
---【質問】----------------------------------------------- 

1. Richmond にある洗車屋のロケーションは、通勤面においていかがでした

か？ 

 

2. 高級車を含むお客様の車を扱う上で、注意したことや学んだことを教えて

ください。 

 

3. 飲食店等の他のサービス業と比べて、洗車屋での仕事や言語環境にお

ける魅力は何ですか？   また、それらの点から得たことを教えてください。 

4. 日本に帰国されてから、今のあなたの職業や生活に生かされていること

を教えてください。 

   ＊その他貴重な体験談や、おもしろ話があれば！ 

---------------------------------------------------------- 

 

 

【K くん】 

 

 

1.スカイトレインの駅から近くて便利です。 

 

2.普段見られないような車に触れられて、とても面白かったです。 

はじめはそれほど興味がなかったですが、みるみるうちに車が好きになりま

した。 

 

3.僕が仕事を初める前は語学力がなくて不安でしたが、 

初めのうちは、日本人スタッフの方の優しい指導で語学力の心配をせずに

仕事を覚えることができました。 

また、経験を重ねていくうちに、外国人スタッフとコミュニケーションをとる機

会が増え、語学力を鍛えることができましたし、外国人の友達もたくさんでき

ました。 

 

4.日本では休学していた大学生活を再スタートして、専門の勉強をしていま

す。 

以前では、読まずに諦めていた英語の資料でも臆することなく活用して勉強

に生かしています。 

 



--------------------------------------------------------- 

 

【A さん】 

 

1:A→私は NEW WEST に住んでいましたが、バスで問題なく通えました。 

 

2:A→忙しい時ほど、慌てないで作業するという事は常に心がけていました。 

 

3:A→仕事に関しての魅力は、日本では滅多に見られないような車に出会え

ます。（高級車だけでなく（笑） 

また、言語面については、私が働かせていただいていた頃は日本人と日本

人じゃない人とのバランスが良く、とても楽しかったです。 

２つの事から得られたのは、日本ではまず体験出来ないであろう時間です。 

 

4:A→まずは英語です。そして、洗車屋さんでの経験のお陰で状況判断や瞬

時に考える力がついたように思います。 

 

------------------------------------------------------------- 

 

 

【Y くん】 

 

 

1: 

A:あまり公共交通機関が発達してなくて、一人一台車を所有することが当た

り前の沖縄出身の自分にとって、通勤時間、電車で 30-40 分はきつかった

ですが、とてもいい経験になりました。 

 

2:  

A:自分も車好きで、とても車を大切に乗るので、お客様も車をとても大切に

されていると思い、できるだけ丁寧に、きれいに仕上げてあげられるようにし

ました。 

 

3:  

A:車好き目線から言わせてもらうと、サイコーにクールないろいろな車と触

れ合えて感激の連続でした。車好きには、たまりません！ 



カナダ人スタッフとの出会いもあって、一緒に働いているうちにどんどん親

交も深まって、一緒に飲みに行ったりと、英語力を伸ばす上で大きく役立っ

たと思います。 

 

4:  

A:現在、ゲストハウスを経営していて、いろいろな外国人ゲストと話す上で

欠かせない英語力のベースを構築することができたと思います。 

 

補足 

元同僚のカナダ人スタッフ、ショーンのウィスラーの別荘へ遊びに行って、た

くさんお酒を飲んで、ソファで寝た翌朝のこと 

顔を洗おうと鏡を覗き込むと・・・。 

 

いつの間にか、眉毛もつながって、髭もすごい成長していてとても驚いて悲

鳴をあげたのを覚えています！ 

『あいえなー！！（なんじゃこりゃー）』 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=279193872201206&set=t.10000

3123842978&type=3&theater 

 

------------------------------------------------------------ 

 

 

【F くん】 

1: Richmond にある洗車屋のロケーションは、通勤面においていかがでした

か？ 

最寄り駅から歩いて 10 分程の距離にあり、道の角に位置するので見つけ

やすく通勤するのにさほど困ることはないと思います。実際、方向音痴の僕

でも面接の際に迷うことなく辿り着けたのでロケーション自体に問題はない

と思います。ただ、No.3 Street からみて反対側にある別の洗車屋さんが同

じような広告で同じような内容の募集要項を載せており勘違いして違う方の

洗車屋さんに面接に行ってしまう人が少なくなかった（※僕が働いていた 2

年前の時点での話）ので、今の広告がどんな感じかはわかりませんがはっ

きりと差別化できるものを提示できるといいと思います（洗車屋のことを全く

知らない人からすれば写真を見ても両社の違いがよくわからない可能性も

十分にあるので）。 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=279193872201206&set=t.100003123842978&type=3&theater�
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=279193872201206&set=t.100003123842978&type=3&theater�


 

2: 高級車を含むお客様の車を扱う上で、注意したことや学んだことを教えて

ください。 

洗車屋さんに雇われてお金を貰っている以上、その対価として常にプロ意

識を忘れずに働くよう努めていました。その意識は高級車に限らず、です。

しかしいくつか例外があり（長い間お世話になった社長ファミリーとマネージ

ャーには本当に申し訳ないですが…）、お客様の性別と年齢、車の車種と車

内の散らかり具合、そして会話した感じの雰囲気からどこまで綺麗に仕上げ

るかの“程度”を推し量っていました。例えば、個人的な経験上、ベンツやレ

ンジローバーに乗っている中国系の 30 代以上の女性は割と車内が散乱し

ていることが多く、このようなタイプの場合は高級車に乗っている意識が割と

希薄といいますか、比較的物事を全体像で見る傾向が強く細部には気を配

らない、気は配れるけれどあまり気に 

しない大雑把な性格の人が多いので、とても忙しい時間帯には全体像で見

て 80-90%の仕上がりになったところで自分の担当箇所を終えて次の車に移

るようにしていました。逆に男性の場合（特に彼女や友達連れ）は時間がな

くても可能な限り特に細部が綺麗に仕上がるように気を使っていました。基

本的に男性は自分の良い持ち物に対しての意識や自己顕示欲が高めであ

り、また同乗の彼女や友達は第三者という客観的目線で車の変化について

見渡すことができる傾向があるので、綺麗に仕上げた個所もしくはきちんと

仕上げられていない部分について車の持ち主と意見を交換する可能性が

十分に考えられ、自分の担当個所が後に洗車屋のネガティブな評価に繋が

らないようなリスク管理をしていました。相手に合わせ 

てこちらが施すサービスを柔軟に変化させていくことはマニュアルに書かれ

ていないことなので当然自己責任に繋がりますし、そのような自己判断によ

るリスク管理はお客様が抱く会社の評価に直接または間接的に影響するこ

となので、一見ただの体力仕事に見えて実は頭を常にフル稼働し続けるこ

との重要さや意味合いについてここで学ぶことができますし、そしてそれは

これからどのような仕事に就いたとしても必ず求められることだと思います。 

 

3: 飲食店等の他のサービス業と比べて、洗車屋での仕事や言語環境にお

ける魅力は何ですか？ また、それらの点から得たことを教えてください。 

仕事に関して、屋外の仕事なので夏はそれなりに暑く冬は肌寒いなど多少

天候に左右されることは否めませんが、かなり体力が付くと思います。それ

に十分な汗をかくことが期待できるので、筋トレや走ったりなどのワークアウ

トをしなくともかなり体を絞ることができます。理想通りに体に筋肉が付くか



はわかりませんが、ワークアウトでも落ちづらい無駄な脂肪は確実に減らせ

ると思います。 

言語環境については良くも悪くも結局のところ本人次第です。本人がより英

語環境を求めているのならよりお客様と話せるポジションで働けるよう自ら

仕向けていくでしょうし、一緒に働くカナダ人は日本語訛りの英語で会話す

ることや日本人と働くことに多少理解があるので勇気を出して一歩ずつ会話

の回数を増やしていけば距離は縮まりやすくなりますし本人が求めている

環境に近付くこともできます。私自身はたくさん話したいものの、リスニング

が苦手なこともあり英語で会話を広げていくことがあまり得意ではなかった

ので、会話の中身や質より量を増やしていく意識を持つなど自分の苦手部

分を逆に活かす形にすることで、簡単な表面上の会話であっても向こうから

も声を掛けやすくする雰囲気作りを大 

切にしていました。 

どの仕事に対しても言えることですが、良い面・悪い面の両方があります。

私の経験上ですが、きつくて辛いと感じる仕事場で形成される人間関係ほ

ど強固な信頼関係はないと思います。私は疲れてくると段々と喋る回数が

減り余計に塞ぎ込んでしまう癖やよく集中力を欠いてしまうことが欠点なの

で、自分が本当にきつくてもう限界だと感じたときはよく深呼吸して周りを見

渡し、周りの仲間やお客様に話し掛けることで一旦気持ちをフレッシュな状

態にするのと同時に、一緒に汗を流して働いている仲間の存在を目に焼き

付けることで自らを何度も奮い立たせていたことに加えて、マネージャーが

頻繁に担当部分を入れ替えてくれるので、飽き性の私は常に新鮮な気持ち

で仕事に励むことができました。そして一 

生懸命働くことは当然のことながら、どうしたら皆が楽しく笑いながら働ける

環境に出来るかを常に考えておりよくはしゃいでいたのですが、真面目に仕

事をしている以上スタッフの方も大目に見てくれましたしお客様からポジティ

ブな評価を頂くことも少なからずありました。一定の仕事倫理や規律を共有

し同じクオリティーを保ちながら働けることが日本人の特性でありますが、そ

れをしっかりとこなしながらも良い意味でどこか遊び心を持つこと、その両方

を分かち合える仲間との信頼関係を築き上げながら上述の自己責任の範

囲内でお客様に合わせたサービス形態を柔軟に変えられるという、日本・カ

ナダ両方の働き方を体験できることが洗車屋で働く魅力だと思われます。 

 

4: 

長文でなんだか疲れてきたのと、日本にまだ帰国していないという理由でこ

の質問への回答はナシで！笑 



上の文章は自由にカットして編集して改ざんしても構わないですｗ 

あ、でも焼肉とか冬の鍋、定期的にある差し入れはほんと激アツでしたよ！ 

あの気遣いはマジで気持ちの面でめっちゃデカかったと思います！ 

ではではー！ 

 

------------------------------------------------------------ 

 

【T☆さん】 

 

１；駅から近くて、別に問題はありませんでした。立地は良いと思います。交

差点に洗車屋、２面から洗車屋を観察でき←お客さんの立場から、ビジネス

的には最高に場所ではないでしょうか。☆ また、私は仕事おわりに、よく買

い物をして帰ってました。CHINESE の Grocery SHop もあるし、 駅前には

ショピングモールがあり、必要な物は、帰りに立ち寄って帰れる。 

 

２；注意した事は、まず車を前へ出すときには、ブツけないことを１番意識し

てました(高級車はプレッシャーありました)。 あとは、他のスタッフ、またお

客さんの気づきにくい場所も綺麗にしておく、あとは価格以上のサービス精

神、実行、お客さん平等にと。別に金持ちであろうが、会員さんであろうが、

いちげんさんであろうが、私の中では平等を持ってました。かすがいさんは

何か一人で、言うてたけど、私とは違う考えでした。 自分はそんな感じでし

た。 

 

３；言語環境は極端に言うと、別に英語が喋る事が苦手、自信がなくても問

題なし。 洗車屋の、お客さんからしての魅力は日本人スタッフかな。きちん

とする。綺麗な仕事をする。信頼がある。 日本人としてのブランドがあり、

日本人は大いに Benefit です。 あとはもちろん英語喋べれて楽しくお客さ

んとコミュニケーションが取れたら最高。日本人スタッフっていう点は大きい

よ。洗車屋と PIT LANE の特典やね。 

 

４；日本には帰国してないけど、洗車屋での経験は、私は当時、車には興味

がなかったけど、高級車アストンマーチンチンが好きになりました 𑠀 

。 仕事での経験・パフォーマンスから・その時、持ってたサービス精神から

は、 お客さんが見てないと思ってても見てるとおもって。 またそれを超え

て、逆に私達の洗ってる姿・パフォーマンスから、並んで待ってもらってる時

間を暇だと感じさせない、思わせない動作(プロっぽくパフォームする)。安心



して任せて退屈させない事をうむことを考えてたかな(自分の中では)。 厚

かましく言うと、私達(私)のパフォーマンスでお客さんに理解し、お客さんを

育てる。自分はそこで OWN スタイル(オリジナルな文化をと)、自分への仕事

以外での見せる・信頼・お客さんに対して・飽きさせない・仲間スタッフに対し

ても楽しく・怪我を負わせない・トラブルを起こさない最前線で、楽しくフザケ

タリも、雨の日はク 

イズ大会もしてたかな。スタッフのメンテナスも意識してたかな、もちろん私

自信も楽しんでたけど。色んなプラス＠を思い実行してた試してたかな。  

それは今でも何処ででも働く時、旅での仲間に対しても、思います。 仕事

は誰でもできる。 人々(スタッフ(仲間)・お客さん)が求めてるのは、｛＋＠｝ 。 

そんな感じで今は台湾で旅の休憩をしてます。  以上。 

あとは、適当に纏めて、抜粋して、捨ててちょ。  𑠀 ❤ 

 

------------------------------------------------------------ 

 

【S くん】 

 

1.実際、joyce station の近くに住んでたんで遠かったですけど、洗車屋の皆

と帰ったり、ダウンタウンで友達と会ったりしてたんで、あまりしんどいなとは

思わなかったですね。日本にいたら、しんどいと思うんですけど、カナダにい

たら、時間の感覚がちがってましたね。 

 

2.時間に追われてた最初の頃は、早くやらなって感じで、考える余裕なかっ

たですけど、慣れていったら、お客さんがよく見る箇所とか気をつけてほしい

所が教えてもらったりしてたんで、気をつけた感じですね。チームで、やって

る仕事やと思うんで、声を掛け合うのは大切かなと思います。 

 

3、かなり体力仕事で、真夏とか真冬の時はほんとに倒れるかと思うくらいで

すけど、人に恵まれてたと思うので、働いていけてたなと思いますね。英語

が自分は全然話せなかったんで、最初はお客さんとか Justin とか Sean の

言ってることもあんまり分からなかったですけど、何回も聞いたり、経験する

中で、分かることもあったので、英語に自信のないワーホリの人でも働きや

すい、程よく日本語、英語環境の様に思いますね。 

 

4.はっきり言って、今全然日本語環境で働いてるんで、活かせてるのかなっ

て感じですけど、海外に行って接客業の仕事して、やっぱり自分接客業が



好きやねんなって自己認識できたんで、その意味では良かったなと思いま

すね。洗車屋は常に人手不足って感じでしたけど、村田さんのまずはやって

みっていうボスがいて、ほんとに働きやすかったなって思いますね。最低限

の仕事をしたら、あとは自主性に任せでもらった感じで、新人教育も経験し

たりと、色々やらせてもらって、そういった経験は日本でも、活かせてるのか

なと思いますね。 

 

 

----------------------------------------------------------- 

 

【K くん】 

 

1: ダウンタウン(VCC 駅)からの通勤でしたが特に不便と思ったことはなかっ

たです。 

家が駅までそんなに遠くなかったこと、ダウンタウンから郊外に出るため電

車もあまり混んでなく座れたので通勤面で不満は特になかったです。 

 

 

2:  

・パワーウォッシュで塗装が剥がれないようにする 

・ソープミットでトランク付近のエンブレムなどを引っ掛けないようにする 

・ソープのミットにゴミなどがついていないか確認 

・リンスのときやパワーウォッシュのときに窓が閉めてあるか確認 

・インデックスのときに車内の装飾品に当たらないようにする 

 

車体によって汚れやすい部分や壊れやすい部分が違うので、より多く洗うこ

とによってソープやパワーウォッシュの精度があがると感じました。 

 

3:  

・仕事について 

他のサービス業も立ちっぱなしのところもありますが、洗車屋はどちらかと

言うとスポーツに近いと思います。特にソープをやるとき。 

わざわざ筋トレやダイエットをする必要はなくなるので、体動かしてお金を稼

ぎたい人にとってはいい仕事だと思います。 

 

 



・言語環境について 

働くメンバーにもよりますが、自分が話そうと思えば話す相手がいる環境な

ので自分次第だと思います。お客さんとも英語で話しますが、難しい単語は

使わないので比較的すぐに慣れ、スタッフのカナダ人も日本人の発音に慣

れているので、話すのが非常に楽でした。 

 

 

4:  

車の車種やブランドについて詳しくなったので、車好きの人と話しが弾むよう

になりました。また、英語もジャスティンと話して英語を話すことへの恐怖心

がなくなり、そのおかげで英語が上達するのが早かったと思います。 

（まだカナダにいます） 

 

 

-------------------------------------------------------------- 


