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モバイル事業構造変化への適応

3ヶ月連続１位達成！おめでとうございます！

１１月度販売数達成

3ヶ⽉連続⾦メダル！本当に嬉しいです。
ＡＧニュースが来るとスタッフが⾦メダルのページを開き嬉しそうにしているのを
⾒ると、大変だったけど来⽉も頑張ろうと思えます！

⾦メダルが3ヶ⽉連続で獲得できたのも上記の様に1人1人がお店の結果に興味を持
ち次どうすればまた⾦メダルを獲れるのか？と考え協⼒し⾏ してくれている成果
だと思います。本当にありがたいです。今後も皆の頑張りを無駄にしないように神
栖店で作った伝説を更に神栖店で塗り替えて⾏ける様に全員で努⼒し続けていきま
す！ありがとうございました。
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au神栖
宮沢店⻑

その他、達成店舗はこちらです。1位目指して1月もがんばりましょう！

（達成率115.8％）



モバイル事業構造変化への適応

チャレンジボーナス表彰です！スタ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。12⽉度はなんと！ソフトバンクの1位を３ヶ⽉連続で野⽼さんが獲得！しかもTOP
３を同店舗スタッフで独占!!!
各ショップの1位獲得スタッフへ、モバイル事業本部⻑自ら⾏った店舗での表彰式の様⼦
と入賞スタッフのコメントを紹介します。

１位という成績を上げる事ができ、とても嬉しい
です。店舗も１２⽉総合指標を東京中央支店１位
を獲ることができ、スタッフ全員で作った波にう
まく乗れたのではないかと思います。普段の営業
ではフロアとカウンター、どんな受付からでも提
案は必ず⽋かさないことを意識して毎⽇業務に励
んでいます。今までDSランキングで１位を獲得
してもチャレンジボーナス対象者がなかなか輩出
できずにいので、この順位を先頭を切って⼿に入

第2位 井関 洋志 さん
第3位 高森 直樹 さん
第4位 加本 修一 さん
第5位 鈴⽊ 香苗 さん

れたことによって自信もつきました。勿論、自分の⼒だけではなく⼾塚店⻑をはじめ、フロマネや
FA、そして獲得項目を落とさないように⽇々クローズしていただいているカウンターのみなさんの
おかげです。全員にいただいたこの順位を、落とすことないようこれからも頑張ります。
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モバイル事業構造変化への適応

今回もこのような素晴らしい賞を頂きましたて本
当にありがとうございます。そして、いつもス
タッフに支えられています。ありがとうございま
す。12⽉は、⽉初の成績があまり良くなく、改善
するためにご来店したお客様の⼿続き内容を把握
して、提案できるところは全て提案するようにし
ました。その結果、後半巻き返せたと思います。
12⽉は自店から3人ランキング入ることが出来ま
した。スタッフ全員が販売が強いため本当にいい
環境で仕事が出来ていると実感しています。1⽉
も、気を抜かず1位を目指します。

今回初めて、1位を獲得出来たこと大変嬉しく
思います。1位になれたのは、⻑南MG、陳さん、
店舗スタッフの協⼒により獲得出来ました。本
当に感謝しております。また、今回トップガン
の取組みにより陳さんが私に付いたのがキッカ
ケで数字への執着心が向上しました。毎⽇の実
績管理をしたことと、全ての受付において提案
出来るもの１つでもあるか確認し、⾒落としが
ないように取組んできました。お客様がどのよ
うな使い方、大事にしているものなどヒアリン
グをしっかりしてから提案するよう心掛けてい
ました。ランキング上位を獲る事により、同店
舗スタッフが同じく意識が向上してきているの
で今回だけにならず1位を狙い続け、周りを巻
き込めるスタッフになっていきます。

第2位 榎本 茉莉子さん
第3位 佐々⽊ 啓二さん

第2位 川上夏美さん
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
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THANK YOU MESSAGE
お客様より称賛の声

ドコモショップ 紺野知美さんより

お客様の声【キメゴコロ賞】

DS稲敷店 千葉加菜さんより

今回は千葉加菜さんに 当して頂きました。分からない度に質問し、説明を中断させ
る事が多々あったにもかかわらず、根気よく最後まで丁寧に教えて下さいました。
サービス内容をよく理解しているからこその分かりやすい説明は、利用者としてとて
もありがたかったです。本当にお世話になりました。

お客様から「窓口で分かっても家にかえってから出来なく
なってしまう」と良く伺うので、不安を残さないよう納得
して帰って頂く事を心掛けています。今後もお客様に安心
してご利用いただけるようしっかりご案内していきます。

応対で心掛けている事はいつも笑顔でいる事、お客様に合わせて会話を進める事です。
これからもお客様への心配りを忘れず、笑声の挨拶でお店全体をひっぱっていけるよ
うにがんばります！

2017年上期ドコモ千葉⽀店個⼈UL第1位
ドコモショップの紺野さんがドコモ千葉支店個人UL第1位で表彰されました!おめでとう
ございます!!表彰の様⼦と紺野さんからコメントを頂きましたのでご紹介いたします。



モバイル事業構造変化への適応
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お客様の声【キメゴコロ賞】

ドコモショップ 野掘祐助さんより
ご来店頂いた方に「このお店は居心地がいいなぁ」「またこ
のお店に来たいなぁ」と思って頂けるように心がけています。
これからも一人でも多くの方に同じように思って頂ける店舗
を作っていきたいと思います。

空いていてスムーズに済んで良かった。キッズスペースで応対して頂けて、その場を
かずに全て済んだのは驚きと感謝しかない。⼦連れに優しい店舗だと思った。親身

になって分かりやすい説明をして頂けたので、気持ち良く買い物ができた。

お客様の声【キメゴコロ賞】

ドコモショップ 結城春香さんより
お客様の期待を超える提案をし、満足いただけるよ
うな応対を⽇々心掛けております。今後も、より快
適なモバイルライフを送って下さるようにFOR YOU
の精神で取り組んで参ります。

最初は他社への移⾏を考えて来店しました。受付をして頂いた結城さんの応対が素
晴らしく、私達の疑問に親切に答えて頂きました。また、私達に最適な料⾦プラン
も教えて頂きました。その結果新しい携帯電話も契約し、今後も御社を利用するこ
とに決めました。閉店時間もかなり過ぎてしまいましたが、親切な応対をして頂き
ありがとうございます。次回も可能なら結城さんに接客をお願いしたいと思ってい
ます。

お客様の声【キメゴコロ賞】

ドコモショップ 福⽥⾥美さんより
お客様の⽴場に⽴ち”安心・安全・お得”を伝えられ
る様に⽇々応対しております。今後もお客様の心情
に寄り添った応対を心掛けていきます。

修理の携帯が直ったということで、来店しました。修理は完了したのですが、それと
共に以前の資料を調べて下さり、料⾦プランの⾒直しをして下さったりと、本当に感
謝しております。福田さんありがとうございました。お世話になりました。



モバイル事業構造変化への適応

２３期第３回

auショップ

店舗の中であらゆる場面で活躍することは一筋縄ではい
きません。人並み以上に努⼒しないと出来ない事です。

今回は、お客様から信頼され、シスターも受け持ち仲間
からの信頼も厚く、かつ⽉間個人通信簿でも結果を残す…
そんな接客・仲間のサポート・個人実績と大活躍している
染谷さんに色々とお話を伺いました！

お客様からの信頼も厚い！ スタッフの憧れの的！

染谷 なつきさん（入社4年目）

そ め や

平成26年度入社

auショップ
平尾 仁副店⻑

仕事に取組む姿勢が素晴らしく、お店全体の数字、後輩スタッフの実
績まで常に意識・管理をしておりお店を牽引してくれています。
また、お客様応対に関しても他のスタッフの模範となる応対が出来、
指名のお客様も多く常に予約が入っている状態です。今後も輝き続け
るスタッフとして成⻑してくれる事を期待しています。

Ｑ1.輝くス ッフ認定の感想を聞かせてください。

自分が選ばれる⽇がくるとは思っていなかったので驚いていますが、取り組んできたこ
とを評価して頂けてすごく嬉しいです。
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モバイル事業構造変化への適応

Ｑ２.接客をする上で心掛けていることはなんですか？

Ｑ４．接客や教育をしている中で、一番嬉しかったことを
教えてください。

Ｑ３．シス ーとして心掛けていることはなんですか？

Ｑ５．ス ッフへ伝えたいことはありますか？

一緒に働いているスタッフに「染谷さんのようになりたい」と言ってもらえたことです。
仕事面だけでなく、考え方や⾏ を⾒習いたいと言ってもらえた事は自分の自信にもなり、
仕事をする上でのモチベーションにもなっています。

アドバンスは仕事面だけでなく、人としての成⻑も応援してくれる会
社だと思います。アドバンスフィールドを活用して、一年後の自分に
期待しながら仕事をおいしく食べていきましょう！

店⻑の受け売りですが「この人と関われて
良かった」と思ってもらえる人財になる事
が目標です。自分と関わった方々に、少し
でもプラスの影響を与えられる人財になっ
ていきたいです。

お客様に気持ち良く接客を受けてもらうにはどうしたら良いかを常に考えるようにしていま
す。そのためのヒアリング、ニーズの引き出しは意識して⾏うようにし、プラスアルファの
ご案内で満足感が得られる接客を心掛けています。

何かに取り組む時、それが会社や周りのスタッフ、自分にとっ
て良い方向に進むのか悪くなるのか、自分自身で判断し選択し
た上で通り組んでもらうようにしています。そのための判断基
準となる考え方はその都度伝え、理解納得した上で⾏ しても
らえるよう心掛けています。

Ｑ６．今後の目標はなんですか？

お客様の事を考え、お店全体を⾒渡し⾏ している染谷さん。それ
だけではなく、自らの成績でも結果を残し、背中を⾒せているから
こそ周りから信頼され、愛されているんですね！
染谷さんを23期３人目の輝くスタッフに認定致します！
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⼈財･グローバル事業の推進

グローバル事業
ベトナム(出張)へ⾏ってきました。

12月16⽇〜19⽇の4⽇間、ベトナムのハノイ市に ⾏ってきました。

【ベトナム出張の目的】
◇インターンシッププログラム事業について、ベトナム連携企業との契約及び業務内容を確認すること。
◇ベトナムで連携できる企業・ベトナムの大学を訪問し、今後の連携及び事業展開の可能性について検
討すること。

[HAIPHONG UNIVERSITY]
インターンシッププログラムについて、説明会を実施
しました。

[DONG DO UNIVERSITY]
インターンシップ生の面接を実施しました。

[ALOHA EDUCATION]
インターンシッププログラム・⽇本語
学校について意⾒交換しました。

【海外インターンシッププログラムについて】
グローバル人財（海外の大学生）を対象とした⽇本企業で実

習・研修的な就業体験をする制度です。学生が自らの大学での専
攻や、将来のキャリアに関連した企業に⾏き、⽇本の労働慣習を実
感し、挨拶やビジネスマナーの習得やコミュニケーションスキルを上達さ
せるための有意義な機会となります。背景として、⽇本企業の海外ビ
ジネス事業展開や新たな視点によるイノベーションの創出などの外国
人人財の活用は、競争⼒強化になると考えられており、学生にも企
業にもwin-winの仕組みになっています。 [NEW WAY.Co.,Ltd] 海外インターンシップ

プログラムにおける委任状契約を結びました。

【今後の予定】
2018年4月以降に、海外の
大学生が数十名、⽇本企業
におけるインターンシップを実施
する予定です。インターンシップ
終了後も継続対応し、イン
ターン学生がそのまま受入れ
企業へ就職する場合のサポー
トをします。
また、⽇本企業が現地採用す
る際に、現地学生の傾向分
析や現地学生に対するプロ
モーションを⾏っていきます。

【ベトナムのお正月】

⽇本を除くアジア圏の国では「旧正
月」に⽇本のお正月のように初詣や
お寺への参拝したり、親戚一同揃っ
て正月料理を⾷べたりします。

2018年テト(旧正月) 旧暦大晦⽇〜旧暦1月3⽇
元 旦 2018年2月16日(⾦)

▲ゾンの葉（バナナの葉に
似ている）で包んだちまき

ムーラン(ベトナムの獅子舞）▲
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⼈財の育成
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歴史塾
23期第三回アドバンス塾

【講 師】

⾦⾕俊⼀郎先⽣

今回初めて塾に参加しました。短い時間で要点を絞った説
明は話が⻑くなりがちな私としては感心してばかりでした。
時折ユーモアがあり、飽きることなく、あっという間に終
わってしまった感じです。是非また参加したいと思います！

開 催
様々なテレビや著書でご活躍の⾦谷先⽣をお招きし、

戦後から現代までの歴史をギュッと濃縮し講義を
⾏って頂きました。

教科書には載っていない各総理大⾂の裏話が散り
ばめられており、⽣徒を飽きさせないカリスマ講師
ならではの、興味湧く一時間半でした！
参加者の声を頂きましたので、ご覧下さい。

システム 真家 和之さん

ソフトバンク 藪﨑 凌大さん
普段歴史を学べる機会がなかなか無い為、知識を身に付

けたいとの思いから参加致しました。
今回得た知識で、「過去、現在、未来」と繋げ、お客様

とのコミュニケーション等、仕事の場にも活かしていきた
いと思います。



⼈財の育成

環境の変化対応塾

1988年早稲田大学政治経済学部卒、東京ガス入社。95年ペンシルバニア大学経営大学院
（ウォートンスクール）卒。ベンチャー企業副社⻑を経て、97年NTTドコモへ。99年世
界初の携帯電話を利用したインターネットビジネスモデル「iモード」サービスを⽴ち上
げ、2001年 ビジネスウィーク誌にて世界のeビジネスリーダー25人の一人に選出され
る。2005年ドコモ執⾏役員、08年退社。

現在は慶應大学の特別招聘教授のほか、ドワンゴ、トランスコスモス、セガサミーホー
ルディングス、グリー、DLE、U-NEXT、⽇本オラクル、Ubicomホールディングス、
クールジャパン機構などの取締役を兼任。 経産省・IPA 未踏IT人材発掘育成事業統括
プロジェクトマネージャーや、各省庁の委員会の委員、審査委員等も務める。フジテレ
ビ「とくダネ！」などのテレビ番組や新聞、雑誌、インターネットにおけるメディア登
場数も多く、各方面にわたりITを利用した社会変⾰を促す講演には定評がある。

23期第四回アドバンス塾

【講 師】
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夏野剛先⽣

◆開催⽇
◆時間
◆募集人数
◆場所
◆参加料
◆応募方法

2月7⽇(水)
10:30〜12:15
70名
コミュニティプラザ⻯ヶ崎
3,500円
事務局からのメールを確認
してください。

＜引用＞https://www.kouenirai.com/profile/4829

インターネットビジネスの更なる進化について考えましょう!!
1968年に初めてポケベルが登場してからはや50年。モバイルはすさまじ
い進化を遂げ、どんどん便利になり今では人間にとって必要不可⽋な物
になりつつあります。それに伴いネットビジネス業界も進化し続けています
この機会にみなさんでインターネットビジネスの未来を考えませんか？

初めての塾内容で、普段の業務に、一番身近な内容となっており必⾒で
す!!今後のモバイル事業がどう変化していくのか、インターネットビジ
ネスの未来についてなどお話しいただきます。



⼈財の育成

３月おすすめ講座

ADF活用！SMBCセミナー案内

5⽇（⽉）実践 クレーム対応の基本
20⽇（⽕）時間管理 仕事に集中し結果を出す技術
22⽇（木）要点をズバッとまとめる話し方

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。

ドコモショップ 田所大地さんの受講の感想、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。

12⽉20⽇（水）10:00-13:00
受講セミナー『コーチング 人間関係を深める「聴く」技術』

セミナー受講の感想

【セミナーを受講したねらい】
普段からお客様応対において「聴く」というのは大切ですが、
具体的にどのようなところに注意するとより良くなるのかを
学びたく参加しました。

【学んだこと】
「きく」というのは「聞く・訊く・利く」という３つの意味があり、
中でも「利く」のレベルは相⼿をよく理解していないと出来ないものだと学
びました。

【今後に向けて】
お客様対応に活かせるものを勉強していきたいです。
その後、会社や組織、経済についても学ぼうと思っています。

ドコモショップ
田所大地さん

Vol.203 12


