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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（お手紙） 

 「最初に対応してくれた神長さんがとても親切・
丁寧で、色々説明してくれたので安心して機種変更
を決める事ができました。手続きをしてくれた高森
さんも親切・丁寧に説明してくれました。分からな
いところも笑顔で教えてくれたので非常に良かった
です。ありがとうございました。サービスを熟知し
ているお二人が対応してくれたおかげで、機種変更
などの手続きをする事ができました。 

 このようなコメントを頂き大変嬉しく思います。 

今まで自分が日常利用するお店でアンケートを書く機会が
あって、応対に満足していても、具体的にコメント欄まで書
いたことはありませんでした。今回コメントしてくださった
お客様のように、私自身も感謝の気持ちをしっかり言葉で伝
えようと考えるきっかけになりました。これからもお客様に
対して気持ちの伝わる接客を心掛けていこうと改めて思いま
した。 

ドコモショップ 神長智子さんより 

 DS流山店の神長さん、高森さんがお客様より感謝のお声をいただき、Thank 
you! MESSAGE 5月号へ掲載されましたのでご紹介いたします。 

 スタッフ全員がお二人のような方だといいと思いました。」 

 このようなお褒めの言葉を頂き、大変嬉しく思います。お客様
応対で意識していることは2つあります。流山店に足を運んで頂
いたことに対し、感謝の気持ち伝えることと、お客様のご要望を
より多く引き出し、ご期待以上の提案を行うことです。今後も、
お客様に感謝の気持ちを忘れず、ご満足して頂けるような応対を
心掛けていきます。 

ドコモショップ 高森直樹さんより 

お客様より称賛の声 
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モバイル事業構造変化への対応 

千葉スター☆誕生！支店長賞 
お客様のお褒めの言葉の中からドコモ千葉支店長に選ばれ受賞となりました。 

 機種の購入を迷われていたお客様で、

何度も足を運んで頂き、納得して購入

して頂けました。お客様に満足して頂

くことはとても嬉しいですし、たくさ

んのお客様に同じ気持ちになって頂け

るような応対をしていきたいと思って

います。これからもお客様の声を励み

にがんばります！ 

ドコモショップ 

紺野知美さんより 

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タイを購入したいです。 

ドコモショップ 

菅野香織さんより 
 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。 
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人財ビジネスの推進 

グローバル事業 
 皆さん、こんにちは。人財事業部配属の劉(リュウ)とソン

と申します。提携会社の株式会社商輪と連携して、海外から

来ている留学生のサポートをしております。将来的に海外か

ら来ている留学生の母国と日本の架け橋になれる人財を育成

し、就職支援に取り組んで参ります。    

 これから、アドバンスの新たな１ページを作っていきます。 

A2ネットーワーク アドバンス 
タイランド 

KSランゲージ 

子会社 サポート 出資 

提携 

アドバンスグループ 
アドバンス 

ホールディングス 

 KSランゲージをサポートする言語サービス、教材
開発から販売まで一貫して行う他、スタッフ研修の
受け皿として出向スタッフの生活から学習までをサ
ポートしています。また、不動産賃貸など新たな事
業へチャレンジ中。 

・文書翻訳・通訳者派遣など多言語サポートサービス 

・語学教材の開発、出版、販売 

・海外研修受け入れサポート 

・不動産賃貸 

・在タイ日本人向けの語学学校の運営 

・ヨガやタイのカルチャーの紹介やレッスン 
 

 語学学校では、主にバンコクに住む日本人
向けに、バンコクに引っ越してきたばかりの
方向けの初級コースから仕事でもバリバリ使
えるビジネスレベルのレッスンまで多種多様
なコースを提供しています。 

・在タイ日本人向け 
  携帯電話の販売 
  および回線（SIMカード)提供 
 

・日系企業とその従業員向け 
 モバイルソリューション 
 

・通信サービスにおけるコンサル 
 ティング、アフターサポート 

アドバンス 
モバイル事業 

グローバル事務局 人財事業部発足 

劉珂彬さん ゲゥェン･ホン･ソンさん 

海外事業について、これからたくさん 

レポートしていきますのでお楽しみに！ 
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人財の育成 

 22期第7回のアドバンス塾は、初めての開催と

なる「ゴルフ塾」です！以前より参加後のアン

ケートにて皆さんからの要望の多かったゴルフ塾

がついに実現しました！ 

心と身体の健康塾～ゴルフ編～ 
ゴルフを通して心と体を鍛える 

22期第7回アドバンス塾 

ソフトバンク 
髙山諒介さん 

◆開催日時 
4月17日（月） 
10:00～13:00 

◆場所 
センチュリーゴルフ 
（茨城県龍ケ崎市） 

◆参加料 
3,000円 

 父が打ちっ放しによく行っていた
ので、何回か一緒に行ったことがあ
りました。当時はクラブがボールに 

ミートできなかったのであまり魅力のある競技だとは感じませんでした。
しかし、今回の塾ではプロのコーチの方々にマナーからクラブの握り、
振り方など根本から教えていただいて、奥が深くて難しく、面白いス
ポーツだと知ることができました。経験した人にしか分からない刺激が
絶対あると思います！興味があるスタッフは一度で良いのでチャレンジ
してみてください！ 

◆参加スタッフの声 
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人財の育成 

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 ～農業体験編～ 』です。 

 

 今回塾が開催されるなめがたファーマーズビレッジは、

以前、役割者研修を実施したところです。参加した役割

者たちも「種を植えて収穫体験し、それを食べることで

色々な気づきを得る事が出来た」と大好評でした！農業

に対し、大きな夢を持って働いているスタッフの方達の

近くで、普段とは違う作業を体験することで、沢山の気

づきを得られます！ 

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 

〒311-3880 茨城県行方市宇崎1561 TEL:0299-87-1130 

おいしくたべるに気づく塾 

なめがたファーマーズビレッジ 

 地元の人たちの成長を100年以上

も見守りつづけてきた小学校の跡地で、

この地をもう一度、笑顔でいっぱいに 

11時～12時 
 じゃがいも堀り 
 さつまいも苗え付け 
 
 
12時30分～ 
 お昼ごはん 
 
 
13時40分～ 
 やきいもﾐｭｰｼﾞｱﾑ見学 
 ｽｲｰﾄﾎﾟﾃﾄ作り 

したい！たくさんの出会いをつくり、たくさんの夢を育

てていきたい！といった想いから誕生したなめがた

ファーマーズビレッジ。 

 見るだけでも遊ぶだけでもない、農業や食に対する好

奇心がどんどん広がります。食べて、育てて、学んで、

自然をカラダいっぱいに感じられます！ 

menu 
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人財の育成 

22期社員旅行 

22期社員旅行の第三弾、タイ旅行が2月7日～10日の3泊4日で実施されました。参加者は総

勢28名。社員旅行ではおなじみのタイですが、事前の課題やクイズ大会などで多くの学びが

あったようです。 

タイに行ってきました 

2017.2.7～2.10 

120年以上前の、ラマ5世時
代の邸宅を改装した素敵な一
軒家レストランで伝統的な宮
廷料理をベースとしたモダン
タイ料理を味わいました。 
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人財の育成 

22期社員旅行 

韓国に行ってきました 

2017.4.11～4.14 

22期、海外への社員旅行の最終班、韓国旅行が4月11日～14日の3泊4日で実施されました。

参加者は総勢22名。お隣り韓国での学びの中で、ガイドさんのお話がとてもためになり、楽し

く学べたようです。 

韓国ならではのサムギョプサルを
お腹いっぱい食べて幸せ♪ 
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人財の育成 
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人財の育成 

国内社員旅行第2弾は、軽井沢です！避暑地として知られる軽井沢は、古くは交通の要

所として、そして人々の安らぎの地として多くの人に親しまれてきました。 軽井沢を

より深く知って、様々な時代に想いを馳せてみてください。 

22期社員旅行 

軽井沢 旅行～予告編～ 

5月23日・25日（日帰り） 

設計・施工が日本人の手による明治後期の純西

洋式の木造ホテル。明治・大正時代を築いた著

名人が訪れた面影を今に伝えています。昭和５

５年５月、国の重要文化財に指定 

  

旧軽井沢ホテル音羽ノ森 

旧三笠ホテル 

軽井沢の格調と歴史あるホテル。リゾート地と

して名高い軽井沢で長い歴史をもつホテルで昼

食を食べながら普段は会えない仲間と懇親を深

めましょう！ 

はくたか (金沢～東京) 

 平成27年デビュー 

 最高速度 260 km/h  
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人財の育成 

学びポイント 

軽井沢に多くの別荘が建ち、避暑地としての
ステータスが築かれたのは、明治時代後半の
ことである。軽井沢に別荘を建て、初めて避
暑を楽しんだ人物は、日本の富裕層ではなく、
素朴な暮らしを愛する外国人宣教師アレクサ
ンダー・クロフト・ショーだった。宣教師は、
東京の猛暑と蚊の襲来に閉口し、過ごしやす
い高原の土地を探していた。そして浅間山の
山麓に位置する美しい緑の町、軽井沢が、彼
の目にとまった。 
 
江戸から明治への転換期、英国公使館付医官
のウィリアム・ウィリウスは、1868年、横浜
から越後を目指すことになる。中山道を進み 

②軽井沢の誕生 

軽井沢に達したウィリスは、やや興奮気味に英国公使館に第一報を送った。「ここ（軽井沢）と
江戸の温度差は驚くほどで、華氏で10℃は低い。夏でも蚊はいないという。」（『遠い崖』７
江戸開城、萩原延壽より）これが、西洋人が軽井沢について述べた初めての記録である。じめじ
めした夏と、安眠を妨害する蚊は、外国人にとって堪え難い現実だったようだ。 ショー師はリ
ウマチを患っており、軽井沢を「屋根のない病院」と言って讃えた。そしてさわやかで美しい軽
井沢を、すぐに内外の人々に紹介した。翌年には自ら、旧軽井沢の大塚山に簡素な別荘を建て、
家族とともに夏を過ごすようになる。内外の知名人に軽井沢が保健と勉学の適地として紹介した
ため、ショー氏の友人たちである宣教師の別荘が年を追って建ち始めた。そして明治26年には
初めての日本人所有の別荘も建てられた。 

①カーリングを通して、コニュニケーションやグループ間の 

 結束を強化！ 

軽井沢アイスパーク 

男女ともに、2018年平昌冬季オリンピックの出場

が決まっているカーリング。防寒具上下・ニット

帽・手袋・専用シューズを装備して本格体験！ 

聖パウロカトリック教会 

アレクサンダー・クロフト・ショー 

気になるお土産 

 軽井沢ファーマーズギフト 

マ
ヨ
ネ
ー
ズ
ソ
ー
ス 540円 

ツルヤ 

リ
ン
ゴ
バ
タ
ー 

398円 

酢重正之商店 

醤
油
豆 

691円 

参考サイト：旅時間 

もらって嬉しい！ 
軽井沢でおすすめの 
人気お土産ランキング 

TOP20  
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人財の育成 

国内社員旅行の第3弾は伊勢志摩。パワースポットとして有名な伊勢神宮に、素敵なリ

ゾートから真珠まで、魅力的なスポットが盛り沢山な伊勢志摩！おすすめ観光スポット

をご紹介します！ 

22期社員旅行 

伊勢志摩旅行～予告編～ 

  

6月13日～15日 

20日～22日（2泊3日） 

宿泊ホテル・懇親会会場 

しんわ千季 戸田家 
戸田家の 湯 めぐり 

男女あわせて13湯＋足湯2湯＋岩盤浴20床 

貸切たぬき湯 

足湯処せせらぎ 

朝食：しんわダイニング 天・地・海 

和・洋のより新鮮で旬の料理が食べ放題！ 

料理人が食材を豪快かつ繊細に調理するライブ

キッチンやごはんが美味しい土かまどスペース、

焼き立てピザが楽しめる石釜など楽しさいっぱ

い！ 

昼食1日目：ひつまぶし 昼食3日目：てこね寿司 
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人財の育成 

 

古くから伊勢神宮にお参りをする前に、二見興玉
神社（おきたまじんじゃ）で身を清めるという習
わしがあるそうです。夫婦岩という有名な岩が海
に突き出しており、夫婦岩の注連縄は５月９月１
２月と年に３回張り替え神事が執り行われるそう
です。 

 

「歴史」・「和」なイメージの伊勢志摩ですが、
まるでヨーロッパの街並みのような素敵なリ
ゾートも有ります。おしゃれな輸入雑貨がいっ
ぱいのセレクトショップもあるようです。足を
伸ばしてみてはいかがですか？ 

アコヤ貝からの取り出し体験、手作りアクセサ
リー体験が出来ちゃいます！ 

アクセサリー作りに使ったアコヤ貝は、おいし
く貝柱も食べられるんですよ。 

学びポイント 

真珠工房 真珠の里 

①四日市公害と環境未来館見学 
約半世紀前、当時の日本は戦後復興から高度経済成長期に
入りました。全国各地に大規模な工場が次々と建設され、
工場周辺ではさまざまな公害が発生しました。大気汚染に
よって多くの人々がぜん息に罹患（りかん）するなど「四
日市公害」と呼ばれる深刻な公害問題が生じました。 

②伊勢神宮観光 
「お伊勢さん」「大神宮さん」と親しく呼ばれる伊勢神宮は、
正式には「神宮」といいます。神宮には、皇室の御祖先の神と
仰ぎ、私たち国民の大御祖神として崇敬を集める天照大御神を
お祀りする内宮と（皇大神宮）と、衣食住を始め産業の守り神
である豊受大御神をお祀りする外宮（豊受大神宮）を始め、
14所の別宮、43所の摂社、24所の末社、42所の所管社があり
ます。これら125の宮社全てをふくめて神宮といいます。 

自然豊かな快適な都市空間の形成と地球規模での環境問題に市民・事業者などすべて
の者が積極的に取り組むことを規定した四日市市環境基本条例を制定し、すべての者
の参加と強調により、人と自然が共生できるまちづくり、環境への負荷の少ないまち
づくり及び地球的視野に立ったまちづくりを進めています。 

その他おすすめ！ 

志摩地中海村 

二見興玉神社 
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人財の育成 

  

７月おすすめ講座 

  

ADF活用！SMBCセミナー案内 

 ４日 言いたいことは１分で！１０倍伝わる話し方 

１２日 売れる！！最強のセールストーク術 

１３日 アンガーマネージメント イライラ・怒りのコントロール術 

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。 

vol.195 15 



ライフワーク充実 

 4月10日記念すべき第30回アドバンスカップが、茨城県稲

敷市にある「アスレチックガーデンゴルフクラブ」にて開催さ 

【アドバンスカップとは】普段あまり接点のない他部署のスタッフや役員の方々と共にコースを回ってゴルフを
することで交流を深めることのできるアドバンス公認サークルのひとつです。いつまで経っても全然上手になら
ないマネージャーも沢山参加していますので、初心者の方もぜひお気軽に参加ください！みんなが公平になるよ
うハンディキャップマッチになっていますので、実は初心者の方でも優勝が狙えちゃうんですよ！ 

Advance CUP 
Golf Tournament 

れました！カラッと晴れあがり、コー

スの桜も満開の中、３０名の参加者は

ゴルフを真剣勝負で満喫しました！ 

【優勝者】記念すべき第３０回大会優

勝者は、経理の市川さんでした！参加

者の祝福の中、豪華賞品の一眼レフカ

メラが贈られました。 

第30回アドバンスカップ優勝者 

 みなさんこんにちは。記念すべき第30回大会の覇者、経理の市川です。 

節目の大会で優勝する事が出来て、大変うれしく思っております。 

 ゴルフは性別や年齢問わず楽しめますので、やった事ない方にもおすす

めです。今なら男性用1セット無料貸し出し中です！ゴルフ塾もあります

し、次回アドバンスカップで会いましょう！ 
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社会貢献の取組 

ドコモ 

 ４月12日（水）に溜池山王にあるドコモ本社ソリューションルーム見学会を実

施しました。法人営業の取引先に声をかけ、5社8名にご参加頂き、VRや翻訳ア

プリ等身近なソリューションの他、10年後の活用を目指してドコモが開発してい

る未来の情報機器の見学・体験をしてきました。今後も単なる携帯の販売に留ま

らず、お客様の業務効率UPや売上UPに繋がるよう、取り組んでまいります。 

法人営業 渡邉伸治さんより 

 システム開発関係の企業様を招待・アテンド近未来的なサービス

紹介が多く、即導入には至らないがお客様と一緒に未来を考えるこ

とにより、今までの商談時では話題とならなかったことについても

語れる場となった。今後はお客様の業務内容の把握に努め、その企

業のお役に立つにはどうすべきかを考え取り組んでいきたい。 

ソリューションルーム 見学会 
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