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モバイル事業構造変化への適応

今回店舗で初めて販売数達成率1位を獲得でき、本当に嬉しく思います。
ありがとうございます。12月はトップガンで清水さんが選出され、他のス
タッフも巻き込んで獲得の意識が上がったこと、また毎⽇の台数目標を全
スタッフが把握し、お客様に寄り添って提案が出来たからこそ大幅達成が
出来たと思います。今後も⾦メダルが獲得出来るように感謝の気持ちを忘
れずに質も量も⾼めていくように努⼒していきます。
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au流⼭おおたかの森
大浪副店⻑

その他、達成店舗はこちらです。1位目指して2月もがんばりましょう！

（達成率129.3％）

１2月度販売数達成



モバイル事業構造変化への適応

チャレンジボーナス表彰です！スタッフが目標達成意識を持ち、達成感を感じ、さらな
る向上を目指すために、各ショップそれぞれの指標をもとに、ランキング化する取組と
なります。歴代の獲得者の真似をしたり、コツを教えてもらったりして、ランキングが
少しずつ変化してきたようです。では各ショップの1月1位獲得スタッフへ、モバイル事
業本部⻑自ら⾏った店舗での表彰式の様⼦と⼊賞スタッフのコメントを紹介します。

今回、憧れでもあった初の1位を獲得することがで
き、大変嬉しく思います。そして、いつも信頼して
背中を押して下さる中村店⻑をはじめ、店舗の全ス
タッフの支えがあったからこそ月初から最後まで走
り続けることができ、感謝の気持ちでいっぱいです。
普段の手続きでは、お客様に記⼊していただく問診
票を活用して、目の前にいるお客様が普段どのよう
に使っているかなど細かくヒアリングすることを心
掛けております。それに合った提案と、プラスで何
か１つでも多くドコモのサービスを持ち帰って

第2位 荒井 千尋 さん
第3位 室町 友美 さん
第4位 加本 修一 さん
第5位 田村 健一さん

いただき、より楽しく便利に使っていただきたいという願いも込め応対しました。今回このように結
果として残せたことは自信に繋がり、更に成⻑したいと思うきっかけになりました。「どんな状況で
も明るく元気で、常にスタッフ一丸となって頑張る！」 そんなお店で最⾼の仲間と共に今月も１位
を目指します！
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モバイル事業構造変化への適応

今回、素晴らしい賞を頂きありがとうございま
す。先月注⼒した評価項目は、光、タブレット
でした。普段からご対応するお客様に対してイ
ンターネットや利用状況、家族のヒアリングを
必ず⾏い、提案する事を意識したことが、今回
の結果に繋がったと思っています。
今後もこの意識を継続し、スタッフランキング
の上位に名前が載るように、そして他のスタッ
フの獲得のバックアップが出来る人財になりま
す。最後に、私一人の実⼒でなくＭＧや店舗の
皆様の支えのお蔭で１月度のスタッフランキン
グ１位になることが出来ました。ありがとうご
ざいます。今後ともよろしくお願いいたします。

⻑南MG、陳さん、スタッフのお蔭で栄えある
賞を頂く事ができました。２ヶ月連続でランキ
ング１位になれたこと、本当に嬉しく思います。
本当に感謝の気持ちで一杯です。
自分の販売状況や各商材の獲得状況を毎⽇
チェックし、何が何件足りないか把握をし、今
⽇１⽇はこの商材を重点的に獲得しに⾏くなど
毎⽇１位になるにはどうすればいいか考えなが
ら仕事し、最後まで諦めず追いかけたことで１
位を獲得することができました。
これからも、学んだことを忘れずに１位獲得を
狙いに⾏きます。

第2位 栗原 修一さん
第3位 矢澤 美沙希さん

第2位 野⽼ 大海さん
第3位 鈴⽊ 一寛さん
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モバイル事業構造変化への対応
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THANK YOU MESSAGE
お客様より称賛の声

お客様の声【称賛の声】

ドコモショップ 篠原光さんより
「いらない」のではなく「しらない」だけ。この意識を接客する中で常に心
掛けてお客様に満足いただけるタッフになります。

ドコモ光にしてから携帯電話やタブレットの変更ま
で篠原さんが応対して下さったのですが、以前の契
約内容を知っていて、
とてもスムーズにこちらのためになる提案もして頂
きありがたかったです。やはり人だと思います。ま
たよろしくお願いいたします。

ドコモショップ 浅野美由紀さんより

お客様の声【キメゴコロ賞】
私が全くインターネットやスマートフォンに疎いため、 当して下さった浅野
さんは説明が大変だったと思いますが、嫌な顔一つせずかみ砕いて分かりやす
く何度でも根気強く説明して下さいました。

モバイルは私達にとっても、いつも身近にあるもの
なので、契約やお話しをさせて頂く際にはお客様が
分からないまま進めるのではなく、ご理解やご納得
頂いている事を確認しながら話を進めるようにして
います。



モバイル事業構造変化への対応
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ドコモ保険事業部
12月全国１位＆田邉峻Ｌ個人獲得部門全国１位！

ドコモ保険事業部 田邉俊Ｌより
店舗も個人としても1位を獲得できたのは保険スタッ
フの森さん、須藤さんが努⼒していたことはもちろ
んですが、やはりドコモショップのスタッフの協⼒
のおかげもあり１位になれました。あらためてです
がありがとうございます。今後も「ほけん」を通じ
て安心安全な未来を提案できるように精進してまい
りますので、応援宜しくお願いいたします。

ドコモ保険事業部が12月度全国１位獲得、個人獲得部門では田邉Ｌが全国１
位獲得とダブル１位を獲得しました！おめでとうございます!
田邉Ｌからコメントを頂いているのでご紹介いたします。

ドコモ保険事業部表彰



モバイル事業構造変化への対応
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平成30年1月19日（金） リニューアルオープン！

平尾副店⻑より

１月１９⽇に無事リニューアルOPENすること
ができました。ご協⼒頂きました関係各所の皆
さま、誠にありがとうございました。

今回のリニューアルは、２０２０年の５Gに向
けて、IoTを意識しています。Google Homeな
どの携帯電話以外のデバイスを扱い、より豊か
な生活を楽しんでいただけるよう、お客様のラ
イフスタイルをサポート出来るお店にしていき
ます。

au⻯ヶ崎



モバイル事業構造変化への適応

待ち時間にタブレッ
トでコンテンツの体
験ができます

大きく⾒やすく
種類が豊富に
なりました！

デモ機、アクセサ
リーをまとめてご案
内できます！

Google Home
設置でIoTを体験！
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モバイル事業構造変化への適応

au 表彰
茨城県内 スマートフォン移⾏率

auショップ神栖

第1位
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毎月神栖店のご紹介ありがとうございます。賞状
を持ち帰り、皆に共有すると素敵な笑顔で「嬉し
いです！」と言ってくれるスタッフばかりです。

auショップ
常総水海道

秋⼭副店⻑より

関東支社 auでんき 受付完了数
11月
12月 第1位

首都圏支社・関東支社 NW商品11月 第1位

（43店舗中）

（150店舗中）

（650店舗中）

宮沢店⻑より
au神栖

常総市は、ご年配の方でスマホに変えたいけど、
使いこなせるか不安というお客様がとても多くい
らっしゃいます。その不安を払拭する事ができ、
気軽に操作説明などでご来店頂けるように、ス
タッフ全員が分かり易いご案内を心がけてくれた
結果だと思います。
常総水海道のスタッフに感謝です！

自分のお店であるという気持ち
を持ってるからこそそう言った
言葉も出ますし、言葉も出ます
し、結果も出ると思います。こ
れからも自店愛を持って神栖店
の仲間（スタッフ）全員で頑
張って⾏きます。



モバイル事業構造変化への適応

2018年2月６⽇〜７⽇の２⽇間、Yahoo本社およびディズ
ニーリゾートにて交流会を兼ねたイベントがソフトバンク主
催で開催されました。全国の店舗より選出された200名の優
秀な店⻑、ECマスター、20年以上の⻑期勤務者のみが招待さ
れるイベントです。

SB松⼾⼆⼗世紀が丘が2017年８月〜11月にかけて関東エ
リアの店舗評価にて２位の⾼成績を収めたため、店⻑の⽯川
店⻑が選出されました。
貴重なイベントに参加された⽯川店⻑に感想を頂きました。

関東平均４６％に対し、１２ポイントも差をつけ５８％と優秀な成績を収め
ました！今後もソフトバンクの固定獲得にご注目！！

1⽇目はYahoo!本社にて本社⾒学や意⾒交換会、その後懇親
会にて、他代理店の方との交流を持つ事が出来ました。2⽇目
はディズニーリゾート内にてキャストの育成プログラムを学ば
せていただきました。スタッフとの⽇頃の取組が評価され、と
ても嬉しく思います。持ち帰った知識を⾏ へと繋げて、また
招待頂ける様に店舗一丸で取り組んで⾏きます！

クルーアワード2017

SB松戸二十世紀が丘
石川店長

固定加⼊率ランキング
関東代理店中 第2位 2017年4月〜11月
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モバイル事業構造変化への適応

スキル資格合格者
[ドコモ認定資格]

◆テクニカルアドバイザー

法人業務改善活 のスキル 当、中⼭さんと連⽇
ロープレを実施。ヒアリング項目を重点的に強化
しました。単純な販売提案からお客様の現状把握、
課題抽出のうえ、利便性アップや課題解決に結び
付けた販売に進化したいと思います。

ドコモ法人 野口誠一さん

ドコモショップ
内田篤史さん

◆法人グランマイスター

ドコモ法人 本橋拓人さん
試験対策として業務終了後にロープレに協⼒して
くれた法人メンバーに感謝しております。
お客様にとってのモバイル価値を⾼めるための働
きかけを意識してお役に⽴てるような営業を目指
していきます。
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モバイル事業構造変化への適応
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法人営業

法人をけん引している今もっとも旬なスタッフ

大北 隆文さん（入社２年目）

おおぎた たかふみ

ドコモ法人
野口誠一リーダー

２３期第４回

平成２８年度入社

アドバンス2年目、ドコモの法人営業歴は８年目の大北さん。
飄々としてるけど貪欲に取り組み、今では法人営業の中で影
響⼒大！！のスタッフです。今法人営業は端末販売に留まら
ず、ソリューション獲得も求められている中、率先して獲得
し、部署全体にもいい刺激を与えてくれています！
そんな大北さんを紹介します！

普段からとても明るく元気なムードメーカーです。
少しおっちょこちょいなところもありますが、チームワークを大
切にしてくれ、ここ一番の時にはお笑いパワーを発揮しチームを
活気づけています。取引先でもとてもかわいがってもらっており
同⾏訪問した時なども、取引先からの愛情を感じます。アドバイ
スに対しても素直に受け⼊れ吸収する姿勢があり、現在は「安定
感」をテーマにがんばっています。
まだまだ「伸びしろ」がある大北さんに今後もご期待ください。

〜ソリューション導入企業のお客様(Ｋ栄サービス様)からもお声を頂きました〜
いつも元気に訪問してくれます。携帯の事だけでなく、事務所のＩＴ環境を相談でき
るので大変助かっています。これからも、⻑いお付き合いをお願いしていきたいです。
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人財の育成

Ｑ１. 輝くス ッフ認定の感想を聞かせて下さい。

とても光 です。ここ最近は自分の予算とエリアの成績をど
うしたら達成出来るかで頭がいっぱいだったので、やってい
る感はありましたが、他からの評価をいただけて光 としか
いいようがないです。

Ｑ２．法人営業として常に心がけていることは何ですか？

結果を出すこと

Ｑ３．他社から転職してきましたが、アドバンスを
どう思いますか？

組織、環境、社員ス ッフがいいです。チャレンジできると
ころ、また、MBOで自己評価をきちんと申請できるところや、
立ち位置がフラットで公正公平なところが特にいいです。

Ｑ４．尊敬する人はいますか？ もしいたらどういう面を尊敬していますか？

野口Ｌ：
誰に対しても公平、それからきちんとコミュニケーション
をとってくれるところ。

坂本ＧＭ：
深い所まで考えていて、経営理念と考え方が合っていて
とても勉強になるところ。 なおかつ面倒見がよいところ。

山浦ＧＭ：
営業として天性の人でたぶんどうやっても勝てない人、
憧れの存在。

（ 直接の上長ばっかりですねぇ… 編集部 ）

Ｑ５．法人ス ッフもしくはアドバンスのス ッフに
伝えたいことはありますか？

続けていれは必ずいいことがある、と言いたいです。

他の企業で働いた転職組だからこそ、アドバンスの良さ
が分かっていると思います。アドバンスには勉強できる
フィールドが沢山あります。活用すれば自分の成長に絶
対つながるので貪欲に使っていくといいと思います。

Ｑ６．今後アドバンスの中でどうしていきたいですか？

２年間働いてきて、ス ッフＡ、そしてリーダーとしても
やってみたいと気持ちが変わってきています。今は上長に
指導を受ける側ですが、今後は自分がマネジメントもする
側になって現場を引っ張って行きたいです。
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明るく前向きにアドバンスを活用し成長している大北さん。
２３期４人目の輝くス ッフに認定します！



人財･グローバル事業の推進

グローバル事業
留学⽣JOBsからの

内定者をご紹介！
【留学⽣JOBsとは】
将来、日本企業は世界との競争に勝ち残るため、

海外の人財の育成・確保・活用をしなければなりま
せん。同時にアドバンスの23期の基本方針にも、
人財ビジネスの推進を取り上げています。そして株
式会社商輪と連携して、在日外国人を対象とする
就職支援を⾏うため「留学⽣JOBs」を⽴ち上げま
した。留学⽣JOBsの目的は、在日留学⽣の能⼒
を⾼め、就職率をアップすることを目指しています。【就職セミナー】

◇ジュンさんよりコメント◇
私は、留学⽣JOBs就職セミナーへ参加させて頂き、毎回、新しいことを勉強することが
できました。また、社会人勉強会にも参加させて頂きました。学⽣と社会人の違いを理解
でき、ビジネスマナーやビジネスメールの書き方などについても学ぶことができました。
⽣井沢さん、劉さん、ソンさんに就職活 中からご指導を頂き、これから社会人として

必要なことが身につけられ、感謝しております。
最後に、私も後輩達に就職活 をする上で必要なことを発信していき、また留学⽣

JOBsの紹介をさせていただきます。
◇タオさんよりコメント◇
⽣井沢さん、劉さん、ソンさんにご協⼒を頂き、誠に有難うございます。就職活 中、
会社を探したり、エントリーしたりすることで困っていました。そんな中、留学⽣JOBsで就
職セミナーや社会人セミナーなどを⾏っていることを知り、参加し、たくさん役に⽴つことを学
びました。そして無事に内定が決まりました。
私だけではなく、就職活 中の留学⽣にとって留学⽣JOBsは絶対に必要なものです。

今後、留学⽣JOBsを後輩たちへ紹介していきます。

第⼀回留学⽣JOBs⼊社前セミナー開催

【タオさん】【ジュンさん】

【学⽣と社会人の違いについてワークショップ】

【セミナー受講中】

【ジュンさん】

インタビュー 画を配信中です。
ぜひご覧ください！

【タオさん】
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人財の育成

2018年度新卒入社準備中！

１月14日（日）に、2018年度新卒スタッフのうち、⾼卒スタッフ向けの研修を⾏
いました。「⾼校⽣から社会人への切り替え」、「働くことについて」を中心に、山田常務
が講義を⾏いました。

①高卒スタッフ向け研修開催！

また、⼊社前の不安を拭えるよう、昨年度⼊社スタッフとの座談会を⾏いました。
⼊社の決め手から、⼊社してみて感じたこと、これからの目標など。
先輩スタッフの話を聞き、「１年後、自分もあんな風になりたい！」「不安はたくさんある
けど、一⽣懸命頑張りたい！」という感想があがりました。
2018年度の⾼卒スタッフは５名です。
フレッシュな⼒が、店舗の新しい風になることでしょう。

＼DS佐貫店 原田さん／

②⼊社前説明会開催！
２月１日（⽊）、内定者向けの⼊社前説

明会を開催しました。
ここでは⼊社書類の説明の他、配属先の通
知をしました。
皆さんの店舗にどんな新人スタッフが配属にな
るか、楽しみにしていてくださいね！
３月の導⼊研修を経て、４月以降店舗配属
になります。
受け⼊れやフォロー、よろしくお願いします！
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人財の育成

環境の変化対応塾
23期第四回アドバンス塾

【講 師】
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夏野剛先⽣

在籍の⻑いスタッフが、ウンウンと頷きながら昔を
懐かしみ、これからの自分を⾒直すきっかけとなっ
たり、効率化とはどういうことか、業務を進める上
でのヒントとなったりと、有意義な時間を過ごした
講義となりました。参加者の声をいただきましたの
でご紹介します。

開 催

私がアドバンスに⼊社した頃は、通話機能だけでオプションサー
ビスも留守番電話くらいしかありませんでした。スマホが普及し
始めたこの数年で、変化は更に拍⾞がかかり、数多くあるｻｰﾋﾞｽや
機能をお客様に提案していくコンサルティング要素が強くなって
いきました。近い未来にはAIやIoTなど新しい技術が登場してくる
事で、私達が提案するサービスも更に大きく変化していくのだと
思います。変化への対応塾の参加を通して、この変化の流れに遅
れる事無く、自分自身も更に成⻑・進化をし続けて⾏かないとい
けないと強く感じました。

ドコモショップ
中村真佐志さん
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４月おすすめ講座

ADF活用！SMBCセミナー案内

18⽇（水）うっかりエラー防止の具体策
23⽇（月）すぐやる＆やりきる！「⾏ ⼒」養成講座
26⽇（⽊）「頼りになる部下」の考え方と⾏

人気講座はすぐ定員になってしまいますので、申込みはお早めに！
上記以外の講座は、左のQRコードから確認できます。
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2018年度 SMBCビジネスセミナー
定額制クラブガイドが更新されました

SMBCセミナーHPにて2018年度
（2018年４〜2019年３月）のプロ
グラムが更新されました。

HPよりPDFで年間スケジュールも
ダウンロード可能です。

人気の講座は早めに申し込みをしないとすぐ定員になってしまいます。数か月先まで受講したい
講座を確認しておくと、みなさんの自⼰啓発のスケジュールも⽴てやすくなります！

Vol.204
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２３期社員旅⾏

23期、最初の社員旅⾏、⾹港旅⾏が2月7⽇〜10⽇の3泊4⽇で実施されました。

香港に⾏ってきました
2018.2.7〜2.10

Vol.204 18

百万ドルの夜景
ビクトリア ピーク
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ライフワーク充実

Vol.204 20

2月5日第33回アドバンスカップが、

茨城県の「ザゴルフクラブ竜ヶ崎」に

て開催されました！

Advance CUPGolf Tournament
風もなく穏やかなゴルフ日和のなか、

参加の25名で楽しい一日を送ることが

できました。

当日、同じ組の寺田ＧＭ、 子ＭＧのご指導もあり良い結果が出せま

した。アドバンスカップがきっかけでゴルフが上達することができ、

プライベートでもよくコースに出るようになって充実しています。初

心者でも、優しく教えてもらいながら楽しくゴルフができるので気軽

に参加してみて下さい。次回も優勝できるように練習して臨みます。

幹事様、並びにご参加の皆様、誠にありがとうございました。

第33回アドバンスカップ優勝者
飛田 真弘さん（ドコモショップ）


