あるいは営業時間外の場合は、
電話より先にメールを送るのもあり。そのときは、『お忙しいと存じますので（営業時間外のご連
絡ですので）、また改めてお電話いたします』と一筆入れましょう」

正しい「ビジネスメール＆電話マナー」を知ってますか
？
[anan No .1820 P 36～]

>>初めての方には時候のあいさつが必要？
<<前のページへ
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次のページへ>>

大人のマナー＆ルール集
結婚式＆お葬式の基本マナー＆
ルール。/会食、パーティを楽しく
過ごすコツ。/“使える”フラワー
ギフトのマナー。/コレってアリ？
ナシ？ ビミョ～な問題の意識大
調査！
2012年No.1820 8月22日発売 マガジンハウス 定
価4 20円 『anan』公式サイトをチェック！

<<記事トップ
>>【anan】記事一覧へ

2012/08/22

Yaho o !ショッピング
で雑誌を購入する

雑誌公式サイトで購
入する

RECOMMENDED CONT ENT S

あわせて読みたい

おすすめの記事

掃除・収納・アイロンがけ、王子に習う花嫁修業！

女優・比嘉 愛未さんに学ぶ、上手な“オト
ナの甘え方”

家事上手は、“できる嫁”の必須条件。素敵でプロフェッショナルな王子に教わって、知ってるつもり
のフェイクな手さばきを一掃しましょ。基本4 ステップの実演付... 続きを読む>>

あなたの二の尻、大丈夫？

2012/07/26
祐真朋樹と学ぶ、フレンチレストランの楽しみ方
知らないとまずい、テーブルマナー＆ラフ敬語。
気になるキーワード
メール、 電話、 ビジネス、 電話対応、 マナー、 社会人、 一般常識、 先方

Adobe Flash Playerは、 Adobe Flash Playerインストールガイド （Yahoo!ダウ
ンロードセンター）で入手できます。さらに詳しい情報は「Adobe Flash Player
をインストールするには」をご覧ください。

RANKING / BUSINESS＆MONEY

ランキング

ポンコツ英語でも、外資系の社長をや

PDFmyURL.com

気になるキーワードを入力

人気雑誌が集結

sitem ap RSS

X BRANDトップ > カテゴリ一覧 > BUSINESS＆MONEY > 正しい「ビジネスメール＆電話マナー」をおさらい！

最新!! No .1827
毎週水曜日発売
マガジンハウス
ツイート

いいね！

74

前へ 8/22 次へ

150

間違いだらけの
ビジネスメール＆電話マナー。

「面識のない相手には、『初めてご連絡いたします』でOK。ビジネスはフォーマルに越したこと
はないので、かしこまったあいさつで間違いはないのですが、コピペしているように取られる可
能性も。あいさつは状況に応じて使い分けましょう」

正しい「ビジネスメール＆電話マナー」を知ってますか
？
大人のマナー＆ルール集
結婚式＆お葬式の基本マナー＆
ルール。/会食、パーティを楽しく
過ごすコツ。/“使える”フラワー
ギフトのマナー。/コレってアリ？
ナシ？ ビミョ～な問題の意識大
調査！
2012年No.1820 8月22日発売 マガジンハウス 定
価4 20円 『anan』公式サイトをチェック！
Yaho o !ショッピング
で雑誌を購入する

雑誌公式サイトで購
入する

RECOMMENDED CONT ENT S

おすすめの記事

あなたの二の尻、大丈夫？

女優・比嘉 愛未さんに学ぶ、上手な“オト
ナの甘え方”

[anan No .1820 P 36～]

>>「確認済み」を早急に伝えたいとき、どんな文面にすると円滑？
<<前のページへ

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

次のページへ>>

<<記事トップ
>>【anan】記事一覧へ

2012/08/22

あわせて読みたい
RANKING / BUSINESS＆MONEY

ランキング

PDFmyURL.com

気になるキーワードを入力

人気雑誌が集結

sitem ap RSS

X BRANDトップ > カテゴリ一覧 > BUSINESS＆MONEY > 正しい「ビジネスメール＆電話マナー」をおさらい！

最新!! No .1827
毎週水曜日発売
マガジンハウス
ツイート

いいね！

74

前へ 9/22 次へ

150

間違いだらけの
ビジネスメール＆電話マナー。

「こういう場合は、『取り急ぎ～』という言葉を使ってエクスキューズしておきましょう。上記のほ
か、『メールを拝受しました。取り急ぎお礼まで』なども使えるフレーズ。そのあと必ずメールか
電話で詳しくお返事するのが、信頼関係を深めるポイントです」

正しい「ビジネスメール＆電話マナー」を知ってますか
？
[anan No .1820 P 36～]

>>本文が長くなりすぎてしまう場合は？
<<前のページへ

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

次のページへ>>

大人のマナー＆ルール集
結婚式＆お葬式の基本マナー＆
ルール。/会食、パーティを楽しく
過ごすコツ。/“使える”フラワー
ギフトのマナー。/コレってアリ？
ナシ？ ビミョ～な問題の意識大
調査！
2012年No.1820 8月22日発売 マガジンハウス 定
価4 20円 『anan』公式サイトをチェック！

<<記事トップ
>>【anan】記事一覧へ

2012/08/22

Yaho o !ショッピング
で雑誌を購入する

雑誌公式サイトで購
入する

RECOMMENDED CONT ENT S

あわせて読みたい
掃除・収納・アイロンがけ、王子に習う花嫁修業！
家事上手は、“できる嫁”の必須条件。素敵でプロフェッショナルな王子に教わって、知ってるつもり
のフェイクな手さばきを一掃しましょ。基本4 ステップの実演付... 続きを読む>>
2012/07/26

おすすめの記事

あなたの二の尻、大丈夫？

女優・比嘉 愛未さんに学ぶ、上手な“オト
ナの甘え方”

祐真朋樹と学ぶ、フレンチレストランの楽しみ方
知らないとまずい、テーブルマナー＆ラフ敬語。
気になるキーワード
メール、 電話、 ビジネス、 電話対応、 マナー、 社会人、 一般常識、 先方

Adobe Flash Playerは、 Adobe Flash Playerインストールガイド （Yahoo!ダウ
ンロードセンター）で入手できます。さらに詳しい情報は「Adobe Flash Player
をインストールするには」をご覧ください。

RANKING / BUSINESS＆MONEY

ランキング

ポンコツ英語でも、外資系の社長をや

PDFmyURL.com

気になるキーワードを入力

人気雑誌が集結

sitem ap RSS

X BRANDトップ > カテゴリ一覧 > BUSINESS＆MONEY > 正しい「ビジネスメール＆電話マナー」をおさらい！

最新!! No .1827
毎週水曜日発売
マガジンハウス
ツイート

いいね！

74

前へ 10/22 次へ

150

間違いだらけの
ビジネスメール＆電話マナー。

正しい「ビジネスメール＆電話マナー」を知ってますか
？

「メールの長さは画面をスクロールせずに見られる範囲内で収めるのがマナー。ただ、どうして
も本文に入れたい場合は『長文で失礼いたします』と最初に断っておくこと。容量は、2Mバイト
を超えるようなら圧縮するか、ネットのファイル転送サービスを利用して」
[anan No .1820 P 36～]

2012年No.1820 8月22日発売 マガジンハウス 定
価4 20円 『anan』公式サイトをチェック！

>>「了解しました」を外部の人に使っても大丈夫？
<<前のページへ

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

大人のマナー＆ルール集
結婚式＆お葬式の基本マナー＆
ルール。/会食、パーティを楽しく
過ごすコツ。/“使える”フラワー
ギフトのマナー。/コレってアリ？
ナシ？ ビミョ～な問題の意識大
調査！

次のページへ>>

Yaho o !ショッピング
で雑誌を購入する

雑誌公式サイトで購
入する

RECOMMENDED CONT ENT S

<<記事トップ

おすすめの記事

女優・比嘉 愛未さんに学ぶ、上手な“オト
ナの甘え方”

>>【anan】記事一覧へ

2012/08/22
あなたの二の尻、大丈夫？

あわせて読みたい
掃除・収納・アイロンがけ、王子に習う花嫁修業！
家事上手は、“できる嫁”の必須条件。素敵でプロフェッショナルな王子に教わって、知ってるつもり
のフェイクな手さばきを一掃しましょ。基本4 ステップの実演付... 続きを読む>>
2012/07/26
祐真朋樹と学ぶ、フレンチレストランの楽しみ方
知らないとまずい、テーブルマナー＆ラフ敬語。
気になるキーワード
メール、 電話、 ビジネス、 電話対応、 マナー、 社会人、 一般常識、 先方

Adobe Flash Playerは、 Adobe Flash Playerインストールガイド （Yahoo!ダウ
ンロードセンター）で入手できます。さらに詳しい情報は「Adobe Flash Player
をインストールするには」をご覧ください。

RANKING / BUSINESS＆MONEY

ランキング

ポンコツ英語でも、外資系の社長をや

PDFmyURL.com

気になるキーワードを入力

人気雑誌が集結

sitem ap RSS

X BRANDトップ > カテゴリ一覧 > BUSINESS＆MONEY > 正しい「ビジネスメール＆電話マナー」をおさらい！

最新!! No .1827
毎週水曜日発売
マガジンハウス
ツイート

いいね！

74

前へ 11/22 次へ

150

間違いだらけの
ビジネスメール＆電話マナー。

「知り合った期間とは関係なく、外部の人ならどなたにでも、『了解しました』は、使ってはいけま
せん。普段の会話から正しい尊敬語を使うように心がけておくと、メールを書くときにも失礼は
ないでしょう。右に失言しやすい言葉をまとめたので、改めて確認して」

正しい「ビジネスメール＆電話マナー」を知ってますか
？
大人のマナー＆ルール集
結婚式＆お葬式の基本マナー＆
ルール。/会食、パーティを楽しく
過ごすコツ。/“使える”フラワー
ギフトのマナー。/コレってアリ？
ナシ？ ビミョ～な問題の意識大
調査！
2012年No.1820 8月22日発売 マガジンハウス 定
価4 20円 『anan』公式サイトをチェック！
Yaho o !ショッピング
で雑誌を購入する

雑誌公式サイトで購
入する

RECOMMENDED CONT ENT S

おすすめの記事

女優・比嘉 愛未さんに学ぶ、上手な“オト
ナの甘え方”
[anan No .1820 P 36～]

あなたの二の尻、大丈夫？

>>結びの言葉、「よろしくお願いいたします」意外に書き方はある？
<<前のページへ

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

次のページへ>>

<<記事トップ
>>【anan】記事一覧へ

2012/08/22

あわせて読みたい
掃除・収納・アイロンがけ、王子に習う花嫁修業！
家事上手は、“できる嫁”の必須条件。素敵でプロフェッショナルな王子に教わって、知ってるつもり
のフェイクな手さばきを一掃しましょ。基本4 ステップの実演付... 続きを読む>>
2012/07/26
祐真朋樹と学ぶ、フレンチレストランの楽しみ方

RANKING / BUSINESS＆MONEY

ランキング

ポンコツ英語でも、外資系の社長をや

PDFmyURL.com

人気雑誌が集結

気になるキーワードを入力

sitem ap RSS

X BRANDトップ > カテゴリ一覧 > BUSINESS＆MONEY > 正しい「ビジネスメール＆電話マナー」をおさらい！

最新!! No .1827
毎週水曜日発売
マガジンハウス
ツイート

いいね！

74

前へ 12/22 次へ

150

間違いだらけの
ビジネスメール＆電話マナー。

「『よろしくお願いいたします』を使う場合は、何に対して『よろしく』なのかも書いておくといいでし
ょう。『ご不明な点などございましたら、ご連絡ください』『季節の変わり目ですが、体調にはお
気をつけてお過ごしください』も結びの言葉として使えます」
[anan No .1820 P 36～]

>>ビジネスメールをデコメにするのはご法度？
<<前のページへ

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

次のページへ>>

<<記事トップ
>>【anan】記事一覧へ

2012/08/22
正しい「ビジネスメール＆電話マナー」を知ってますか
？

あわせて読みたい
掃除・収納・アイロンがけ、王子に習う花嫁修業！
家事上手は、“できる嫁”の必須条件。素敵でプロフェッショナルな王子に教わって、知ってるつもり
のフェイクな手さばきを一掃しましょ。基本4 ステップの実演付... 続きを読む>>
2012/07/26
祐真朋樹と学ぶ、フレンチレストランの楽しみ方
知らないとまずい、テーブルマナー＆ラフ敬語。
気になるキーワード
メール、 電話、 ビジネス、 電話対応、 マナー、 社会人、 一般常識、 先方

大人のマナー＆ルール集
結婚式＆お葬式の基本マナー＆
ルール。/会食、パーティを楽しく
過ごすコツ。/“使える”フラワー
ギフトのマナー。/コレってアリ？
ナシ？ ビミョ～な問題の意識大
調査！
2012年No.1820 8月22日発売 マガジンハウス 定
価4 20円 『anan』公式サイトをチェック！
Yaho o !ショッピング
で雑誌を購入する

雑誌公式サイトで購
入する

RECOMMENDED CONT ENT S
Adobe Flash Playerは、 Adobe Flash Playerインストールガイド （Yahoo!ダウ
ンロードセンター）で入手できます。さらに詳しい情報は「Adobe Flash Player
をインストールするには」をご覧ください。

おすすめの記事

あなたの二の尻、大丈夫？

女優・比嘉 愛未さんに学ぶ、上手な“オト
ナの甘え方”

PDFmyURL.com

人気雑誌が集結

気になるキーワードを入力

sitem ap RSS

X BRANDトップ > カテゴリ一覧 > BUSINESS＆MONEY > 正しい「ビジネスメール＆電話マナー」をおさらい！

最新!! No .1827
毎週水曜日発売
マガジンハウス
ツイート

いいね！

74

前へ 13/22 次へ

150

間違いだらけの
ビジネスメール＆電話マナー。

「こういった装飾は、親しみや感情を伝えるというより、ビジネスの場では軽い印象に陥りがち。
“プライベートでも打ち解けた仲ならちょっとした記号や顔文字を使うのもあり”くらいにとどめて
。一方、デコメールや文字色を変えるのはダメ」

正しい「ビジネスメール＆電話マナー」を知ってますか
？
大人のマナー＆ルール集
結婚式＆お葬式の基本マナー＆
ルール。/会食、パーティを楽しく
過ごすコツ。/“使える”フラワー
ギフトのマナー。/コレってアリ？
ナシ？ ビミョ～な問題の意識大
調査！
2012年No.1820 8月22日発売 マガジンハウス 定
価4 20円 『anan』公式サイトをチェック！
Yaho o !ショッピング
で雑誌を購入する

雑誌公式サイトで購
入する

RECOMMENDED CONT ENT S

おすすめの記事

あなたの二の尻、大丈夫？

女優・比嘉 愛未さんに学ぶ、上手な“オト
ナの甘え方”

親しみを込めたつもりで送ったんだけど……。
「何度かやり取りをしているうちに、軽く冗談を言い合えるような仲になった取引先の男性。ビジ
ネスメールでは素っ気ない気がしてきて、あるときデコメを送ってみたんです。ところが、『普通
のメールで結構です』と返信が（汗）。まずかったかなあ」（24 歳・不動産）
[anan No .1820 P 36～]

>>「いただきます」が続くと変？
<<前のページへ

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

次のページへ>>

<<記事トップ
>>【anan】記事一覧へ

2012/08/22
RANKING / BUSINESS＆MONEY

ランキング

ポンコツ英語でも、外資系の社長をや

PDFmyURL.com

人気雑誌が集結

気になるキーワードを入力

sitem ap RSS

X BRANDトップ > カテゴリ一覧 > BUSINESS＆MONEY > 正しい「ビジネスメール＆電話マナー」をおさらい！

最新!! No .1827
毎週水曜日発売
マガジンハウス
ツイート

いいね！

74

前へ 14 /22 次へ

150

間違いだらけの
ビジネスメール＆電話マナー。

「これは、名づけて“させていただく病”といって、今の若い人たちは、何かと使う傾向があります
。たとえば、『お伺いさせていただきます』は、『お伺いいたします』に。『ご協力いただけますか
？』は、『ご協力をお願いしてもよろしいですか？』に言い換えて」
正しい「ビジネスメール＆電話マナー」を知ってますか
？
大人のマナー＆ルール集
結婚式＆お葬式の基本マナー＆
ルール。/会食、パーティを楽しく
過ごすコツ。/“使える”フラワー
ギフトのマナー。/コレってアリ？
ナシ？ ビミョ～な問題の意識大
調査！
2012年No.1820 8月22日発売 マガジンハウス 定
価4 20円 『anan』公式サイトをチェック！
Yaho o !ショッピング
で雑誌を購入する

雑誌公式サイトで購
入する

RECOMMENDED CONT ENT S

おすすめの記事

女優・比嘉 愛未さんに学ぶ、上手な“オト
ナの甘え方”

「いただきます」が多すぎてもはや意味不明！
「新人Yくんは、『お電話させていただいた件で、メールをお送りさせていただきました』とか、と
にかく『いただきます』が多い！ 読みながら噛みそうになってしまうほど。『いただきます』をつ

あなたの二の尻、大丈夫？

ければ、丁寧な書き方になるわけじゃないっ！」（30歳・保険外交員）
[anan No .1820 P 36～]

>>スタンダードなビジネス電話のあいさつは？
<<前のページへ

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

次のページへ>>

<<記事トップ
>>【anan】記事一覧へ

2012/08/22

あわせて読みたい
RANKING / BUSINESS＆MONEY

掃除・収納・アイロンがけ、王子に習う花嫁修業！

ランキング

ポンコツ英語でも、外資系の社長をや

PDFmyURL.com

人気雑誌が集結

気になるキーワードを入力

sitem ap RSS

X BRANDトップ > カテゴリ一覧 > BUSINESS＆MONEY > 正しい「ビジネスメール＆電話マナー」をおさらい！

最新!! No .1827
毎週水曜日発売
マガジンハウス
ツイート

いいね！

74

前へ 15/22 次へ

150

間違いだらけの
ビジネスメール＆電話マナー。

電話は、かけ方、受け方、会話中のマナーをピックアップ。どのシチュエーションでも必要なの
は、相手の立場になったときに、“こうしてほしい！”と思うであろう応対を、先回りしてやること。
それさえクリアすれば、電話のマナーはマスターしたも同然！ あとは細かい言い回しやルール
をしっかり確認すればカンペキ。

正しい「ビジネスメール＆電話マナー」を知ってますか
？

「『○×社の○○ですが、××様いらっしゃいますか？』と名乗るのが定番。一般的には、『○
×社の○○様ですね、いつもお世話になっております』と受けた人が復唱してくるので、初めて
でも相手に合わせて『お世話になっております』とあいさつ。本人が電話口に出たら、初めて連

大人のマナー＆ルール集
結婚式＆お葬式の基本マナー＆
ルール。/会食、パーティを楽しく
過ごすコツ。/“使える”フラワー
ギフトのマナー。/コレってアリ？
ナシ？ ビミョ～な問題の意識大
調査！
2012年No.1820 8月22日発売 マガジンハウス 定
価4 20円 『anan』公式サイトをチェック！
Yaho o !ショッピング
で雑誌を購入する

絡する旨を伝えて」

雑誌公式サイトで購
入する

RECOMMENDED CONT ENT S
[anan No .1820 P 36～]

>>不在の場合、折り返しをお願いするのは失礼？
<<前のページへ

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

おすすめの記事

あなたの二の尻、大丈夫？

女優・比嘉 愛未さんに学ぶ、上手な“オト
ナの甘え方”
次のページへ>>

<<記事トップ
>>【anan】記事一覧へ

2012/08/22

あわせて読みたい
掃除・収納・アイロンがけ、王子に習う花嫁修業！
家事上手は、“できる嫁”の必須条件。素敵でプロフェッショナルな王子に教わって、知ってるつもり
のフェイクな手さばきを一掃しましょ。基本4 ステップの実演付... 続きを読む>>
2012/07/26
祐真朋樹と学ぶ、フレンチレストランの楽しみ方
知らないとまずい、テーブルマナー＆ラフ敬語。

RANKING / BUSINESS＆MONEY

ランキング

ポンコツ英語でも、外資系の社長をや

PDFmyURL.com

人気雑誌が集結

気になるキーワードを入力

sitem ap RSS

X BRANDトップ > カテゴリ一覧 > BUSINESS＆MONEY > 正しい「ビジネスメール＆電話マナー」をおさらい！

最新!! No .1827
毎週水曜日発売
マガジンハウス
ツイート

いいね！

74

前へ 16/22 次へ

150

間違いだらけの
ビジネスメール＆電話マナー。

「『のちほどお電話いたしますので、何時頃がご都合よろしいでしょうか？』と聞いて、改めるの
が円滑。“折り返し”という言葉は身内に使うものなので、依頼する際は、『お電話いただけない
正しい「ビジネスメール＆電話マナー」を知ってますか
？

でしょうか？』が◎」

大人のマナー＆ルール集
結婚式＆お葬式の基本マナー＆
ルール。/会食、パーティを楽しく
過ごすコツ。/“使える”フラワー
ギフトのマナー。/コレってアリ？
ナシ？ ビミョ～な問題の意識大
調査！
2012年No.1820 8月22日発売 マガジンハウス 定
価4 20円 『anan』公式サイトをチェック！
Yaho o !ショッピング
で雑誌を購入する

雑誌公式サイトで購
入する

RECOMMENDED CONT ENT S

おすすめの記事

あなたの二の尻、大丈夫？

熱心な営業電話が災いして、陰では名物キャラに!?
「ある担当者に営業をかけたくて、不在と言われながらも、粘り強く何度も電話をかけ続けまし

女優・比嘉 愛未さんに学ぶ、上手な“オト
ナの甘え方”

た。ついにその方に会えることになって会社を訪問すると、社員の方が私を見てクスクス。どう
やら“しつこい女”で有名になっていたらしい……」（28歳・金融）
[anan No .1820 P 36～]

>>ケータイにかけて出ない場合、留守電になるまで鳴らし続ける？
<<前のページへ
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次のページへ>>

<<記事トップ
>>【anan】記事一覧へ

あわせて読みたい

2012/08/22
RANKING / BUSINESS＆MONEY

ランキング

ポンコツ英語でも、外資系の社長をや

PDFmyURL.com

人気雑誌が集結

気になるキーワードを入力

sitem ap RSS

X BRANDトップ > カテゴリ一覧 > BUSINESS＆MONEY > 正しい「ビジネスメール＆電話マナー」をおさらい！

最新!! No .1827
毎週水曜日発売
マガジンハウス
ツイート

いいね！
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前へ 17/22 次へ

150

間違いだらけの
ビジネスメール＆電話マナー。

「留守電に入れてほしい人なら、早めに留守電になるように設定しているはずなので、その場
合、着信履歴だけを残した形になっても失礼ではありません。逆に、すぐ留守電になるときは、
メッセージを残しましょう」

[anan No .1820 P 36～]

正しい「ビジネスメール＆電話マナー」を知ってますか
？
大人のマナー＆ルール集
結婚式＆お葬式の基本マナー＆
ルール。/会食、パーティを楽しく
過ごすコツ。/“使える”フラワー
ギフトのマナー。/コレってアリ？
ナシ？ ビミョ～な問題の意識大
調査！

>>つかまりにくい人に取り次いでもらうには？
<<前のページへ
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次のページへ>>

2012年No.1820 8月22日発売 マガジンハウス 定
価4 20円 『anan』公式サイトをチェック！
Yaho o !ショッピング
で雑誌を購入する

<<記事トップ

雑誌公式サイトで購
入する

RECOMMENDED CONT ENT S

>>【anan】記事一覧へ

2012/08/22

あわせて読みたい

おすすめの記事

女優・比嘉 愛未さんに学ぶ、上手な“オト
ナの甘え方”
あなたの二の尻、大丈夫？

掃除・収納・アイロンがけ、王子に習う花嫁修業！
家事上手は、“できる嫁”の必須条件。素敵でプロフェッショナルな王子に教わって、知ってるつもり
のフェイクな手さばきを一掃しましょ。基本4 ステップの実演付... 続きを読む>>
2012/07/26
祐真朋樹と学ぶ、フレンチレストランの楽しみ方
知らないとまずい、テーブルマナー＆ラフ敬語。
気になるキーワード
メール、 電話、 ビジネス、 電話対応、 マナー、 社会人、 一般常識、 先方

Adobe Flash Playerは、 Adobe Flash Playerインストールガイド （Yahoo!ダウ
ンロードセンター）で入手できます。さらに詳しい情報は「Adobe Flash Player
をインストールするには」をご覧ください。
RANKING / BUSINESS＆MONEY

ランキング

ポンコツ英語でも、外資系の社長をや

PDFmyURL.com

人気雑誌が集結

気になるキーワードを入力
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X BRANDトップ > カテゴリ一覧 > BUSINESS＆MONEY > 正しい「ビジネスメール＆電話マナー」をおさらい！

最新!! No .1827
毎週水曜日発売
マガジンハウス
ツイート

いいね！
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前へ 18/22 次へ

150

間違いだらけの
ビジネスメール＆電話マナー。

「とくに忙しい人の場合、何の用件か分からない電話だと、ほかの仕事が優先されてしまうこと
も。こういうときは、電話口に出た人に用件を伝え、相手が興味を示す内容であれば、折り返し
の確率アップ！」
[anan No .1820 P 36～]

>>名前が聞き取れない場合、どんな聞き方をすればいい？
<<前のページへ
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次のページへ>>

正しい「ビジネスメール＆電話マナー」を知ってますか
？
大人のマナー＆ルール集
結婚式＆お葬式の基本マナー＆
ルール。/会食、パーティを楽しく
過ごすコツ。/“使える”フラワー
ギフトのマナー。/コレってアリ？
ナシ？ ビミョ～な問題の意識大
調査！
2012年No.1820 8月22日発売 マガジンハウス 定
価4 20円 『anan』公式サイトをチェック！
Yaho o !ショッピング
で雑誌を購入する

<<記事トップ
>>【anan】記事一覧へ

2012/08/22

雑誌公式サイトで購
入する

RECOMMENDED CONT ENT S

おすすめの記事

あなたの二の尻、大丈夫？

あわせて読みたい
掃除・収納・アイロンがけ、王子に習う花嫁修業！
家事上手は、“できる嫁”の必須条件。素敵でプロフェッショナルな王子に教わって、知ってるつもり
のフェイクな手さばきを一掃しましょ。基本4 ステップの実演付... 続きを読む>>

女優・比嘉 愛未さんに学ぶ、上手な“オト
ナの甘え方”

2012/07/26
祐真朋樹と学ぶ、フレンチレストランの楽しみ方
知らないとまずい、テーブルマナー＆ラフ敬語。
気になるキーワード
メール、 電話、 ビジネス、 電話対応、 マナー、 社会人、 一般常識、 先方

Adobe Flash Playerは、 Adobe Flash Playerインストールガイド （Yahoo!ダウ
ンロードセンター）で入手できます。さらに詳しい情報は「Adobe Flash Player
をインストールするには」をご覧ください。

RANKING / BUSINESS＆MONEY

ランキング

ポンコツ英語でも、外資系の社長をや

PDFmyURL.com

人気雑誌が集結

気になるキーワードを入力

sitem ap RSS

X BRANDトップ > カテゴリ一覧 > BUSINESS＆MONEY > 正しい「ビジネスメール＆電話マナー」をおさらい！

最新!! No .1827
毎週水曜日発売
マガジンハウス
ツイート

いいね！

74

前へ 19/22 次へ

150

間違いだらけの
ビジネスメール＆電話マナー。

「先方のお名前は、本来、一度で聞き取れないといけません。聞き直す場合は、『失礼ですが（
恐れ入りますが）、もう一度お名前をお伺いしてよろしいでしょうか？』と尋ねます。それでも聞
き取れないときは、どのような漢字を書くのかなど、聞き方を工夫しましょう」

[anan No .1820 P 36～]
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大人のマナー＆ルール集
結婚式＆お葬式の基本マナー＆
ルール。/会食、パーティを楽しく
過ごすコツ。/“使える”フラワー
ギフトのマナー。/コレってアリ？
ナシ？ ビミョ～な問題の意識大
調査！
2012年No.1820 8月22日発売 マガジンハウス 定
価4 20円 『anan』公式サイトをチェック！

>>取り次いだ人間が不在の場合どうする？
<<前のページへ

正しい「ビジネスメール＆電話マナー」を知ってますか
？

次のページへ>>

Yaho o !ショッピング
で雑誌を購入する

雑誌公式サイトで購
入する
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<<記事トップ

おすすめの記事

あなたの二の尻、大丈夫？

>>【anan】記事一覧へ

2012/08/22
女優・比嘉 愛未さんに学ぶ、上手な“オト
ナの甘え方”

あわせて読みたい
掃除・収納・アイロンがけ、王子に習う花嫁修業！
家事上手は、“できる嫁”の必須条件。素敵でプロフェッショナルな王子に教わって、知ってるつもり
のフェイクな手さばきを一掃しましょ。基本4 ステップの実演付... 続きを読む>>
2012/07/26
祐真朋樹と学ぶ、フレンチレストランの楽しみ方
知らないとまずい、テーブルマナー＆ラフ敬語。
気になるキーワード
メール、 電話、 ビジネス、 電話対応、 マナー、 社会人、 一般常識、 先方

Adobe Flash Playerは、 Adobe Flash Playerインストールガイド （Yahoo!ダウ
ンロードセンター）で入手できます。さらに詳しい情報は「Adobe Flash Player
をインストールするには」をご覧ください。

RANKING / BUSINESS＆MONEY

ランキング

ポンコツ英語でも、外資系の社長をや

PDFmyURL.com

人気雑誌が集結
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最新!! No .1827
毎週水曜日発売
マガジンハウス
ツイート

いいね！
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前へ 20/22 次へ

150

間違いだらけの
ビジネスメール＆電話マナー。

「なぜ不在なのかは、伝えるべき相手かどうか見極めて。まずは、『只今、席を外しております
。戻り次第、こちらからお電話するように申し伝えましょうか？』が、丁寧な応対。場合によって
は、『よろしければ、私が用件を承りましょうか？』と申し出て」

正しい「ビジネスメール＆電話マナー」を知ってますか
？
大人のマナー＆ルール集
結婚式＆お葬式の基本マナー＆
ルール。/会食、パーティを楽しく
過ごすコツ。/“使える”フラワー
ギフトのマナー。/コレってアリ？
ナシ？ ビミョ～な問題の意識大
調査！
2012年No.1820 8月22日発売 マガジンハウス 定
価4 20円 『anan』公式サイトをチェック！
Yaho o !ショッピング
で雑誌を購入する

雑誌公式サイトで購
入する

RECOMMENDED CONT ENT S

おすすめの記事

女優・比嘉 愛未さんに学ぶ、上手な“オト
ナの甘え方”
あなたの二の尻、大丈夫？

丁寧な応対が評判になり、取引先からもお褒めの言葉が。
「電話の応対には自信あり！ 担当者が不在の場合は、相手に頼まれなくても、『伝言を承りま
しょうか』『私が責任を持ってお伝えいたします』など、真摯な応対を。何度か電話応対をした取
引先の方が上司の前で褒めてくださり、私の株も上がった！」（29歳・IT）
[anan No .1820 P 36～]

>>初めて話す相手、用件は何分以内に収めるべき？
<<前のページへ

<<記事トップ
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次のページへ>>
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マガジンハウス
ツイート

いいね！
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前へ 21/22 次へ

150

間違いだらけの
ビジネスメール＆電話マナー。

「相手が初めて話す人でも、そうじゃなくても、“手短に”という原則は同じ。用件が長くなってし
まう場合、とくにケータイにかける際は、『お時間○分ほどよろしいでしょうか？』と、先に伝えて
おきましょう」
[anan No .1820 P 36～]

>>相槌の使い分け方を教えて
<<前のページへ
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次のページへ>>

<<記事トップ
>>【anan】記事一覧へ

2012/08/22

あわせて読みたい
掃除・収納・アイロンがけ、王子に習う花嫁修業！
家事上手は、“できる嫁”の必須条件。素敵でプロフェッショナルな王子に教わって、知ってるつもり
のフェイクな手さばきを一掃しましょ。基本4 ステップの実演付... 続きを読む>>
2012/07/26
祐真朋樹と学ぶ、フレンチレストランの楽しみ方
知らないとまずい、テーブルマナー＆ラフ敬語。
気になるキーワード
メール、 電話、 ビジネス、 電話対応、 マナー、 社会人、 一般常識、 先方

正しい「ビジネスメール＆電話マナー」を知ってますか
？
大人のマナー＆ルール集
結婚式＆お葬式の基本マナー＆
ルール。/会食、パーティを楽しく
過ごすコツ。/“使える”フラワー
ギフトのマナー。/コレってアリ？
ナシ？ ビミョ～な問題の意識大
調査！
2012年No.1820 8月22日発売 マガジンハウス 定
価4 20円 『anan』公式サイトをチェック！
Yaho o !ショッピング
で雑誌を購入する

雑誌公式サイトで購
入する

RECOMMENDED CONT ENT S
Adobe Flash Playerは、 Adobe Flash Playerインストールガイド （Yahoo!ダウ
ンロードセンター）で入手できます。さらに詳しい情報は「Adobe Flash Player
をインストールするには」をご覧ください。

おすすめの記事

あなたの二の尻、大丈夫？

女優・比嘉 愛未さんに学ぶ、上手な“オト
ナの甘え方”
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毎週水曜日発売
マガジンハウス
ツイート

いいね！
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前へ 22/22 次へ

150

間違いだらけの
ビジネスメール＆電話マナー。

「『ええ』と『はい』は、どちらも同じ用法で、とくに使い分けはありません。ただ、『ええ、ええ』『は
い、はい』と2回繰り返すと、失礼な言い方になってしまうので気をつけて。『さようですか』は◎
でも、『そうなんですね』は軽い印象で×」

正しい「ビジネスメール＆電話マナー」を知ってますか
？
大人のマナー＆ルール集
結婚式＆お葬式の基本マナー＆
ルール。/会食、パーティを楽しく
過ごすコツ。/“使える”フラワー
ギフトのマナー。/コレってアリ？
ナシ？ ビミョ～な問題の意識大
調査！
2012年No.1820 8月22日発売 マガジンハウス 定
価4 20円 『anan』公式サイトをチェック！
Yaho o !ショッピング
で雑誌を購入する

雑誌公式サイトで購
入する

RECOMMENDED CONT ENT S

おすすめの記事

女優・比嘉 愛未さんに学ぶ、上手な“オト
ナの甘え方”

いつもの相槌、軽くてテキトーになってない!?
「取引先の新しい担当者になんだかイラッ。ノリがいいといえばいいんだけど、『なるほどですね

あなたの二の尻、大丈夫？

～』『了解で～す』『へえ～』という、終始軽い調子に聞こえる相槌が気になってしまって……。『
ちゃんと聞いてるの!?』って思わず言いたくなっちゃう！」（31歳・飲食）
[anan No .1820 P 36～]

<<前のページへ

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

次のページへ>>
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>>【anan】記事一覧へ

2012/08/22

あわせて読みたい
掃除・収納・アイロンがけ、王子に習う花嫁修業！
家事上手は、“できる嫁”の必須条件。素敵でプロフェッショナルな王子に教わって、知ってるつもり
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