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モバイル事業構造変化への適応

予算達成店舗表彰およびメダル授与の実施はありませんが、毎月の予算達成店舗、1位店舗のス

ッフ写真、店長コメントのご紹介は続けていきますので、予算達成をめざし頑張りましょう！

9月度販売数の表彰は以下の店舗です。おめでとうございます！！

９月度販売数達成

ａｕ神栖 宮沢店長より

新店長になり、ス ッフ一人一人がもっと頑張らねば！と責任感を持

ち、まだ頼りない私を支えてくれました。12月からは人員体制も大き

く変わり、大変な事が待ち受けているとは思いますがだからこそ、

『ありがとう』を絶やさずに『笑顔で元気に明るく』をモットーに皆

で共創していきます！ありがとうございました。

（達成率135.4％）
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モバイル事業構造変化への適応

以下予算100％達成店舗（2～15位）
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２２期販売台数達成率
１位獲得回数ランキング！

３回 ａｕ那珂
２回 ａｕ神栖

１回
ＤＳ木場店
ＳＢ松戸二十世紀が丘
法人営業
ＣＰ那珂

ａｕ常総水海道
ＳＢ石岡
ＣＰ友部



モバイル事業構造変化への適応

23期モバイル事業部方針の１つ、チャレンジボーナスがいよいよ始まりました。スッ
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。
毎月各ショップ1位のスタッフへは、モバイル事業本部⻑自ら店舗での表彰式を実
施！その様子とコメント、および入賞スタッフを紹介します。

この度は、栄えある賞を頂き感謝と喜びの気持ち
でいっぱいでございます。これも、自身の成果だ
けでなく、店舗の皆様からサポートがあってこそ
の賞です。今後とも、店舗向上の⼒になれるよう、
精進致します。全項目とも、店舗の数字はもちろ
んのこと、常に自身の数字を意識し、満点がとれ
るように⾏ しました。私は、シェアパック15
以上獲得率とMSメール許諾率が苦⼿なため、双
方得意なスタッフにご教示頂き、自身の⾔葉で

第2位 浅野 美由紀さん
第3位 山形 梨香さん
第4位 井関 洋志さん
第5位 野友 昭宏さん

伝えられる様にし、獲得できるように改善しました。まだまだ、思うように⾏かないこと点は
たくさんございますが、販売に関して、皆を引っ張って⾏けるよう、来月も1位狙いで努⼒致
します。
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モバイル事業構造変化への適応

今回このような賞をいただき有難うございます。
ただ10月度販売ランキング1位になれたのも私だ
けの⼒ではありません。店舗のスタッフの協⼒が
あったからこそだと思っています。本当に感謝し
ています。そして私がランキング上位を狙う上で
⾏ったことが、必ずお客様がどのように携帯電話
を利用しているかを聞くことです。お客様から話
を聞き、自分は携帯電話をこのようにして使って
いますと伝えたり、自分の好きな商品を提案しま
した。その結果が今回の1位に繋がったと思って
います。今後も引き続き個人1位を狙います。さ
らに個人だけではなく店舗の計画やランキングも
達成します。

記念すべき⼀回目で１位を取ることが出来て
大変うれしいです。何より自分に信頼を寄せ
て頂いた宮沢店⻑、⻑南ＭＧのおかげだと⼼
より思います。店舗のみんなも『陳さんなら
やれるでしょ？』と応援して下さいました。
10月が始まった時、初⽇から持てる⼒の全て
で⼀⽇⼀⽇を大事に取り組んできました。通
信簿管理表にて、あと何が何件⾜りない。何
が何件余裕があるかを確認し、今⽇⼀⽇自分
がどの商品に集中して強化していくかを考え
取り組みました。まだまだ精進が必要な身で
すが、胸を張れる結果を残せたかと思います。
12月からは異 が確定しておりますので、
11月も最後の最後まで全⼒で踏ん張って⾏き
たいです。

第2位 石井 絢さん
第3位 太田 真由さん

第2位 石⿊祐哉さん
第3位 佐藤久美さん
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モバイル事業構造変化への適応THANK YOU MESSAGE
お客様より称賛の声

お客様の声

ドコモショップより

近くに用事があって来た。電池がなくな
り慌ててドコモショップを検索してつい
た。用事の時間が近づき困って慌ててい
た。でもスタッフの方、丁寧に早めに応
対してくれて、ありがたかった。用事に
間に合い感謝しています。私は高萩から
でしたが買うなら、こちらのお店でと思
うほどです。感謝

お客様の声
⾊々な要望に対して親切・丁寧にご案内
頂きありがとうございました。料⾦プラ
ンの変更など自分では分かりづらい事や、
さらに自分に合った料⾦プランの提案を
して頂き本当に助かりました。明るく清
潔感のある応対に好感が持てました。ま
たこの店舗でスタッフの浅野さんにお世
話になりたいと思います。

応対はいつも＋αの姿勢を⼼掛けています。ま
たお客様に安⼼して頂く事によって、またこ
の店舗に来たい！浅野宛てに来たい！と少し
でも思って頂けるファンを今後も作っていき
たいと思います。

【キメゴコロ賞】

浅野美由紀さんより
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モバイル事業構造変化への適応

骨折をし、⼀か月受付が出来なかった時期からの復帰後の
月で、過去最高に接客が楽しいと思いながら応対が出来、
尚且つ結果も残せて大変うれしく思います。１０位以上を
とったことがないので次こそは⼀桁狙ってがんばります！

お客様の声【キメゴコロ賞】

ドコモショップ
お客様⼀人⼀人に合った対応、提案をいつも⼼
掛けています。今後も笑顔での応対、ヒアリン
グを通じてのお客様にあった提案をしていきた
いと思っています。

前回機種変更したほかの店での契約内容におかしな点があり、2年間7000円くらい
不必要な⽀払いをさせられていた。今回、それを発⾒してくれて、説明も丁寧だっ
たので、店舗によってこんなに違うものかと痛感した。また別の店にも相談したこ
とがあったが、こちらの店舗が全体で⼀番良かった。特に、今回対応してくれた鈴
木さんありがとうございました。

ドコモショップ 神⻑智子さんより

鈴⽊有⾹利さんより
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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
[auショップ認定資格]

◆auアドバイザー

auショップ 前島 直人さん

auショップ 國武 諒さん

auショップ 齋藤 春子さん

auショップ 太田 真由さん

auショップ 榎本 茉莉子さん

auショップ 宮島 将さん

auショップ 今野 拓哉さん
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社会貢献の取組

ビジネスマッチング参加

商談会で配布するカ ログ作成から当日

のブース設置まで携わり、改めて外からア

ドバンスを見つめることができました。ま

た、約40社と名刺交換をし、今後に繋がる

機会を持つことができました。

毎回、多数の企業様との良い出会いがあります。

参加企業のジャンルも幅広く「食」「住・生活」「ものづくり」

「サービス」があり、今回も約20社と名刺交換させて頂きました。

交流した感触として、徐々に ICTや IoTへの興味が高い方々が増

お客様との接点を求め、お得意様である⾦融機関２社が主催した
企業商談会に参加しました！
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2017筑波銀行ビジネス交流商談会（10月17日開催）

しんきんビジネスフェア2017（10月25日開催）

法人営業
矢萩利明さん

えてきたたものの、まだ手を出せずにいるような方

が多いように感じました。

今や業種を問わず、以前は考えられなかったよう

な農業や畜産業まで、多くのモノをイン ーネット

が繋ぎ、便利な時代になりました。私たちの役目と

しては、単なる端末販売からの脱却と、更なる付加

価値の提案が必要になると考えています。変化への

対応を優先し、地元茨城の活性化のお手伝いをして

いきたいと思います。

法人営業
小島秀一さん

ものづくり・観光・海外販路等貴重なお話

を伺い、自分自身の知識・視点を深めるこ

とができました。今回知り合えた企業様と

更なる関係構築を心がけ、お互いにWin-

Winになれるよう取り組んでいきます。



モバイル事業構造変化への適応

２３期第１回

ドコモショップ

アドキッズを活用するお⺟さんでありながら、22期MVP
を獲得した千葉さんが「輝くスタッフ」に選ばれました!!
お客様のファンも多く、ドコモ茨城⽀店お客様アンケート
満⾜度ランキング第8位でも表彰されています。
そんなライフでもワークでも輝いている千葉さんに⾊々と
お話を伺いました！

育休復帰後１年目で22期MVP!お家では働くお⺟さん!!

千葉 加菜さん（入社7年目）

ち ば か な

平成22年度入社

ドコモショップ
鶴川史人MG

印象に残っていることの1つ目は、応対コンテスト茨城⽀店大会で優勝出来たことです。何度
も何度もロープレしたので今ではどんなロープレでも緊張する事が無くなりました(笑)
2つ目はドコモショップ新店の⽴ち上げに参加出来た事です。お店を皆で⼀から作り上げて
いった事は大変貴重な経験でした。

毎⽇の家事や子育て（時には大変な時もあるようです）をしながらも
お店に入れば笑顔を絶やさず仕事をする姿勢は、スタッフの良いお⼿
本となっています。
現在は時短勤務で就業時間は限られていますが、時間が限られている
からこそ店舗に貢献したいという思いが、結果にも繋がっていると思
います。今後もライフとワークを両⽴して、お⺟さんスタッフの道を
創ってくれることを期待しています！

Ｑ1.アドバンス歴を教えて下さい。

2011年〜ドコモショップ
2015年６月〜産休・育休 2016年7月〜ドコモショップ
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モバイル事業構造変化への適応

Ｑ２.仕事に対し普段意識していることはなんですか？

Ｑ４．アドキッズの印象は？

Ｑ３．子育てとの両立で大変なこと、良かった事は何ですか？

Ｑ５．今後の目標を教えて下さい。

とにかく先生たちがみんな優しい！預かっている子ども達
⼀人⼀人をよく理解して⾒て下さっていて、子ども体調の
変化など情報共有もとても早くて助かっています。

またMVPを取ることです。他には自分の経験を活かして、これから子どもも欲しいけど働き
続けたいと思っている⼥性スタッフや困っているスタッフの助けとなって⼀緒に頑張れるよ
うな人財になりたいと思っています。

仕事で悩む事もあると思います。そんな時はお客様に喜んでもら
える提案でありがとうの⾔葉をもらって、それを糧に仕事をおい
しくたべて⼀緒に頑張りましょう！

前より人に優しくなったと思います。まだ⾔葉もままならない子供
と生活するようになって、自分の感情や状況よりも子供が求めてい
る事を考える時間が増えた事から、相⼿の事をより深く考えたり、
より客観的に物事を⾒られるようになってきたように思います。
それがお客様応対にも活かせていると思います。

普段から意識しているのは基本⾏ です。産休に入る前も意識はしていましたが、復帰後は
さらに意識が高まりました。特に笑顔で周りを楽しくさせられるように、と意識しています。
また「常に⾒られている」意識をしていて、バックから1歩出たら笑顔！⼩⾛り！綺麗なお
辞儀を⼼掛けています。

時間の使い方が⼀番大変だと感じます。朝は自分と子どもの⽀度をし、
帰宅してからはいかに早く家事を終わらせ子どもを早く寝させてあげら
れるかの戦いです。良かった事は、復帰後どうしたら獲得を伸ばせるか
トークの共有など皆に協⼒してもらい、結果が出せた事とその結果を評
価して頂けた事は本当にやる気に繋がりました。
そして仕事が終わってアドキッズに迎えにいくと、満面の笑みで⾛って
くる子ども姿を⾒ると癒されます。預けて良かったと感じています。

Ｑ６．お母さんになって自分に変化はありましたか？

Ｑ７．ス ッフへ伝えたい事はありますか？

ライフもワークも頑張っている千葉さん。⺟として頑張り、お客様に
対し笑顔を忘れず接し、仕事も真面目においしく食べ、MVPという素
晴らしい結果を残しました。今後も素敵な「笑顔」と「真面目さ」を
活かし人生をおいしくたべて下さい！
千葉さんを23期1人目の輝くスタッフに認定致します！
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人財の育成

2019年度新卒採用始動！
再来年の春⼊社予定の、2019年度の新卒採⽤がスタートしました。昨年度同様、11月〜2

月にかけてインターンシップを開催し、3月の就活解禁後に合同企業説明会・会社説明会等を⾏
い、新卒スタッフを⼊社までサポートします。

1dayインターンシップは東京・佐貫の2会場で⾏います。内容は、
「携帯電話販売について」「【感 】していただける接客について」
「現場スタッフとの座談会」です。
10:00〜17:00の1日を使い、接客業の醍醐味、アドバンスの
考える接客を学んでいただきます。最後には山田常務の就活準
備講座があり、企業選択で悩んでいたり、就活がピンと来ていない
学⽣に、就活の考え方や、常務からの目線でポイントを伝えます。

就活の流れ
2月 インターンシップ
3月 合同企業説明会 ※就活解禁※
3月 会社説明会

選考
内定

4月 内定者懇親会等開催
10月 内定式
4月 ⼊社式

メインプレゼンター新江MG
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11月4日に第⼀回目を開催しました。参加学⽣の感想の中に「将来どうなりたいのか真剣に
考えようと思った」「⾝だしなみや挨拶など、気にすることの無かった部分を意識したい」というもの
がありました。



人財の育成

保険塾
◆開催日
◆時間
◆募集⼈数
◆場所
◆参加料
◆応募方法

23期第二回アドバンス塾

12月12日(火)
10:00〜12:00
60名
コミュニティプラザ⻯ヶ崎
2,000円

【講 師】

ドコモほけん
田邉峻さん

事務局からのメールを確認してく
ださい。

誰に聞いたらいいの!?
人生設計とお金の貯め方についてお話します！

スタッフ皆さんの
お悩みを 解 します！

一生のうちに「保険」と無関係に過ごす人はほとんどいません。自分の為、家族の為、

いつか必ず真剣に考えなければいけない…そのとても大切なことをこの機会に真剣に考

えましょう！ご参加お待ちしております♪

Q.保険ってなに？

A.保険とは皆さんが今後の人生において

経済的に困らないようにするための備えです！言い
換えると人生をより安心に過ごすためのものです
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人財の育成

1月おすすめ講座

ADF活用！SMBCセミナー案内

10⽇（水）上司に自分の考えをきちんと伝える技術
22⽇（月）苦⼿・嫌いな人を作らない技術
31⽇（水）⽇経で学ぶ！キーワードでわかる⽇本経済

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。
12月分は既に申込みスタッフ数が過去最高数です。

ソフトバンク ⽯⿊裕哉さんの受講の感想、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。

10月27⽇（⾦）10:00-13:00
受講セミナー『新入・若⼿社員の「プロ意識」と「社会のルール」』

セミナー受講の感想

【セミナーを受講したねらい】
今後、中堅スタッフになるにあたり、上⻑・先輩だけでなく、後輩スタッフ
からも信頼を得るため、何が⾜りないのか、必要なのかを確認したかった。

【学んだこと】
仕事だけが出来る人では本当の信頼を得ることが出来ない。人間性や人柄な
ど内側の部分も備わってこそ本当の信頼が得られるということ。

【今後に向けて】
IT・ロボットに負けない人間⼒づくりが必要になります。受け身の姿勢で仕
事をするのではなく、自らの考えを発信し、嫌なことを率先して⾏うことの
出来る人財になることが今後の課題だと考えています。
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社会貢献の取組

店内の⾒学をしたり、スマホやお店の業務につい
て質問したり、モックを使ってみたりと、みんな
とても熱⼼な様子で学習していました。
子供達がドコモショップの仕事に興味をもってく
れるきっかけになれたら嬉しいです。また、後⽇
お礼の⼿紙を頂き、「お⺟さんといっしょにまた
来たい」や「お仕事頑張ってください」など嬉し
いお⾔葉を頂きました。

先⽇、近隣にある⼩学校の子供達が「町探検」という授業の⼀環で、ドコモショップに⾒学に
来てくれました。学習の目的は「町探検を通して町と自分たちの生活との関わりに気付くとと
もに、人と関わる喜びを味わうことができる」という内容でした。当⽇の様子と 当したドコ
モショップの染谷さんのコメントをご紹介いたします。

ドコモショップ
染谷美帆子さん

近隣の⼩学校の子供達が、
ドコモショップへ⾒学に来てくれました!!

当⽇の様子。熱⼼に学習してくれてます。

Vol.201 16


