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モバイル事業構造変化への適応

５ヵ月ぶりの⾦メダル！ありがとうございます！
平日、土日と来店数があまり変わらない中で土日売れないなら、平日で土日
の分もカバーできるように売ればいい。と全員で考 できた結果だと思いま
す。
神栖店はお店のスタッフ同士で励まし合い、『ありがとう』が多く飛び交い
ます。更に⻑南ＭＧの厳しい指導のおかげで強靭なメンタルが作られていま
す。いい環境で働けている事に感謝し、今後も限界突破していきます。

auショップ神栖
宮沢 店⻑

その他、4月達成店舗はこちらです。1位目指して5月もがんばりましょう！

4月度販売数達成
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（達成率114.5％）
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モバイル事業構造変化への適応

今回、目標の通信簿１位という結果を残すことがで
き、大変嬉しく思います。この様な結果を残せたの
は、店⻑・副店⻑をはじめ、おおたかの森店のス
タッフの⽀えが⼒になったからです。本当にありが
とうございます。普段から接客するお客様に対して、
「お客様はどういったサービスがあっているか」を
常に意識して、提案をし、獲得に繋げていきました。
今後は今以上に意識を⾼め、お客様に⼀つでも多く

第2位 加本 修一 さん
第3位 中川 瞳 さん
第4位 ⼩林 明日香 さん
第5位 宮本 真実 さん

のドコモのサービスを知って頂きサービスを利用していただきたいと思っております。そして、
さらに成⻑・進化していきたいです。

4月度のチャレンジボーナス表彰です。
やはりランクインしている⽅は、毎日、現状の確認と反省と改善を繰り返し、
目標を意識して取り組んでいますね。
各部署の１位獲得スタッフの、モバイル事業本部⻑表彰式の様⼦とコメント
を紹介します。
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モバイル事業構造変化への適応

まずは、このように表彰して頂きましてありがとう
ございます。中島部⻑初め、準備して頂いた⽅々に
感謝の気持ちでいっぱいです。そして店舗のスタッ
フにはいつも⽀えられています。本当にありがとう
ございます。１位を獲るために意識したことは、新
しく追加された項目があったためその取組に⼒をい
れました。また、人財サポートの活 を通してどの
ように伝えれば良いかなど学ぶ機会があり、

１月に店舗異 があり、４月念願の１位を獲る事が出
来ました。具体的に・・と言われると難しいですが、
日々、何が足りないのか何が遅れているのか１日の終
わりに必ず振り返り、明日やる事を決めながら取り組
んだ結果だと思っています。１位を獲れた背景には、
⻑南ＭＧ、宮沢店⻑、スタッフのみなさんの⽀えも
あっての結果でもありますので、改めて「ありがと
う」と感謝の気持ちいっぱいです。

第2位 國武 諒 さん
第3位 大町 祐太 さん

第2位 鈴⽊ 貴洋 さん
第3位 竹下 実花 さん
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今後は、勿論１位も大事ですが自⾝がモデルとなり他のスタッフを巻き込み、もっと【ＡＧＴ】
（明るく・元気に・楽しく）で盛り上げていきたいです。

その成果も出ていれば嬉しいです。5月も気を抜かず1位を目指します。また個人だけではなく店舗
ランキングも1位になります。
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モバイル事業構造変化への対応THANK YOU MESSAGE
お客様より称賛の声

5

ドコモショップ 李 紀 さんより

お客様の声【称賛の声】

今回お客様のお声と私の提案でお客様が安心してスマートフォンをお使い頂
けることを嬉しく思います。お客様のお声を励みに今後も頑張ります。

初心者の私にホワイトボードで丁寧にその意味するとこ
ろまで教えてくれました。すぐに前のデータを消去せず
に慎重を期して対応してくれたことも好感が持てました。
余裕を持って対応してくれたので、慌てずに自分の判断
で出来ました！ありがとうございます。

ドコモショップ
飯田 美由紀 さんより

お客様の声【キメゴコロ賞】

よく分からない私に嫌な顔せずとても親切に対応して
くれました。娘も⼀緒だったので、飽きないように話
しかけたりもしてくれました。お若いのにとても気遣
いのできる⽅だったと思います。ありがとうございま
した。

私はお客様に合った寄り添った応対を心掛けています。お⼦様連れのお客様がいらっ
しゃった時はお⼦様にも話し掛け手続き中退屈しないように応対しています。
これからもファンを増やせるように頑張ります。
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モバイル事業構造変化への対応THANK YOU MESSAGE
お客様より称賛の声
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ドコモショップ 海⽼原 聖華 さんより

お客様の声【キメゴコロ賞】
機種変更をしに⾏ったところ、私に合ったプランを提案し
てくれて、⽀払いはポイントを使うなど、お得になるよう
にしてくれました。初期設定も自分⼀人では自⾝がなかっ
たので、とても助かりました。今後、また分からない事が
あれば⾏きたいと思います。

私は、毎回受付でお客様に寄り添った応対を心がけています。これからは短い受付の
中でもお客様に寄り添い満足していただける、丁寧かつすばやい応対が出来る様に頑
張りたいです。

ドコモショップ
氏原 千紘 さんより

お客様の声【称賛の声】
予約していたのですぐに対応して頂けて、
契約だけでなく分からない事は丁寧に説
明してくれました。⺟が新規での契約も
考えていたので、料⾦や乗り換えの仕⽅
など丁寧に説明して機種の料⾦や使用料
⾦を分かりやすく書いて頂いたので帰っ
てから⺟に説明できました。

今後も応対する際には、お客様目線に
⽴った応対を心掛け、より安心安全楽し
い便利にご利用頂けるようご提案・サ
ポートをしていきたいと思います。

ドコモほけん上期下期総合1位
田邉俊L個人獲得部門1位！

ドコモほけん事業部表彰

手探りの中、色々な⽅からのご協⼒を頂きまして年間総合1位を店
舗と個人で獲得できました。スタッフの森さん、須藤さんと共に保
険を通じて安心安全をより提供し、日本⼀の保険代理店になれるよ
う努⼒して参ります。これからもどうぞ宜しくお願い致します。
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モバイル事業構造変化への対応THANK YOU MESSAGE
お客様より称賛の声
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ソフトバンク
中村 圭那 さんより

アドバンスＨＰに届いたお客様の声
先日乗り換えのためにソフトバンク流⼭おおたかの森店を利用しました。
パスワードがわからなかったり色々手こずってしまったのですが 当の中村圭那さん
がとても親⾝にして下さいました。頂いた書類封筒もわかりやすくして頂き帰宅して
から⾒て感 しました。どちらへお伝えすれば良いのかわからずこちらへご連絡致し
ました。ありがとうございました。

今回この様なお声を頂き、驚いたと同時にとても嬉しく思い
ます。社内研修（パワーアップ研修）に参加させていただい
たときから目標にしております「お客様の心に残る応対」を
これからも心掛けていきます。
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モバイル事業構造変化への対応

つくば梅園
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2018年5月3日茨城県つくば市に、アドバンス初のSB×YMのハイブリット
店舗がオープンしました！道路を挟んで反対側にはつくばYOUワールドとい
う複合レクリエーション施設があり、目の前の道路も交通量が多く、⽴地が
素晴らしい店舗です。

SBつくば梅園

■〒301-0044 茨城県つくば市東2丁目30-6
■営業時間 10:00〜19：00 ■TEL 029-863-1175
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モバイル事業構造変化への対応
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早坂店⻑より

新しい店舗で働ける機会は
多くはありませんので、この
ような機会を頂けて感謝して
おります。きれいなお店、新
しいお店というだけでもお客
様に興味を持っていただける
ので、来ていただいた⽅には
次回も来たくなる・紹介した
くなるような対応を心がけて
いきたいです。

アドバンス初となる「SB×YM」ハイブリットショップ新
規オープンに携われる事ができ、わくわくとドキドキで
いっぱいです。なかなか新店を経験したくても経験出来な

千葉副店⻑より

笑顔で働くことが私たちにとって重要と考えています。
多くのお客様に来て頂けるよう、当たり前のことをひ
とつずつ徹底していきます。

いスタッフもたくさんいます。この機会を頂けた事に感謝し、スタッフ⼀丸と
なって「つくばで⼀番愛され、つくばで⼀番売れる店」にしていきます。新店で
は、楽しい事もあれば、大変な事も多々あると思いますが、今までお世話になっ
た上⻑のアドバイスを胸に、あせらず、あきらめず、ゆっくりせず邁進してまい
ります。
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モバイル事業構造変化への適応

23期第5回

ドコモショップ

「元気」と「笑顔」がトレードマーク!!

宮本 真実さん（入社3年目）

み や も と ま み

⻯ヶ崎店

元気の源は、ライフもワークもそれぞれを思いっきり楽しむことです。
プライベートの時間は家族との時間を大切にしています。

Ｑ1. いつも笑顔で元気な宮本さんの元気の源は何ですか？

スタッフに対して持ち前の「元気」と「笑顔」で考え⽅や取組を丁寧に、そ
して熱意をもって伝えてくれています。また、報連相もしっかりと⾏ってく
れている為、信頼のとても厚いスタッフです。スタッフ投票では笑顔ランキ
ングが常に1位とスタッフの手本となり、そしてスマホ教室では早期⽴ち上
げにも大きく貢献してくれました。どんな時でも「元気」と「笑顔」の宮本
さん。今後は自店だけでなく、ドコモショップ全体を引っ張って⾏くような
存在になってほしいと期待しています。

ドコモショップで⼀番と噂の「元気」と「笑顔」が素敵な
宮本真実さんが23期5人目の「輝くスタッフ」に選ばれま
した!!ドコモショップの元気印！朝礼でも朝から誰よりも元
気な声で挨拶し、スマホ教室の講師としても活躍中の宮本
さんをご紹介いたします。

中村洋輔店⻑

家族と旅⾏に⾏くことも多く、温泉でゆったりまったりしてリラックスしています。友人と
は買い物に⾏くことが多いです。お気に⼊りの物を⾒つけるとテンションが上がります。休
日を満喫することで、仕事への気合いも⼊り、自然と笑顔で元気に働くことが出来ています。
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モバイル事業構造変化への適応

Ｑ２.お客様応対時はどんなことを意識していますか？

Ｑ４.アドバンスに入社して変わった事は何ですか？

Ｑ3.仕事で楽しいと思う瞬間はどんな時ですか？

Ｑ５.アドバンスの印象を教えて下さい。

以前は、考えていたことを行動に移さずにいたら、やらずに終わっ

ていたこともありました。アドバンスに入社して、自分の考えを具

現化し、行動に移せる環境もあり、自分の考えを積極的に発信でき

るようになりました。

上⻑とスタッフの風通しが良い会社だと思っています。いい意味で
いろいろ言い合える(相談できる)関係です。直属の上⻑はもちろん

ファンづくり班の班⻑をやらせていただいているので、スマホ教室
を周りから注目されるものにしたいです。お客様からは、スマホ教
室があるからドコモが良いと感じていただきたいです。操作で来店
するお客様にも待ち時間なくスマホ教室で『あんしん・安全・楽し
い・便利』を提供し、ドコモの新しいサービスを積極的に利用して
いただきたいです。

社員旅⾏で、海外旅⾏に⾏ったことです。グアム、オーストラリ
アに⾏き、他店舗のスタッフとの交流も楽しめました。
会社のサポートもあったので安心して⾏く事ができました。

お客様の事を『大切な人』だと思って接する様に心がけています。これは、アドバンスの導⼊
研修の時に学んだことで、とても印象に残っている言葉です。故障などで怒っているお客様に
どう接すればいいか分からない時も「大切な家族だったら？」と考えることで解決します。

お客様に私のファンになっていただけた時です。２年前に機種
変更をしたお客様が「前回の対応が気に⼊ったので、また同じ
人に対応してもらいたい。」と言ってご予約をいただいた時、
「ファンになっていただけた」と感じました。このようなお客
様がどんどん増えるように、毎回の受付時には感 していただ
ける応対が出来る様に心掛けています。

Ｑ６.アドバンスに入社して印象に残っている事は何ですか？

Ｑ７.今後の目標を教えて下さい。

どんな時でも「元気」で「笑顔」な宮本さん。これからも持ち前の
「元気」と「笑顔」でファンを増やし、周りにも良い影響を与えて仕
事、人生をおいしくたべて下さい！宮本さんを23期5人目の輝くス
タッフに認定致します！

社⻑や常務とお話する機会がこんなに多い会社は、なかなかないと思います。時代の流れに合
わせて会社が柔軟に変化していくのも素晴らしいと思います。
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モバイル事業構造変化への適応
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スキル資格合格者
[ドコモ認定資格]

◆マイスター
ドコモショップ 石田 宏幸 さん
ドコモショップ 木村 悠佳子 さん
ドコモショップ ⻑谷川 真美 さん
ドコモショップ 吉川 芽依 さん

◆法人マイスター
法人営業 梶澤 誠一 さん
法人営業 伊沢 瞬 さん
法人営業 小島 秀一 さん

◆エキスパート
auショップ 上沼 紀子 さん

今回まわりのスタッフが遅くまで勉強につき合ってく
れたり、気遣ったり、励ましてくれたおかげで合格で
きました。みんなに恩返しできるよう、この資格を活
かし、日々活 していきたいです。

[au認定資格]
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モバイル事業構造変化への適応
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スキル資格合格者

◆エキスパート

[au認定資格]

auショップ 椿 ⾹⾥ さん

auショップ 皆川 裕介 さん

auショップ 染谷 なつき さん

今回、3度目の試験だったのですが、既に受かっている
スタッフに協⼒をしてもらい、無事受かる事が出来まし
た。手伝ってくれたスタッフに感謝するとともに、資格
取得で得た知識をスタッフ、そしてお客様に還元できる
よう努めてまいります。ありがとうございます。

平尾副店⻑をはじめ、ご協⼒頂いたスタッフ皆様のお
かげで合格することができました。ありがとうござい
ました。筆記・面接とも難しかったですが、日々の業
務に当てはめながら学ぶことができたので自分の⼒へ
と繋げられたと思います。今後はここで得た知識・ス
キルを業務に活かしていきます。

試験勉強はとても大変でしたが、自店の状況に当ては
めて考える事で、現状を把握・分析する⼒が向上した
ように思います。今後は試験で多く学んだ事を活かし
店舗の業務効率向上やお客様満足度の向上に
活かしていきます。
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モバイル事業構造変化への適応

14

スキル資格合格者
[au認定資格]

◆アドバイザー
auショップ
auショップ
auショップ
auショップ
auショップ
auショップ
auショップ
auショップ
auショップ
auショップ

井澤 慎 さん
工藤 佑介 さん
伊藤 由布子 さん
⾦井 雄樹 さん
水野 ⾹織 さん
斎藤 みのり さん
早坂 大樹 さん
柴山 宏之 さん
髙野 北斗 さん
鈴木 奈央子 さん

◆ショップディレクター
ソフトバンク

高野 啓太 さん
ショップディレクター獲得、非常に嬉しく思います。
この結果は自⾝だけではなく、周りの⽅々に⽀えられて
取得出来た資格です。
店舗実績最大化に向けて、活用して参ります。

[ソフトバンク・ワイモバイル認定資格]
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モバイル事業構造変化への適応
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スキル資格合格者
[ソフトバンク・ワイモバイル認定資格]

ワイモバイル
千葉 亮 さん

最⾼資格を取得でき、今まで多くのキャリア経験を積ん
だ事が無駄ではなかったと自信に繋がりました。資格は
最⾼でも、最⾼の応対追求に終わりは無いので、これか
らもお客様に踏み込んだFor Youを届けていきます！

◆エキスパート

ソフトバンク
木村 直樹 さん

今回、資格を取得する事ができたのは、試験に臨むにあ
たって、多くの⽅々にお⼒添えを頂いたおかげです。
店舗スタッフ、マネージャー、営業様、本当にありがと
うございました。今後は、頂いた資格に恥じないように、
現場での応対に生かしてまいります。

◆ショップディレクター

◆チーフアドバイザー
ソフトバンク
ソフトバンク
ソフトバンク
ソフトバンク
ソフトバンク
ソフトバンク

小林 孝至 さん
石⿊ 祐哉 さん
森田 壮哉 さん
丸井 大樹 さん
竹下 実花 さん
木村 千洋 さん
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モバイル事業構造変化への適応

16

スキル資格合格者

◆プロフェッショナル
ワイモバイル

仲村 裕樹 さん

[ソフトバンク・ワイモバイル認定資格]

◆アドバイザー
ソフトバンク
ソフトバンク
ソフトバンク
ソフトバンク
ソフトバンク
ソフトバンク
ソフトバンク
ソフトバンク
ソフトバンク
ソフトバンク
ソフトバンク

赤津 幸治 さん
大⾦ 奈々 さん
渡辺 徹 さん
⻄久保 樹⾥ さん
外岡 美寿紀 さん
藤浪 彩⾹さん
中村 江⾥ さん
江口 優菜 さん
白岩 紗千夏 さん
武藤 敬宏 さん
鈴木 貴洋 さん
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人財･グローバル事業の推進

人財グローバル事業

【留学⽣JOBs登録留学⽣の状況報告】
現在、留学⽣JOBsの登録者は、8ヶ国、計48名。下図に示したように、男子学⽣が半分以上。大学以上の学歴

を持っている留学⽣が6割弱。日本語能⼒N1-N2に合格したのは、約5割未満。

現在、留学⽣JOBsに登録の人財の内、2018年3月卒業、就職内定率が約64％です。（全国約30％）
しかしながら、私たちの目標は、留学⽣JOBsに登録されている留学⽣の就職内定率が70％という目標に対し、
未達成となりました。
2019年度は、目標達成し、人財グローバル事業を通じて、日本のグローバル社会に貢献して⾏きたい所存です。

【KHANG ANH国際教育株式会社と連携式】
2018年4月25日、ベトナム（ハノイ）にて人財グローバル事業部の更なる伸展の為に兼ねてより、連携に
向けて協議してきた、KHANG ANH国際教育株式会社と正式に連携する運びと成り、佐藤社⻑、⼯藤
常務、ソンさん出席のもと、連携式が⾏われました。

KHANG ANH国際教育株式会社は、日本語教育を通じて、世界に通用するグローバル人財の育成が
数年前よりスタートし、多くの留学⽣を日本各地に送り出しました。

同社は、今後、アドバンスとの連携により、インターンシップ⽣の大学連携、募集及び外国語教育センターの
設⽴など、積極的に事業展開する計画でアドバンス人財グローバル事業にとって⼼強いパートナーとして、お
互いの協⼒による事業の発展を目指しています。また、グローバル人財の育成を通じ、日越のグローバル社
会発展を目指すことで両社が合意し、更に強く連携し、関係を深めて⾏きたい所存です。

【協定書締結】 【連携式記念写真】
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人財･グローバル事業の推進

KS languageはタイ在住の日本人向けのタイ語の学校
です。現在、約30人のタイ人講師がおり、生徒は約
100名です。
教室でのグループレッスンは、駐在員の⽅の奥様の参
加が多く、プライベートレッスンは駐在員の⽅の申し
込みが多く、教室だけでなくカフェや自宅など生徒さ
んの希望の場所で⾏うことが出来ます。

Vol.1海外研修レポート

KS Languageと業務内容について

居住地区であるトンローについて

18

KS Languageのあるトンロー地区は、バンコクで最も日本人が多く住むエリアであり、欧米人の駐在
員、タイ人の富裕層も多く暮らす街です。屋台や商店街などの昔ながらのローカルな雰囲気もありつ
つ、お洒落なカフェやモールが多数あります。

私の日々の業務は、受付窓口や教室の準備、電話対
応、先生や生徒さんのスケジュール管理などレッス
ンを滞りなく進めるためのサポートです。

最近は、日替わりレッスンのカリキュラムも組むよ
うになりました。勤務時間は8:30〜17:30か
10:00〜19:00です。

日本人が多いこともあり、日本語の看板や
メニューのあるお店、日本料理店がたくさ
んあります。BTSというタイの鉄道の駅も近
いので交通の便も良いです。想像以上に都
会的です。東京の⻘⼭にあるようなお店が
至る所にあります。

タイに渡って1ヵ月半。
柴田侑奈さんからお仕事レポートが届きましたのでご紹介します！
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人財の育成

美の秘訣伝授塾

Michio Nozawa HAIR SALON Ginza代表
独自の美容理論で、流⾏のヘアスタイルを次々と生み出してきた「似合わせの達人」。
モデル、タレント、著名人などからも幅広い⽀持を集める。現在はサロンワークのみな
らず、オリジナルヘアケア商品の開発やテレビ出演、ヘアショー、セミナーなどで日本
が誇る美容技術を世界に発信し続けている。

23期第六回アドバンス塾

【講 師】

19

野沢道生先生

◆開催日
◆時間
◆募集人数
◆場所
◆参加料
◆応募方法

6月8日(⾦)
10:30〜12:00
50名
コミュニティプラザ⻯ヶ崎
3,000円
事務局からのメールを確認
してください。

＜引用＞http://www.mnhs-ginza.com/

⾃⾝に眠っている美意識を今こそ解放させませんか？

1963年東京⽣まれ。 1994年原宿にヘアサロン「ACQUA」オープン。 1997年日本武道館を含め
た全国7か所にてジャパンツアー開催。 1999年フジテレビ「シザーズリーグ」にてチェアマンを務める。
2002年大阪城ホールにてヘアショー開催。 2003年フジテレビ「ビューティーコロシアム」レギュラー出演。
2010年『似合わせの極意』（新美容出版株式会社）出版。ヘアサロン「Noz」をプロデュース
2013年ルーブル美術館（パリ）にてヘアショー開催。 2015年Michio Nozawa HAIR SALON 
Ginzaオープン。

⼥性にとっては美といえば＝永遠のテーマ!
その中でも、髪型やメイクは切っても切り離せない存在。
今回は美容のプロが美容に関するお悩みや、さらに美しくなる秘訣を
伝授。男性の皆さまは美容に対して、どのようなイメージをお持ちで
すか？今は⼥性だけでなく男性も美容に対して興味関心を抱いている
時代です。

＜経歴＞

＜引用＞https://www.kouenirai.com/profile/7781
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人財の育成

コミュニケーション塾
23期第五回アドバンス塾

【講 師】

入江 慎也 先生

20

開 催
友達5,000人を持つことで有名なカラテカ⼊江さん。
上下関係のしっかりしている芸能界だからこそ得られ
た“気遣い”が、友達5,000人の秘訣でした。そのコツ
を芸人ならではの話術で楽しくお話をしていただきま
した！

⽅・話術に引き込まれ、コミュニケーション術を笑って学ぶことがで
きました。その中でも今後の考え⽅に参考になったのが、たくさん笑
う・リアクションを大きくとる・事前に⾏ する前にチェックするこ
との頭文字を取ったW(笑う)B(びっくりする)C(チェックする)の⾏
⼒と何事もサービス精神を持って人と接するといった考え⽅が参考に
なりました。この学んだことを仕事・プライベートに活かしていきた
いと思います。

法人営業
小島 秀一L

お客様との円滑なコミュニケーション・アイスブレイク
のスキルを学ぶ為に参加致しました。⼊江さんの話し

コミュニケーション塾に参加して
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人財の育成

２３期社員旅⾏
沖縄に⾏ってきました

2018.4.10〜4.12
4.24〜4.26

21

社員旅⾏国内旅⾏がスタートしました。すでに夏を感じられる沖縄編です！
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人財の育成
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