Airシフト導入店訪問
導入して実感！

Airシフトのここが

自動リマインド機能がPAからも好評価

Good

マニュアルなしでスムーズに移行し、
シフト作成時間を１/3にまで削減

シフト希望収集や出し忘れリマインドを
PAスタッフに自動送付。チャットアプリ
などでの面倒なやり取りを削減
PA・社員スタッフのシフトを見やすい画面で
一元管理。微調整を行って確定すれば、
スタッフ全員でシフト表を共有できる

日本発の韓国料理として、すっかり定着したチーズタッカルビ。テーブルで仕上げる料理だけに、
安定したPAシフトの継続が店舗運営に不可欠だ。東京・麻布十番で超人気のブランド
「山本牛臓」の柏店が、シフト管理に
「Airシフト」
を導入。店舗・PAともに、シフト希望収集から確定までの作業負担を軽減し、店舗力アップを実現している。

店舗側Airシフト、PA側シフトボードとも
直感的に操作ができ、
紙ベースからの移行時も
トラブルなし。
プリントアウトの店内掲示も簡単
最大2 ヶ月間の無料体験期間で、
使い勝手を確認してから導入が可能。
登録人数10人までで月額1000円（税抜）
からと、有料でもリーズナブル

やりとりも作成もラクになるシフト管理サービス

なサービスがあるから、とりあえず使っ

のように語る。
「上司から、
『Airシフトっていう便利

シフト作成を担当する芝野佳菜氏は、次

「山本牛臓」
柏店では店舗にPCとタブレ

PCやタブレットのAirシフト、PA
側はシフトボードで簡単に共有できる。

くなった。確定シフト表は、店舗側は

ットを置き、シフト作成を実施している。
店舗はPCでもタブレットでも、同じサ

取材時はAirシフト導入から１ヶ月
半程度で、
「マニュアルを読まずに使い

ービスを受けることができる。

つくっていたのですが、Airシフトに

始めることができたので、まだ全部の機
能はわかっていない」
（芝野氏）
という状
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てみて』と言われて使い始めることに。
日常生活でPCを使うことはほとんどな

「チーズホットタッカルビ」
を看板メニ

替えてからは１時間もかからずに完了す
ることもあります。アルバイトスタッフ

況だが、同店が利用している機能以外に

山本牛臓
柏店
シフト作成担当
芝野佳菜氏

いのですが、簡単な説明を受けただけで

ューに、東京・麻布十番で予約の取れな
い人気店として知られる
「山本牛臓」
。そ

から好評なのは、自動リマインド機能で
すね。初期設定を同僚にやってもらった
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人件費概算など
管理に必要な機能も豊富

の柏店は、2017年 月に、千葉・柏

ので、実は私は知らなかったんですが

も使える機能を豊富に備えている。PA
から収集した勤務・休み希望をもとに大

1

すぐに利用することができました。半月
毎のシフトを以前は３時間くらいかけて

舗である。駅近ではあるが駅前繁華街と

（笑）
、希望シフトを出していないスタッ
フに自動で提出依頼メッセージが送られ
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駅南口徒歩 分にオープンした 席の店

は反対側のエリアで、通行量の少ない線

路沿いにある雑居ビル 階という立地。

常使っている勤務時間を設定できる
「シ

枠のシフトを作成する
「シフト作成アシ

フトパターン」
、スタッフごと・日ごとの

スト」
、早番／中番／遅番など、店で通

PAスタッフ側は、無料スマホアプリ

概算人件費集計、出退勤・休憩時間など

るので、店とスタッフ両方にとってとて

のシフトボードでAirシフトとのコン

を打刻できるタイムカードなど、スタッ

しかし、本店の知名度が高く、東京のベ

から集客し、週末には満席が続く。客単

タクトを取る。PAのほとんどがスマホ

も便利です」

価は約4000円。開店当初は女性客中

に慣れている学生であるため、Airシ

ッドタウンが多いJR常磐線沿線の広域

心だったが、現在は学生グループから会
社の飲み会、週末のファミリー客など客

フ管理関連で、店舗の円滑な運営と収益

る。追加要請や変更希望などを、Air
シフトとシフトボードでやり取りができ

力強化に必要な機能を数多く標準搭載す

るチャット機能も好評だ。出勤依頼の際

フトへはスムーズに移行できた。シフト

プリのメッセージを使い、返信がないと
きには電話をしていたが、自動シフト収

の提出依頼や出し忘れには、チャットア

集とリマインドがこの負担を大きく削減。

層が広がってきた。経営母体は、
本店とは

異なる㈱ぽさんで、柏ではえび料理店
「EBIZO」
など複数店舗を展開する。

表計算ソフトを
シフトへ
シフト作成時間は 以下に

るため、例えば、４月１日に使用を始め
れば、４月と５月の２ヶ月間が無料体験

千葉県柏市旭町1-5-4
プラザパスカビル３F
ランチ 11時30分～ 15時
（土日祝日のみ）
ディナー 17時～ 23時
不定休

期間となる。期間終了後も自動課金はさ

S H O P D ATA
山本牛臓 柏店

れないため、現場での使い勝手を確認し

680円

たうえで、継続・中止の判断をすること

牛すじ煮込み

「サムギョプサル」はスタッフがテーブルで焼き上げること
で臨場感を演出する人気メニュー。優しい味わいの鶏の
スープ煮「タッカンマリ」、サクッとした食感の「海鮮チ
ヂミ」、味の決まった「牛すじ煮込み」など、すべての料
理の完成度が高い。2 ～ 4 名くらいまででシェアできるボ
リュームの商品が多く、顧客の満足度をさらに高める。

店 舗には PCとiPad が置か
れており、どちらでも Airシフ
トの
操作が可能 。iPad 利用での
正式サポートがリリースされたた
め、
現在は iPad 利用がメイン。

利用開始月と翌月は無料体験期間とな

1080円

には定型文も用意されており、いちいち
文章を考える必要がない。

海鮮チヂミ

さらに、Airシフト導入以前の、確定
シフト表画面を写真に撮ってチャットア

（半羽）1980円

（１羽）3480円
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プリに添付して送付するという作業もな

タッカンマリ

看板メニューのチーズホットタッカル
ビやサムギョプサルは、ほとんどのテー

ブルから注文が入る。これらの料理の仕

上げはホールスタッフがテーブルで行う

1人前1280円

が可能だ。この無料体験期間を活用し、
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サムギョプサル

まずは気軽に試してみることをおすすめ

問い合わせ先
Airシフトヘルプデスク 70120-759-225
（平日 10:00 〜 19:00）

ため、とくにホールPAの確実なシフト

780円

したい。

安心のサポート体制
アカウント登録後は、店長とスタッフそれぞれに、
わかりやすい紙のマニュアルが送付される。また、
専用ヘルプデスクが開設されており、操作に困っ
たときには気軽に相談できる体制がとられている。

山本牛臓

６色ナムルの
盛り合わせ

アルバイトスタッフ用アプリ
シフトボードとの連携
アルバイ
トスタッフ用のシフト管理ソフトとして、圧倒
的な人気の無料アプリで、ダウンロード数は4 0 0
万以上 。カレンダー表示でシフト日がひと目でわか
り、時給を入力すると毎月の給料を自動計算 。交
通費や深夜時給などの設定をしておけば、収入計
画も立てられる。Airシフト
との連携は、店側が用意
したQRコードをシフトボード
から読み取るだけ。同店で
は全員がシフトボードから希
望を提出し、確定シフ
トを受
け取る。シンプルなコミュニ
ケーションで希望を伝えられ
るので、
スタッフにも好評だ。

作成が店舗運営には重要だ。シフト表は
オープン当初から表計算ソフトでつくり、

M E N U
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手入力をするという手間のかかる作業を

調理担当社員スタッフ
尾崎賢也氏

続けていたが、今年 月からAirシフ
トの利用を開始した。ホール責任者で、

鶏肉をコチュジャンとともに炒め、溶けた
チーズに絡めて食べるチーズタッカルビ
は、日本で発明された韓国料理といわれ
ている。山本牛臓のチーズホットタッカル
ビは、スパイシーな味わいとマイルドなチー
ズに加え、ニンニクやキムチのトッピング、
ケランチム（韓国風卵焼き）などを添えた
演出などでブレイク。 柏店では、昨年末
に投入した、スタッフがテーブルで焼き上
げるサムギョプサルが人気となり、多くの
グループ客はタッカルビとともに注文を入
れる。安定したホールスタッフの確保がオ
ペレーションのポイントとなる。

シフトボードと連携して
スタッフも嬉しいAirシフト

当店の PA スタッフはほとんどが学生なので、調
理場ではまず、韓国料理の料理名や調味料をしっ
かり覚えてもらうことが必要になります。就活や卒
業時期を除けば、求人自体にはあまり困っていま
せんが、多いときには2 0 名位のスタッフ登録が
ありますので、シフト管理担当の芝野の仕事は
負担が大きかったと思います。Air シフトを使いは
じめてからは、作業時間が減り、「希望シフト収
集でだいたいシフト表が完成した」と聞くこともあっ
て、導入効果は大きかったですね。 私たち社員
もシフトボードを使って、休みの希望を Air シフト
に送っておりますが、
非常に使いやすい。
シフトボー
ドは、他店で使用した経験のある PA も多く、は
じめてシフトボードに触れる PA でもまったく問題な
く使えると思います。

導入店

PA のスマホアプリ「シフトボード」
から送られてくるシフト希望は、
シフト表に自動的に反映。
紙カレンダーへの書き込みや、表計算ソフトなどへの入力の手間や写し間違いなどの問
題も解決できる。時間帯ごとに必要な人数を設定しておけば、
最適な人員配置が可能に。
シフト希望叶え率もグラフ表示され、スタッフの満足感に繋がり、バイト継続率が高まる。
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