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モバイル事業構造変化への適応

ソフトバンク稲敷
千葉 店⻑

7月度販売数達成

たくさんの⽅々のご協⼒があり1位を獲得する事が出来ました。
リニューアルに向けて準備して頂いた⽅々、ヘルプに来て頂いたス
タッフ、ＳＢ稲敷をご紹介して頂いた⽅、そして販売に尽⼒してくれ
たスタッフに本当に感謝しています。これからが本当のＳＢ稲敷の勝
負所です。ご協⼒頂いた⽅々へ実績で恩返しできるよう、 スタッフ一
丸となり予算を達成します！

（達成率171.7％）
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モバイル事業構造変化への適応

今回、目標としていた3ヶ月連続1位という結果を残
す事ができ、まずはほっとしています。今回もス
タッフの皆さんおよびトップガンの成島さんのご協
⼒のおかげです。ありがとうございます。7月は総
販をあまり伸ばす事ができなかったため、満点を
とっても1位をとれないかと思いましたが、最後ま
であきらめずに取り組んだ結果、1位をとることが
できました。

第2位 小河原 優亮 さん
第3位 染谷 美帆子 さん
第4位 神⻑ 智子 さん
第5位 照山 優衣 さん

23期最後の四半期、7月度のチャレンジボーナス表彰です。スタッフランキ
ング⼊賞の目標を掲げているスタッフが多数いると思います。制度導⼊初年
度の今期中にひとりでも多く達成できるように応援しています！
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トップガンの成島さんの外れる8月以降が、本当の自分の実⼒になりますので、3ヶ月で学ん
だ事を活かして8月も1位を目指して頑張ります。



モバイル事業構造変化への適応

この度もこのように表彰して頂き本当にありがとうご
ざいます。毎回この結果が出せるのも自分１人ではな
く他のスタッフが居てくれるからです。
7月の取組は質の部分が悪かった為、集客が多い事を
考えEC中⼼に取り組みを⾏いました。私自⾝、端末の
販売台数が増えると質が悪くなりがちになります。そ
こをマイナスに捉えず考えた結果が1位になることが
出来た理由だと思っています。また店舗のスタッフは

今期2度目の1位を獲得することが出来ました。
今回、1位になれたのは自分だけでなく周りのサポー
トがあったことが一番大きかったです。特に、自店舗
でお互いの数字を意識し合って競争し合える環境が出
来ていることが、結果に繋がっていると思いますし、
何よりも楽しく仕事が出来ています。店舗のスタッフ
には感謝しかないです。今後も継続していき同じ店舗
のスタッフで上位を埋め尽くせるように周りを巻き込
んで⾏ していきます。

第2位 栗原 修一 さん

第3位 吉澤 友博 さん

第2位 土屋 翔太 さん

第3位 山本 渉 さん

意欲が高く、常に提案⽅法を教え合っています。そんな環境に居れるのも1位になれる理由だと
感じます。8月は個人だけではなく、店舗ランキングもまた1位を取りたいと思います。そしてそ
の為に私が出来る事は全てやります。
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THANK YOU MESSAGE
お客様より称賛の声

お客様の声【千葉スター★誕⽣！部⻑賞】

ドコモショップ 岩井貴弘さんより
このような栄誉ある賞を受賞できたのはひとえに
店⻑はじめ店舗スタッフの協⼒があってこそです。日頃
からお客様目線での対応を⼼掛けています。今後もお客
様目線を忘れず日々努⼒していきます。

当者の⽅のご対応が分かりやすく、かつ丁寧で、またユーモアもあり、⻑時
間の⼿続きが苦になりませんでした。技術知識も豊富で、常に選択肢を背景・
理由、メリットデメリットを含めて説明して頂き、自分で選択する主体性を常
に尊重して頂けた事が一番良かった点です。

ドコモショップ 小松崎未菜さんより

お客様の声【キメゴコロ賞】

日頃私はカウンターとフロアの両⽅で応対しています。今後もフロア時は伝達
事項をカウンタースタッフへ正確に伝える事を⼼掛け、カウンター時はお客様
のニーズにお応え出来る様努めたいと思います。

前日来店時に、⼩松崎さんが良く希望を聞いてくれ、
翌日の機種変更の際の鴻巣さんと、社内連絡が出来
ていてスムーズでした。お二人の接客は、お客様の
要望を良く聞き、丁寧な対応で安⼼できました。

ドコモショップ 鴻巣亜佑美さんより
私は、お客様の要望をなるべく伺い、安⼼感を持って貰えるよう応対に努めてい
ます。またお客様にこのように思って頂けるよう努⼒していきたいと思います。
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ドコモショップ 原田愛美さんより

お客様の声【キメゴコロ賞】

ドコモショップ 渡邉真子さんより
お客様一人ひとりの状況に合わせた応対を⼼掛け、限られた時間の中でもドコ
モのサービスを知って頂き、より便利に楽しくご利用頂ける様、これからも精
進してまいります。

昨日は大変お世話になりました。時間が限られた中、
スタッフさんには急いで対応していただきました。
サービスやキャンペーン案内を速やかに分かりやす
く下さいました。ありがとうございました。

お客様の声【キメゴコロ賞】

年齢と共に⾊々分かりにくい⾔葉が出て来ますが、
ちゃんと分かりやすく説明して頂けたし、わからな
い事があったらドコモショップに来て下さいと丁寧
に⾔われたのが良かったです。

私は普段からお客様に分かりやすく、⾔葉を噛み砕
いてご案内する様に⼼掛けています。初めてスマー
トフォンを使うお客様がスマートフォンは難しいも
のという意識から楽しいと思って頂けるようにこれ
からも応対していこうと思います。

ドコモショップ 高橋遥さんより

お客様の声【キメゴコロ賞】

日々業務に追われる中、この度お客様から頂いた
お声で改めてFor youの精神を確認することが出来
ました。私事ではありますが⼊社2年目を迎えまし
た。後輩スタッフのお⼿本となるスタッフを目指
し、お客様に寄り添ったハートフルな応対が出来
るよう邁進していきます。

閉店前ギリギリ店内受付したので、契約完了するまでかなり時間がかかりまし
たが、スタッフの⽅からご丁寧な説明と得する提案をしていただき、二台購⼊
してかなり満足です。ありがとうございました。
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ドコモショップ 杉野文子さんより

お客様の声【キメゴコロ賞】

内田さんより

DS⻯ヶ崎店
第1回グッドテクノセレクション優秀賞受賞
アフターサービス優良取組事例優秀賞受賞

大切な時間を割いてご来店いただいたお客様に”来てよかった””また⾏こう、聞
いてみよう”と思っていただけるように会話を大切にご用件をお伺いしています。
納得したうえでの各種ご契約を喜んでいただけるよう、ご契約後もその内容に
満足し充実したご利用をいただけるよう努⼒していきたいと思います。

DS⻯ヶ崎店が故障⼿続に関する取組とiPhoneの修理開始時の取組が評価されド
コモから表彰されました。テクノ責任者（故障⼿続の責任者）の内田さんから
コメントを頂いているのでご紹介いたします。

6月からiPhoneユーザーのお客様にも店頭での預か
り修理をご案内できるようになりました。スタッフ
全員が今までアフターの案内が出来ないお客様にも
店頭で案内できるようになるとの思いから、受付準
備・資格取得とスムーズなサービスインをすること
が出来ました。今後は更なる安⼼・安全・楽しい・
便利をお客様に伝えられるようスタッフ全員で精進
してまいります。

契約内容⾒直しで伺いました。 当の⽅がとても親切丁寧にいろいろなパター
ンをご提案して頂き、疑問や不安などが、なくなりました。また、次回のお得
な購⼊時期なども教えて頂きました。本当にありがとうございました。
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平成30年７月13日（金）auショップ神栖！

リニューアル！

7月号に引き続き、auショップリニューアル情報をご紹介します！
7月は、auショップ神栖、北上尾がリニューアルしました！
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◆宮沢店⻑より

今回の改装の目的は、「ケータイだけを目的とする店舗」から「ケータイ以外
の目的で気軽に⽴ち寄れる店舗へ」と⾔う事で、落ち着いた雰囲気の⽊目調で
統一されました。改装する事ができたのは、何よりａｕをご利用頂いているお
客様のお陰ですので、お客様へ感謝し、ａｕのサービスを更に知ってもらい、
また来たいと思って貰えるようにスタッフ全員で頑張りたいと思います。
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平成30年7月21日（土）auショップ北上尾！
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◆⾦井 店⻑より
お蔭様で、無事にリニューアルオープンすることができました。
リニューアルに携わって頂いた⽅々に、スタッフ一同⼼より感謝申し上げま
す。北上尾周辺には、⾞で10分圏内に3店舗auショップがあります。その内
インショップの2店舗は既にリニューアルしております。今回リニューアル
した事で、お客様に「他の店に⾏くなら、北上尾に⾏こう」と思って頂ける
お店をスタッフと共に作っていきます。今後も北上尾周辺で1位を継続でき
るように、全スタッフで⼒を合わせて頑張っていきます。
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2018年7月13日にオープンして１ヶ月が経過し、
千葉店⻑に追加のインタビューを⾏いました！

ソフトバンク稲敷
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オープンして１ヶ月経ち、予想よりもお客様が来て頂い
ている事に大変ありがたく思っています。

オープンイベントの効果もありましたが、集客予算230
名に対し382名（166%）のご来店がありました。たくさ
んの⽅に生まれ変わったソフトバンク稲敷に足を運んで頂
いて感謝しています。

Q1.1ヶ月経っての感想を教えてください

⼊社5年目！知識豊富で、クリエイティ
ブな発想とパソコンの分からない事をすぐ
解決してくれ、非常に助けられています。

コミュニティプラザで培ったキャッチ⼒
と豊富な知識を活かした接客で、お客様に
満足して頂いています！

大塚 さん

中村 さん

⼊社5年目！稲敷のお客様を笑顔で癒して
います！接客も丁寧で、計画達成に対しても
意欲的です。あと何件必要なのか？数字を計
算しながら⾏ できるスタッフです！

Q2.スタッフの紹介してください！

Q3.どんなお店にしていきたいですか？
茨城県内満足度No,1を目指していきます！
スタッフ3人で⼒合わせてつくり上げていく店舗にします！

千葉 店⻑
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スキル資格合格者
[ドコモ認定資格]

◆グランマイスター

ドコモショップ 野口 亨 さん

試験を教えて頂いた⽅、支えて頂きた⽅々のおかげ
で合格する事が出来ました。この経験を活かしお客
様へのご案内も積極的に⾏い資格に恥じぬ⾏ をし
ていきます。

◆マイスター

ドコモショップ 萩谷 祐⼀郎 さん

◆auマスター
auショップ 榎本 茉莉子 さん

ドコモショップ 原田 愛美 さん
ドコモショップ 河野 祐輝 さん

[au認定資格]
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海外視察研修 ～フィリピン～

フィリピンの平均年齢は23歳ととても若く、⼈⼝は1億超となっている。⺟国語はタガログ語で公⽤
語は英語である。学校の授業は英語で、幼いころからしっかりと教育を受けている。社会進出する⼥
性が多く、家族の繋がりが強い事から、⼥性は出産後2週間で仕事復帰する傾向にあり、家政婦を
雇う家庭も多い。

現在のフィリピンは⽇本の⾼度成⻑期のような
パワーがあり街にも活気があります。ただ地域や
貧富格差が⼤きく、小学校就学率91％、中
学校68％と教育を受けられない子供たちも多
いです。直近では物流インフラの整備が課題で
ありますが、これから数⼗年⼤きく発展していく
国であることを感じ取れました。

フィリピン⼈の学⼒においての強みは英語⼒が⾼いこと、
弱みは算数の計算ができないことです。現時点では英語
⼒を活かしたBPOなどの事業や算数に対しての教育事
業などは国⺠性を活かした有効的な事業だと思います。
また、パソコンの普及率が低く、インターネットで何かを調べる場合は、携帯電話を使っており、特に

普及率の⾼いFaceBookが最⼤の販促手段として使われています。

夢や目標をしっかり持ち、意識が⾼い⼤学⽣
が多く⼤変刺激になりました。こういう教育を⽇
本でも進めていけば素晴らしい未来があると思い
ます。

■歴史や文化など海外研修通じて感じたこと

■BPO産業や携帯事業を視察して感じたこと

■⼤学を視察、現地の学⽣と交流し感じたこと

★⼤学⽣の⼥性⽐率が⾼く、⼥性の社会進出が
世界でNo1!!
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海外視察研修 ～中国・大連～

大連は日本企業の進出も多く、以前
より日本語を学ぶ学生が非常に多い
地域です。
大連日本語大学、桜にほんご学校を
訪れ、学校の⽅針講話、学生との
ディスカッションを⾏いました。

異⽂化や歴史、日本にはまだ無い先端サービス、グローバルに活躍しようとし
ている若者に触れ、参加者一同とても刺激になる研修でした。この経験を今後
に活かしていきます！

中国は、スマホを活用した生活がすでに普及し
ています。市場視察として、街中でのQRコード
決済（ちょっとした店も全部電子マネーです）、
無人コンビニでの買物、タクシー配⾞サービ
ス・シェアバイクの仕組みを学びました。

大連は、20世紀の日本統治時代の建物も
非常に多く、日露戦争の激戦地でもあり
ます。歴史の勉強として、203高地、水
師営跡、旧満鉄本社ビル、大連港などを
訪れ、戦争の記録、日本との関わりなど
を学びました。



人財･グローバル事業の推進

「生活⾯」では、新しい場所に⾏くことに躊躇することがなくなり
ました。研修の一環として、タイの出⼊国管理の役所や、マレーシ
アに⾏く機会がありました。タイに来たばかりのときは、⾔葉が分
からないので不安な気持ちが強かったですが、今は「とりあえず
⾏ってみよう」という気持ちで⾏ しています。タイのバスにも乗
れるようになりました。タイのバスは運賃が9バーツ（約30円）と
安いですが、窓なし、エアコンなしというものもあり、走っている
最中の揺れがすごいので、日本では体験できない乗り⼼地です。

Vol.４海外研修レポート

「生活面」、「仕事面」、「考え方」などにおいて、何か変化したことは
ありますか？

柴田侑奈さんのタイレポート第４弾です!

残り2ヶ⽉間でチャレンジしたいこと、やり切りたいことはありますか？
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タイにいるうちにしかなかなか⾏けない場所に1つでも多く訪れたいです。研
修の一環で、タイの東北部に⾏かせていただく予定なので、バンコクと違った
タイの姿を勉強してきます。また、東南アジア諸国に⾏く機会があるというの
も海外研修のメリットであると思っています。その機会を利用して、カンボジ
アのアンコールワットを⾒に⾏きたいです。世界遺産にもなっている遺跡であ

「仕事⾯」では、自分で毎月のレッスンのスケジュールを作成できるようになりました。作成を開始
してから完成するまで、短時間でできるようになったと思います。8月の短期レッスンをお知らせす
るためのPOPも作成しました。また、毎月自分が訪れた場所などの情報を生徒さんへ向けて発信する
ために掲示物を作成しています。最初に作成したときより、デザインや内容を工夫するようにしてい
ます。「考え⽅」では、以前より海外へ興味を持つようになりました。海外研修に来る前は、自分に
とって海外はとてもハードルが高いものでしたが、タイでの生活でいろいろなものを⾒て、触れてい
くうちにそのハードルはなくなり、代わりにもっといろいろな国を⾒てみたいと思うようになりまし
た。その国の歴史や宗教などを調べると、その国がどのようにして現在の状態になったのかという理
由も分かって、より興味深いです。

り、⾒どころも多そうなので、拝観したいと考えています。やり切
りたいことは、4月から作成しているフードコートのレポートです。
タイのフードコートの日本との違いを⾯白いと感じ、毎月フード
コートを巡るようになり、その記録を残しています。１ヶ月３ヶ所
以上の新しい場所に⾏くという目標がありますので、継続してやり
切りたいです。



人財の育成

日本の伝統体験塾
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７月２０⽇ 笠間⼯芸の丘にてロクロ体験を⾏いました。お茶碗、お
皿、湯呑みなど、自身の完成と向き合いながらオリジナル作品を作り「土と
会話する」という体験を楽しみました！完成は２ヶ月後ということで、完成品
が届くのが楽しみですね！

眺める陶芸から楽しむ陶芸へ

23期第七回アドバンス塾

この先自分の⼈⽣で体験しそうにない事だったので、この機会にやってみよ
う！と参加しました！体験して感じたのは、身の回りにあるものは、世の中
の誰かが作ってくれている物であり、どんな小さな物でも⼤切にしていかな
いといけないということでした。「物を⼤切に扱う」「丁寧に接する」ことができ
る⼈は、自然と他⼈へも気配りを持って接する事ができるそうです。作り手
の気持ちを味わうことで、自分が成⻑できると思いました。機会があれば、
また「物を作る」という体験をして優しい⼈になれればと思います。

ドコモショップ
福田 泰平 さん
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23期社員旅⾏
仙台に⾏ってきました!

2018.7. 3 ~ 7.  5
7.10 ~ 7.12 
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23期社員旅⾏
上高地に⾏ってきました 2018.7.18 ~ 7.19


