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モバイル事業構造変化への対応THANK YOU MESSAGE

お客様の声【キメゴコロ賞】
笑顔で親切・丁寧に応対してくれました。

結構無理難題な事があったと思いますが、そ
の都度最善方法を提案してくれて、なおかつ
スムーズに進めてくれたおかげで予定してい
た時間よりもずっと早く終わったので大満足
です。

今回キメゴコロ賞という大変名誉ある賞を頂きまして私自身とても驚いて
おります。今後もお客様に満足して頂ける応対を心がけ、またドコモショッ
プ水戸南店に行こうと思って下さるファンの方を1人でも多く増やせるよう努
力して参ります。

ドコモショップ 丹野紗希さんより

称賛の声を頂き大変嬉しく思っております。今回のお客様からの有難いお言葉
に、未来に繋がる応対の重要性を改めて気付かせて頂きました。今後もお客様
の明るい未来と笑顔のため、努めてまいります。

ドコモショップ 菅野香織さんより

お客様より称賛の声

お客様の声【称賛の声】
友人が手続きをするため付き添いで伺い、私は見て

いただけだったのですが、担当者の菅野さんは子ども
を抱っこしている付き添いの私の事までも気遣ってく
れ、さらにスマートフォンについて無知な私の質問も
聞いてくれて、一つひとつ丁寧な説明とお得な案内を
してくれました。
私の子どもが大きくなったら、菅野さんがいるこち

らの水戸南店でキッズケー イを購入したいです。
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モバイル事業構造変化への対応

お客様の声【キメゴコロ賞】
いつ行っても気持ちのいい接客です。親切丁寧、安心迅速です。ドコモショップの

応対はいつも参考にしています。何を聞いても回答してくれるし、

うまく質問出来ない時も質問を汲みとってくれて大変満足のいく回答が得られあり

がたかったです。

今回このようなお声を頂戴し、大変嬉しく

思います。これは私だけの力ではなく、水

戸南店全員に頂いた言葉と思っています。

自分一人で頑張っても店内の雰囲気が悪

かったり、最初に声をかけるフロアス ッ

フとの相性が合わなかったりすれば取れる

ものではなかったはずです。今後もお客様

に満足してもらえる応対を目指します。

ドコモショップ
助川純一さんより

お客様の声【キメゴコロ賞】
声をかけてくれたス ッフの方に、前回と同じ担当者の市毛さんをお願いしたとこ

ろ、すぐ対応してくれたので嬉しかったです。利用状況や料 プランを確認し、私

に合った提案をしてくれてとても満足しています。手続き時間も最初に伝えてくれ

たので、長時間でも苦にはなりませんでした。ありがとうございました。

ドコモショップ
市毛詩歩さんより

この度は、キメゴコロ賞という素晴らしい賞を頂

きとても嬉しく思います。私は入社当時の目標で

1日1人は私宛で来て頂けるようなファンを増や

すと宣言しました。今回のように以前受付したお

客様がまた、私の所に来て頂けたのは目標である

沢山のファンづくりに近づけている証拠だと思い

ます。今後も1人1人のお客様と楽しくまた来た

くなるようなお店を目指して、ファンを増やして

いきます。
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モバイル事業構造変化への対応

私が普段お客様応対で気を付けていること、心掛けていることはfor

youな接客です。お店の目標、個人の目標もありますが「獲得しよ

う」という接客ではなく「お客様により良いサービスをご提案、ご案

内しよう」ということを心掛けています。

今後も継続し、より良いサービスをご提案できるように頑張ります。

ドコモショップ 野口亨さんより

お客様の声（お手紙）

DS上野駅前店の野口さんが、お客様より感謝のお声をいただきましたので
ご紹介します。

お世話になっております。先日は恥ずかしい記憶違いで多大
な御面倒をおかけしてしまい、あらためてお詫び申し上げます。
今回の購入や光サービス変更等は、担当が野口様だったからか
もしれません。ありがとうございます。ほんの気持ち受けとっ
ていただけたら幸いです。渋谷ハチ公のイース ーバージョン
マカロンです。クッキーはお手伝いして下さった研修生の方に
お渡しいただけたらと存じます。今後とも御指導の程よろしく
お願い致します。

VOL.185 5



モバイル事業構造変化への対応

お客様の声【キメゴコロ賞】
木村さんには本当に良く応対して頂きました。
デー 消去ができず下取りができないという時にも、何
か良い方法がないか一生懸命探して下さる姿にとても感
動しました。満面の笑顔で、受け答えも非常に良かった
ので、同じサービス業に就く者としてその接客姿勢を見
習いたいと思いました。娘も窓口にある接客満足時に渡
すコインを二枚あげたいくらいだと言っていました。

今回はこのような賞を頂き大変嬉しく思います。日頃から意識しているのは、
「お客様のために最大限何が出来るか」「いかにしてお客様に楽しい時間を過ご
してもらえるか」ということです。店舗の先輩ス ッフにはいつも受付時の笑い
声とリアクションの大きさを指摘されていますが（笑）これからもお客様に楽し
んで頂けるよう頑張ります！

ドコモショップ
木村悠佳子さんより

ドコモ本社の端末サービス部から感謝状をいただきま
した！これは故障受付時に故障症状の再現手順の入力
がとてもわかりやすく模範的な内容だった為、今回感
謝状という形で表彰されました。

この度はこのような賞を頂き、大変驚いております。普段
の応対の中でのオーダー投入の内容が、ドコモのサービスの
品質向上やとの機種をご利用されているお客様のお役に立て
た事をとても嬉しく思います。これからも先輩方に教えて頂
いた知識を活かして応対に励んでいきたいです。

ドコモショップ
丹野紗希さんより

感謝状授与

VOL.185 6



モバイル事業構造変化への対応

今回、お客様からこの様なお声を頂けて嬉しく思います。待ち時間は、どうし

ても課題になってしまいますが、いかに今の時間も応対に入っているかをお客様

に伝えるかそして、伝わるかを私自身は意識しています。フロア応対が不満に

なってしまう事もありますのでその点を今後も意識して取り組みしていきます。

ドコモショップ 浅野美由紀さんより

お客様の声【BFO賞】
混雑しているなかでも、待ち時間を短縮す
るための工夫をしていると思いました。当
初３時間と言われた待ち時間も、実際は１
時間半程度であったと記憶しています。
ス ッフの皆様のご対応も丁寧で、気持ち
よく利用させていただきました。

お客様の声【BFO賞】
予め待ち時間に新たな契約プランや変
更内容を受けてからカウン ーでス
ムーズに話が進んだこと

今回ベストフロアオペレーション賞を頂き誠に有難うございます。お客様に伝
わる言葉で伝える事を意識して仕事に取り組んで参りました。 自分にとっても
お客様にとっても最高な時間をお届け出来るよう精進して参ります。

ドコモショップ 鈴木正弘さんより
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人財ビジネスの推進

グローバル事業

「berrymobile」は、a２netwook
が運営する通信サービス名です。タイで活躍する日本人
向けにモバイルの販売をしています。

現在タイへ出向し、アドバンスと資本提携している
『a2ネットワーク』が運営する「berrymobile」で
働いている松元さんの様子をご紹介します！

◆berrymobile◆

タイ生活８ヶ月

松元さんインタビュー

仕事編
①仕事での面白いところ、やり甲斐は何ですか？

ベリーモバイルは、通信キャリアとして独⽴している為、独自の通信プランやサービスを
策定でき、ルール作りや改 善も独自に決める事が可能でフラットな組織で活 していま
す。iPhoneも店舗で独自に修理をするなど日本のキャリアショップでは⾏っていない業務

もあり、業務に従事しながらこれらの活 に携われるが⾯⽩くて刺激的です。

元ドコモショップスタッフ

②1日のスケジュールは？
09:30 出社、開店準備
10:30 開店
11:00〜13:00 交代でお昼休み
18:30 閉店〜1日の締め作業
19:00 退社

ベリーモバイルでのお仕事について
聞いてみましょう！

③通勤時間、方法は？
電⾞でひと駅の移 です。
移 時間は約10分です。

松元聖啓さん

生活編
①タイでの生活を一言で言うと？

とにかく暑い！
②タイの言葉がしゃべれないと生活できないですか？

地域や場所によりますが、バンコクではタイの⾔葉が話せなくても問題なく⽣活できます。
日本語情報も多いので不便に感じる事も少ないですが、話せたほうが⾯⽩いと思います。

③休日は何をして過ごしていますか？
ソフトボールのクラブ活 をしています。バンコクには、沢山の日本人チームがあり
大会も開催するほど盛んです。連休には、いろいろなところへの旅⾏も計画しています。

④タイ料理で苦手なものはありますか？
⾟い料理！タイ料理は、⾒た目はマイルドでも⼝に⼊れると⾟い料理もあってギャップが
ある料理は苦⼿です。

もっとタイでの⾔語や文化を学
んで、さらに他の東南アジアで、
日本やタイとの、⾔語や文化の違いをたくさん
学びたいです！
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人財ビジネスの推進

アドバンスワーク

豊田典康さん(本部⻑)
スタッフ紹介

〒150-0042
東京都渋谷区宇田川町
１９５ 山手マンション４F
Apple Store 渋谷前にあります。

小松崎修さん(ﾘｰﾀﾞｰ)岩田泰聖さん(部⻑）

アドバンスグループの人財堂とＭ＆Ａで仲間になったAMIワー
クスタッフを統合し仲間になった「株式会社アドバンスワー
ク」をＱ＆Ａ方式でご紹介します！

Advance group 今月紹介するのは
アドバンスワーク！

A.主に携帯電話業界を中心に、各種人財サービス（労働者派遣事業・職業紹介事業な
ど）を⾏っています。わかりやすく表現すると、就業スタッフと取引先企業との「架け
橋」です。就業スタッフが求める仕事条件と、取引先企業が求めるスタッフのマッチン
グを重視しており、就業後に「こんなはずではなかった…」というミスマッチがないよ
うに、満足して就業してもらうことを心がけています。

Ｑ１.アドバンスワークは、何をしている会社ですか？

Ｑ２.派遣業は、どんな働き方がありますか？
A.登録型派遣（派遣社員）と常用型派遣（正社員）の２種類に分かれます。どちらの
働き方でも専任の 当者が付き、目的などを共有しながら伴走します。就業先にも定
期的に訪問しますので、普段⾔えない愚痴や不満を聞いたり、就業先でトラブルが⽣
じた場合は就業スタッフの代わりに対応・解決することもあります。

◆登録型派遣
希望する条件の仕事が⾒つかり、就業が決まった際
にアドバンスワークと雇用契約を結びます。

給与は時給制です。突然の部署異 など、あらかじ
め定められた就業条件が変わることはなく、自分の
希望や都合に合わせた働き方が可能です。

◆常用型派遣
アドバンスワークの正社員として雇用契約を結び、
指定の派遣先企業・就業場所で就業します。

給与は月給制です。アドバンスワークでは昨年か
ら常用型派遣の取り組みを開始しましたが、スキ
ルアップのための社内研修制度を強化しており、
将来的なキャリアアップや自⼰成⻑を視野に⼊れ
て就業することを目的としています。
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人財ビジネスの推進

常用雇用（正社員）14名
登録型 33名 ※6月8日時点

田上和成さん 富田隼人さん

こんな感じで
売場にいます！

アドバンス出向者

Ｑ３.スタッフは、どんな人たちがいますか？
A.年齢は２０歳代から５０歳代まで幅広く、男⼥⽐はほぼ半々で
す。中にはバンド活 をしていたり、主婦の方などもおり、様々
なスタッフがいます。⼀番⻑く在籍しているスタッフは１０年以
上で、新人スタッフのトレーナーや、店舗内リーダーなどの要職
に就いているスタッフもいます。

Ｑ４.取引先は、どんな会社がありますか？

A.「人材ではなく人財へ」をモットーに、今後は正社員雇用を推進し、質・量ともに
拡大させる方針です。様々なキャリアステップを実現させるために就業先の拡大や、
海外留学⽣などの雇用や就職⽀援にも関わりたいと考えています。アドバンスの良さ
を取り⼊れながら、ひとりでも多くの元気なスタッフを社会に輩出することで、世の
中に貢献する企業を目指しています。

A.
【携帯電話販売代理店】

アイ・ティー・エックス株式会社 ＭＸモバイリング株式会社
ソリューションシステムズ コネクシオ株式会社
株式会社ラネット 株式会社アドバンス他

【その他】
株式会社キタムラ他

Ｑ５.どんな思いで運営していますか？

10VOL.185



人財の育成

22期第9回のアドバンス塾は『ディズニー塾』で

す。東京ディズニーリゾートには行ったことはあ

りますか？働いている人から、いつ、どんな時で

も素晴らしい笑顔でおもてなしをしていただけま

す！今回の講師は、上田比呂志先生をお招きしま

す。ディズニーの感動を与えるホスピ リティを

学び同じように感動を与えられるように、そして

部下の育成術からは、どのように育成し成果を上

げているのか、など私たちの仕事にも活かせる内

容が満載の講演になること間違いなしです！お客

様に感動してもらえる接客がしたい！といった熱

い想いのあるス ッフや後輩の育成に悩んでいる

ス ッフ・店長におすすめの塾です！

22期第9回アドバンス塾

◆開催日時
6月23日(⾦)
10:30~12:00

◆募集人員
100名

◆場所
DS佐貫

◆参加料
3,500円

ディズニー塾

【略歴】

大正時代に創業の料亭橘家の長男として生まれ、幼少から、女将で
ある祖母から「おもてなし」のいろはを教わり育つ。株式会社三越
に入社。日本橋本店にて、社内研修制度に応募し、全国の三越約
1,200名の中の11人に選出。ディズニーマネジメントを学ぶ。グアム

三越社長兼ティファニーブティック支配人としてグアムに勤務。フ
ロリダディズニーワールドエプコットセン ーの取締役として赴任。
料亭のおもてなし精神や、ディズニーメソッドを取り入れたコーチ
ングス イルを確立。現在は、パーソナルコーチングを中心に、日
本国内から海外まで勢力的に活動中。

上田⽐呂志先生 プロフィール
うえだひろし

公式HPより

【著書】
『日本人が知っておきたい心を鍛える習慣 -料亭、三越、ディズニーを経て学んだ』
『日本人にしかできない「気づかい」の習慣 -ディズニーと三越で学んできた』など
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人財の育成

22期第8回アドバンス塾

〜農業体験編~
◆開催日時

5月26日(⾦)
11:00~16:00

◆場所
なめがた
ファーマーズビレッジ

◆参加料
3,500円

おいしくたべるに気づく塾
22期第８回のアドバンス塾は、「おいしくたべるに

気づく塾」です！当日農業体験の予定でしたが生憎の雨

で中止となってしまった代わりに「日本の農業をステキ

にしよう！」を目標にしているなめがたファーマーズビ

レッジの方の講義受けてきました。とても楽しそうに仕

事をしながら真剣に日本の農業をステキにしようという

講義以外にはなめがたファーマーズビレッジでランチ、スイート

ポテト作り体験、工場見学をしたりと楽しい塾でした。また、な

めがたファーマーズビレッジでは収穫やカブトムシ採り等沢山の

イベントが開催されています。お子様がいる方はこの夏にプライ

ベートで訪れても家族みんなで楽しめる施設なので是非遊びに

行ってみてはいかがでしょうか？

想いが伝わってきました。塾

に参加したス ッフもアドバ

◆スイートポテト作り◆

◆ランチ◆

ンスを通して何か自分にできる事はないだろうか？と考えた

ス ッフもいたのではないかと思います。
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人財の育成

22期社員旅⾏
高知に⾏ってきました

5月 9日〜11日
16日〜18日（2泊3日）

22期社員旅行の国内第一弾、高知旅行が5月9日～11日（1班）16日～18日（2班）の2泊

3日で実施されました。参加者は総勢47名。高知市内を中心に多くの博物館や資料館を周っ

て坂本龍馬や幕末、明治維新について学びました。

１日目の夜に行われた懇親会では、名物鰹料理会席を堪能
しました。また恒例のクイズ大会も行われ、優勝チームに
は高知のお土産がプレゼントされました。
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人財の育成

龍馬が生まれたまち記念館ではボラン
ティアガイドさんが記念館の中と記念
館周辺の町中で龍馬について教えて下
さいました。

龍馬の生まれたまち記念館/高知城

14VOL.185



人財の育成

国内社員旅行第2弾、軽井沢への日帰り旅行が実施されました。参加者は2班で49名、

体を使った学びで、いつもと違う体験をすることができました！。

22期社員旅⾏
軽井沢に⾏ってきました

5月23日・25日（日帰り）

カーリング優勝 (１班）

意外なほど全身運動でした。チーム
総当たり戦で、他チームも含めて、
コミュニケーションもとれました。

優勝賞品
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人財の育成

旧三笠ホテル
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人財の育成

22期社員旅行、最終班は大阪旅行です大阪城にまつわる人物、場所を訪ね、商いの街

大阪をたくさん学びましょう！

22期社員旅⾏
大阪旅⾏〜予告編〜

7月 4日〜 6日
11日〜13日（2泊3日）

宿泊ホテル・懇親会会場
ANAクラウンプラザ大阪 ANAクラウンプラザホテル大阪が位

置しているのは、大阪の街のまさに
中心。繁華街も近く、貴重な時間を
フルにご活用いただけます。懇親会
もホテル内宴会場で⾏います！

17VOL.185

★ハチャメチャ・サマーナイト・パーティ2017
★ユニバーサル・サマーフェスティバル
★ドラゴンボールZ・ザ・リアル４D at 超天下⼀武道会
★ジョジョの奇妙な冒険・ザ・リアル４D DIOの世界
★サンジの海賊レストラン
★ワンピース・プレミアショー2017
★ドラゴンクエスト・ザ・リアル

大阪で遊ぶなら！

楽しさも、絶叫も、感 も、ここではすべてが無限大！この夏、感情が全
方位に バクハツする、想像を超えた最強エンターテイメントが勢ぞろ
い！すべてを出し切り、体も 心も超絶スッキリ！

2017夏限定の主なイベント

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン®

※USJ公式ＨＰより



人財の育成

学びポイント

造幣博物館は、明治４４年（1911年）に⽕⼒発電所
として建てられた建物で、造幣局構内に残る唯⼀の
明治時代のレンガ造りの⻄洋風建物です。
昭和４４年（1969年）に建物の保存を図り、当局が

②大阪造幣局⾒学
⾒学申し込み殺到の貴重スポットです！
しっかり学びましょう！

③大阪企業家ミュージアム⾒学
大阪を舞台に活躍した企業家105名の事績を、ゆかり
の品々とともに紹介するミュージアム。大阪商工会議
所が2001年6月、大阪産業創造館地下1階に開設しま
した。企業家たちの高い志、勇気、英知を後
世に伝え、企業家精神の高揚、次代を切り拓
く人づくり、ひいては活⼒ある社会づくりを
めざしています。

①大阪城⾒学
安土桃山時代に豊臣秀吉が築城した大阪城は、
秀吉の勢いを感じる豪華で⼒強い造りが特徴
のお城です。贅沢を極めた天守閣や⽴派な⽯
垣や枡形など、当時の姿を緻密に復元されて
います。大阪城の栄華を体感してください！

保管していた貴重な貨幣などを⼀般公開し、造幣事業を紹介するため当時の外
観をそのままに改装し、「造幣博物館」として開館しました。
平成２０年（2008年）より「人に優しい博物館、環境に配慮した博物館、魅
せる博物館」を目指し、展示や設備に最新の⼿法を導⼊し、皆様方により親し
んでいただけるよう大改装を⾏い、平成２１年（2009年）４月にリニューア
ルオープンしました。
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⾔わずと知れた食の街大阪！
美味しい物や名物もたくさんあるので、
事前に調べて楽しみましょう！

歴史、商いなど学ぶところもたくさんあ
りますので、しっかり学んでください！



人財の育成

８月おすすめ講座

ADF活用！SMBCセミナー案内

７日 ５Sで簡単 職場の整理整頓
２１日 社会人のための「会話のキホン」
２９日 演習で学ぶ クレーム対応

その他にもためになる講座が盛り沢山！

無料で受講できますのでどんどん参加してください！上記以外の

講座は、左のQRコードから確認できます。興味のある方は、上長

まで申し込みの相談をお願いします。

auショップ 宮沢さんの、受講の感想、感じたことなど、
セミナー受講報告書から一部抜粋してご紹介します。

4月20日（木）14:00-17:00
受講セミナー『伝える・説得する・話す技術』

【セミナーで学んだこと、気付いたこと、さらに深く学びたい点】
①自分が話す時の主人公 聞き手のため英語の専門用語
日本語に変換し、型に まったつまらない話をしないこと。

②第一印象が超重要であるために表情 笑顔で （1対1の場合 ミラーリン
グ（表情・動作を合わせる）・チューニング・ページング（声のボリューム）・ペーシ
ング（話す 度）を意識して話相手の心を開かせる）

③下をむかず前を見て話す。姿勢よく、声 大きく、動きを入れて話す

④ありがとうをたくさん言う。

【今後の課題と勉強したいテーマ】
今回の内容 、プレゼン時のポイントや緊張せずに話すことがメインでした。次
回 「一言で相手を納得させる」というセミナーに参加したいと思います。英語⇒
日本語への変換もできるよう言葉のボキャブラリーを増やしたいです。

セミナー受講の感想

auショップ
宮沢静香さん
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