の意味を持ってしまうリ

すが、ストライプは特定

をひもとくとわかるので

高野「ネクタイの歴史

ともありがちな失敗だ。

多面的な学びで
ビジネスを成功に導く

これまで ４ 回にわたって、ユームテクノロジーの服装変革マネジメ
ントを解説してきた。ビジネススーツの歴史や知識、着こなしマナー
や髪型、立ち方を含めたトータルでの自己演出方法を、男性、女性の
ケースに分けて現場からレポートした。ユームテクノロジーは、保険

紺のパンプスは意外と重

には黒を選びがちだが、

入してもらった。一般的

全てに紺のパンプスを購

ることは明らかだ。

なみがビジネスに影響す

表参照）。服装や身だし

多いことがわかった（別

宝する。

学 び と 実 践、そ
してビジネスの
成功に向けて

本連載でも所々で述べ

ーマンス・ラーニング」

ラーニング」と「パフォ

は、「ブレンディッド・

ユームテクノロジーで

てきたが、ビジネスにお

年収が高い人は
２人に１人が外
見で判断

ける外見リスクの影響調

ト）や学習活動（講義、

を提唱している。「ブレ

クがある。プレゼントに

対話、テスト）を組み合

査をしたアンケート結果

スクがあります。オンビ

た、英国の靴売り場では

９７人に実施）。「仕事

わせた学びである。今回

会社や金融機関を取引先とするため、きちんと感のある服、良質な生

高野「ポケットチーフ

は何がよいのだろうか。

靴とベルトがセットで販

がきちんとできていれば

ン デ ィ ッ ド・ ラ ー ニ ン

ジネスでは、無地や小紋

がよいのではないでしょ

売されている。日本では

職業や立場にふさわしく

ントについて解説する。

を取り入れた。今回は、保険会社の営業パーソンの失敗しがちなポイ

学習プラットフォームを提供していることから、若々しさやトレンド

地やブランドを選んだ。また、ＡＩなど最新テクノロジーを活用した

柄の方が公式感は高いの

うか。何枚あってもいい

売り場が違う。

グ 」 は、 学 習 メ デ ィ ア

です。細かければ細かい

し、自分で買うには結構

代

ほど公式感が高まるとさ

高いですから」

６、７万円のスーツなら

万円の靴を選ぶ。そう

すると全体のクオリティ

りますが、それでもやり

が受講生だったこともあ

です。ＶＩＰ対応の方々

第一印象は、華美、過剰

高野「男女とも、私の

験について次のように語

は、保険会社での研修経

リストの高野いせこ氏

装変革を担当したスタイ

るのだろうか。今回、服

ンがやりがちな失敗はあ

いだ時にわかります。そ

る。例えば、コート。脱

品はさりげなく身に着け

な素材を選ぶ。ブランド

に頼るのではなく高品質

なりませんか。ブランド

お客さまに対して失礼に

は、営業パーソンとして

力をアピールするので

を身に着けて自分の金銭

ですが、単にブランド品

ました。ダメじゃないの

メなんですか、と聞かれ

高野「ブランド品はダ

毛が見えてしまう、重要

下が短く座った時にすね

危機感を抱いている。靴

が多いことに、高野氏は

ツでよいと思っている人

ーツにボタンダウンシャ

と思い込んでいたり、ス

イプのネクタイが公式だ

誤解をしている。ストラ

ず、日本の多くの男性が

いては、保険業界に限ら

ネクタイとシャツにつ

の妻が快く思わないリス

いった意味もあり、相手

「あなたに首ったけ」と

が あ る が、 ネ ク タ イ は

ネクタイがはやったこと

プレゼントを選ぶ際に

す」

合わせるとちぐはぐで

な服装コード。スーツに

由来するのでカジュアル

一 環 と さ れ て い る。 ま

入れをするのがマナーの

英国では男性も爪の手

りませんから」

くれていたら清潔感があ

荒れていたり、爪がささ

書の上に乗せられた手が

けていただきたい。契約

ますが、男性にも気を付

頻繁に爪のケアをしてい

はスーツよりも少し高い

夫してほしいですね。靴

ータルでの見せ方にも工

ンド品にこだわらず、ト

はぐっと増します。ブラ

トになり、信頼感、品格

ばトータルコーディネー

テクノロジーの女性社員

めしたい。今回、ユーム

履き替えることをおすす

しまうため、持ち歩いて

から晩まで履くと疲れて

必要がある。ただし、朝

の全体のバランスを見る

みや着こなし、立居振る

２人に１人が、身だしな

１２００万以上の人は、

方を求めている。年収が

さわしい服装と振る舞い

～９割が職業や立場にふ

％、女性

ングとフィードバックで

ーニング」は、トレーニ

「 パ フ ォ ー マ ン ス・ ラ

きたと期待したい。

に学びを深めることがで

読者の皆さんが、多面的

代の男女社会人９

過ぎ。高額な時計、ダイ

して歴史を語れること。

から

ヤの指輪など、ブランド

『グッチが好きなんです

個人年収別では 1200 万円以上のグループに経験者が多かった

答えたくない

ない

1、2 度

何度か

100

80

60

40

20

（％）0

4.3％

43.5％

30.4％

21.7％

1200 万以上

3.3％

20.0％

64.7％

500~700 万台 12.1％

3.7％

65.4％

18.5％

3.5％

20.6％

62.3％

300~400 万台 13.6％

5.3％
71.1％

300 万未満 9.3％ 14.2％

※個人年収が無回答の 137 人を除く。個人年収 1200 万円以上と回答したのは 23 人。

「ビジネス・コミュニケーションにおける外見リスクの影響」（吉野ヒロ子、石川慶子、19 年 6 月）

い」。男性は「におい」

一つだけ違うのが「にお

される順序はほぼ同じ。

「声のトーン」と重要視

さ 」「 髪 型 や メ イ ク 」

「姿勢」「表情」「しぐ

なみ」がトップ。以下、

女ともに「服装や身だし

最も与えているのは、男

ているといえる。影響を

い人は相手をよく観察し

ラフを参照）。年収が高

た」と回答している（グ

際に避ける行動をとっ

舞いが不快で相手を「実

高まるのではないだろう

も練習すれば、成功率は

で表情やアイコンタクト

てた上で「ＡＩコーチ」

を発信するのかを組み立

ような服装でメッセージ

い。重要な商談で、どの

ひ会社で実践してほし

だ。今回の服装改革もぜ

動評価する機能が代表的

ト、滑らかさをＡＩが自

ら表情やアイコンタク

１回目に紹介した動画か

産性を高める考え方だ。

ビジネスの学習効率、生

・８％）。８

20

か。

13

で損をしているケースが

を使って解説を進めた。

品で自分を高く見せよう

な商談に「怠け者」を意

Q: 職場や取引先の人で、その人の身だしなみや着こなし、
立ち居振る舞いが不快で、交渉を打ち切ったり
わざと疎遠にしたことはあるか

ありがちな失敗

としているかのようで、

ね』と聞かれた際に、グ

味するローファーの靴で

ネクタイ・シャツについて
多くの男性が誤解しているという

った。

正直申し上げて印象がよ

ッチの歴史について語

が高まります」

年６月、

れています。エルメス、

がある（吉野ヒロ子、石

フェラガモを好む人は多

川慶子、

す』と話せば会話の幅も

の連載でも、写真に解説

金 額 を 選 ぶ の が コ ツ。

広がり奥行きが出て、そ

ない服装や振る舞い方を

20

くありませ

（ 動 画、 音 声、 テ キ ス

どの程度がよいのか、

女性の場合は、ビジネ

19

行ってしまうといったこ

高野「だから、男性は

そこがわからない人が大

靴とベルトがばらばらに

「ビジネス・コミュニケーションにおける外見リスクの影響」
（吉野ヒロ子、石川慶子、19年6月）

保険営業の現場では、

19.7%

いのですが、シルク生地

17.4% におい

の人の個性や魅力が相手

8位 声のトーン

半。具体的なテクニック

24.5%

り、『だから好きなんで

石川 慶子

広報コンサルタント
日本リスクマネジャー
＆コンサルタント協会副理事長

執筆者

んでした」

60

《最終回》

ブランドに頼ら
ない

31.8% 声のトーン

をつける、動画、テスト

7位 立ち方や歩き方

しなくても問題ない」と

35.6%

スにおけるパンツスタイ

32.6% 立ち方や歩き方

なってしまう。ここをそ

6位 髪型

契約書を交わす場面で手

39.9%

は実は結び目が緩みやす

32.9% 髪型やメイク

に伝わるのではないでし

5位 顔の表情

はあるのだろうか。

42.4%

10

第５回
保険会社の営業パーソ

33.9% しぐさなど身体の動き

といった「ＵＭＵ（ユー

4位 におい

ム）」のさまざまな機能

43.4%

・８

37.8% 顔の表情

考えている人は、男女と

3位 しぐさなど身体の動き

も に 低 い（ 男 性

49.1%

ル、 ス カ ー ト ス タ イ ル

52.7% 姿勢や体型

は、パンプスを履いた時

2位 姿勢や体型

ろえるとスマート。さら

57.1%

に時計も同じ素材にすれ

65.8% 服装や身だしなみ

高野「女性は一般的に

1位 服装や身だしなみ

や指を見ることが多い。

女性

い。ボタンダウンシャツ

外見について残念だと思うポイント（複数回答）

は歴史的にはスポーツに

ＱＲコード
を読み取る
と連載の振
り返り試験
（ＵＭＵ）を
受けること
ができる

ょうか」

男性

800~1100 万台 12.3％

2 0 2 2 年（令和 4 年）4 月 5 日（火曜日） （ 8 ）
（第 3 種郵便物認可）

