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モバイル事業構造変化への適応

2ヶ月連続達成！おめでとうございます！

１０月度販売数達成

店舗のスタッフは平均年齢27歳と、とても元気いっぱいです。
社歴は浅く、知識もほかの店舗から⽐べるとないですが、どこの店舗よ
りも、頭が柔らかく素直です。⾦メダルが獲れたのも、⾔われたことを
素直に受け⽌め、⾏ してくれた結果です。そんな神栖のスタッフ全員
を認めてもらえる様に店⻑としてできる事精⼀杯取り組み、今後も明る
く笑顔で楽しく仕事していきます。ありがとうございました。

（達成率135.4％）
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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12月もがんばりましょう！



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。
11⽉度、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。

第2位 野友 昭宏さん
第3位 高森 直樹さん
第4位 飛田 真弘さん
第5位 神﨑 知美さん

Vol.202 3

今回1位を獲得出来たこと、また、2ヶ⽉連続で
私たちの店舗が1位を獲得出来たこと、非常に嬉
しく思います。
全ての受付において、提案出来るものを何か1つ
でも⾒つけようとすることで、先⽉に引き続き販
売点数満点をとることが出来ました。仕組みを理
解し、現状確認をし、出来る事を最大限実⾏して、
それぞれが役割を果たすことにより店舗の達成に

なるような店にしたいです。12⽉も引き続き満点獲得を目指し、私たちの店舗で上位独占できるよう
に周りを巻き込んでいきたいと思います。



モバイル事業構造変化への適応

この度は名誉ある賞いただき光栄です。
10⽉から引き続きランキング1位になれた事、
本当に嬉しく思います。また店舗のスタッフの
方々には感謝の気持ちでいっぱいです。
11⽉も自⾝の得意な提案方法を⾏い、自分が
どれだけ販売しているかを常にチェックしまし
た。そして、獲得に繋がった提案は、忘れない
ようにメモを取るなどし、また1位を獲得する
ことができたと思います。

二カ⽉連続の獲得で有終の美を飾れたかと思い
ます！周りのスタッフには有⾔実⾏。そして次の
ステップへはいい⾒本になれたかと、達成感をか
みしめています。信頼をして頂いた店⻑始め、ス
タッフ。⻑南MGの皆様のお蔭で、最後まで走り
続ける事が叶いました。⽉初からできる限りの提
案をして攻め、⼀つひとつ丁寧に取りこぼしが無
いよう心掛けて、自作の通信簿管理表で管理し夢
中で接客をしていたと思います。

第2位 酒井 絢さん
第3位 太田 真由さん

第2位 ⽯⿊祐哉さん
第3位 加藤 司さん
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今後はトップガンメンバーで、スタッフ
に伝える側になります。頑張り続ける姿を
⾒本として残せたと思うので、慢心せずに、
スタッフのことを思って何をどう頑張れる
かを、⼀緒に考えていきたいと思います。

今は、店舗の実績も意識していますが
まだまだ⼒不⾜と感じます。
12⽉も引き続き1位を狙い、店舗の実績
も出せるスタッフになります。
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THANK YOU MESSAGE
お客様より称賛の声

お客様の声【称賛の声】

ドコモショップ 鴻巣亜佑美さんより
お客様応対で心がけていることは、お客様のお気持ちになる
べく寄り添える応対ができるよう努めています。今後、お客
様に来てよかったと思っていただけるような応対をしていき
たいです。

⻑い待ち時間に反論しましたが、⼩柄な⼥性スタッフの対応
が絶品でした。質問事項も心がこもっており、テキパキとハ
キハキと話す手際の良さが、ドコモの印象をアップさせてく
れました。彼⼥がいれば大丈夫。ありがとう。

お客様の声【Thank You! MESSAGE 12月号掲載】

ドコモショップ

いつもお客様の⽴場に⽴って、分かり易い⾔葉で丁寧に応
対するように心掛けています。今後もドコモのファンを増
やせるような応対を心掛けます。

店舗入り口での受付もスムーズで、その後カウンターに移
するまでの流れや応対が非常に良いと感じました。スタッフ
同士の連携ができているのだと感じました。名前や番号で呼
ばれるわけではなく、近くまで声をかけて頂けることはうれ
しかったです。カウンターでも非常に丁寧に対応して頂きま
した。

神﨑知美さんより
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日頃からお客様のご要望に親⾝に寄り添い、
お客様応対を重ねた事から、この表を受賞できたと感じております。
今後も「お客様を笑顔にできる接客」を尽くし、
私自⾝や店舗の「ファン」を増やせるよう取り組んで参ります

NPS向上の為に何か特別なことをしたわけではなく、スタッフが
日頃からお客様の為を想い、対応に励んだ結果です。これからも、
“笑顔だけは絶やさずに”をモットーに、スタッフ全員で接客に臨
んでいきます。

Net Promoter Score（ネット・プロモーター・スコア）の略で、推奨者の割合から批判
者の割合を引いた数値のことです。

個人別WEBアンケート部門では、綿貫さんが第4位で表彰されまし
た。スタッフ約1000人の中からの輝かしい表彰です！

綿貫淳⼀さんより

神栖店の強みはスタッフ1人1人が『自分の為』だ
けでなく『皆の為に』と考え⾏ 出来る事だと思い
ます。『皆の為に』と思える秘訣も、休憩中や仕事
終わり、ちょっとした時間に沢山コミュニケーショ
ンが取れているからだと感じます。今後も良い意味
で仲良く、楽しく仕事ができるように、更に成⻑で
きるようにスタッフ皆で頑張って⾏きます！

au 表彰
茨城県内 新規販売台数数

auショップ神栖
第関東支社 auでんき受付完了数 1位茨城県内 タブレット新規獲得数

auショップ北上尾
第2位

⾦井店⻑より

NSPとは

店舗別NPS実績部門において、auショップ北上尾が、埼⽟⽀店の
96店舗中2位を受賞しました！

⼆〇⼀七年 秋のコンテスト 店舗別NPS実績部門

第4位⼆〇⼀七年 秋のコンテスト 個人別WEBアンケート部門
auショップ 綿貫淳⼀ さん
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スキル資格合格者
[ドコモ法人営業認定資格]

◆法人グランマイスター

7

ドコモショップ法人 山下 与志也さん
営業スタッフの協⼒のもと、⾜りない所を指摘して
もらいながらヒアリングを重点的に⾏いました。
当日は、指摘箇所のシナリオを脳内シミュレーショ
ンで完成させて試験に臨み、良い結果を出せました。
課題の抽出、課題の解決は、端末やソリューション
提案等、営業としてのスキル向上に繋がる試験です。
今回の結果を踏まえ、今後の営業活 に活かしてい
きます。

ドコモショップ法人 矢萩 利明さん
実技練習とシナリオ作成の練習を重点的に⾏いまし
た。グランマイスターは端末販売ではなくソリュー
ション提案が必要となり、自分自⾝の現状の課題に
向き合う良い機会となりました。
お客様の抱えている課題の抽出、その課題解決に向
けた提案、法人営業として目指すべき⼀歩先の姿を
学ぶ事ができたのが最大の収穫でした。資格取得だ
けで満⾜せず今後の営業に活かしていきます。また、
次のステップであるITパスポートに関しては、まだ
保有者が少ない資格なので早期取得を目指します。
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２３期第２回

ソフトバンク

笑顔、元気は接客業の基本ですが。その基本で人の気持ち
を かすことはとても難しい事です。

今回紹介するのは、自らの笑顔で他人の気持ちを晴れさせ
ることが出来る技の持ち主！そんな笑顔が輝いている宮本さ
んに色々とお話を伺いました！

ソフトバンクの元気印!!その笑顔でお店の雰囲気も↑↑

宮本 美咲さん（入社３年目）

み さ きみや もと

平成２７年度入社

⼩林孝⾄副店⻑

いつもＡＧニュースで「輝くスタッフって凄い」「どう⾏ すればなれるのか？」と思いな
がら⾒ていましたので、まさか私が選ばれると思っていなかったので驚きと嬉しさのオンパ
レードです。
また、輝くスタッフに選んで頂いたことでさらに自信がつきました。ありがとうございます。

持ち前の明るさと、気持ちの良い挨拶でお店を活気付けてくれていま
す。また、接客中はお客様とコミュニケーションをとりながら笑顔の
接客でお客様からの信頼も得ています。その接客⼒を評価され、今年
は『接客Ｎｏ１グランプリ』に出場、もちろん実績でも活躍しており、
個人ランキングでは安定して上位にランクインして店舗を牽引してく
れています。今後も輝き続け、アドバンスに欠かせない『人財』間違
いなしです！

Ｑ1.輝くス ッフ認定の感想を聞かせてください
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Ｑ２.仕事や役割に対し普段意識していることは何ですか？

Ｑ４．アドバンスに入って「私のココが変わっ
た！」という所を教えてください。

Ｑ３．宮本GMお墨付きの元気の源は何ですか？

Ｑ５．尊敬する人とその理由は何ですか？

大きく変わったのは仕事に対する姿勢です。私は高卒で入社し当時１８歳でしたので、社会
の事も働く事も何も分かっていなかったので、おいしくたべることが出来ていませんでした。
今は、仕事を覚えたり、習得することによって充実感や楽しさを得ることが出来ます。
それにより、業務を任せて頂く機会も増え、どんどん楽しくなっています。
⾔葉遣いも上達しましたが、まだまだ勉強不⾜なので、勉強を継続していきます。

ソフトバンクショップ所属の齋藤愛さんです。シスターでお世話になり、齋藤さんから学ぶ
ところが多く、販売や礼儀などたくさん勉強させて頂いていました。ＭＶＰも取って本当に
尊敬する自慢の先輩です。取組説明会で「齋藤愛さんの様になりたい」と宣⾔しているので、
有⾔実⾏できるように販売も笑顔も頑張ります。

スタッフランキングでまた１位獲得、店舗ランキングも１位にな
りお店を牽引できるスタッフになる事です。今までは自分の事で
精⼀杯でしたが、今後は周りのスタッフや店舗の事も考えられる、
且つ業務も完璧に出来る人になることが私の目標です。

笑顔が⼀番！！何事も笑っていれば自然といい雰囲気になり、
自分も幸せな気分になり周りも気分が良くなると思います。
壁にぶつかることもあると思いますが、⼀緒に頑張っていきま
しょう！

元気よく朝から挨拶しスタッフに対しても、お客様に対しても笑
顔で接する事です。「朝から元気だね」「声通るね」と⾔われる
ので、そこを武器にしています。

よく食べ、よく笑い、よく遊び、よく寝ることです（笑）
また、まわりの人の笑顔も私の元気の源になっています。

Ｑ６．ス ッフへ伝えたいことはありますか？

Ｑ７今後の目標は何ですか？

常に笑顔を心がけ仕事をおいしくたべている宮本さん。
自分にも周囲にも好循環を生んでいますね！
宮本さんを２３期２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

2019年度新卒採用活動中！
先月号に引き続き、2019年採⽤のインターンシップの様⼦をお伝えいたします。

Vol.202 11

皆様のショップにも、学生達が足を運ぶかもしれません！その際は、しっかりとアドバンス
を伝えてください。よろしくお願いします！

＼インターンシップでの人財サポートメンバー／

2019年度採⽤に先駆けて、11月〜12月に1dayのインターンシッ
プを開催しています。 カリキュラムで特に人気なのが、「現場スタッフと
の座談会」です。「最前線で働くスタッフの⽅のお話を聞けて良かった」
「働く姿の想像が出来た」「今まで思っていたショップ店員と違い、奥が
深いと感じた」と、モバイルプランナーについて肌で感じられたという意⾒
が多くあがりました。

山田常務による
＼就活講座／

皆様の後輩や知り合いで就活に悩んでいる⽅がいましたら、ぜひアドバ
ンスのインターンシップを勧めてください！
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歴史塾
23期第三回アドバンス塾

〜近代史編〜

◆開催⽇
◆時間
◆募集人数
◆場所
◆参加料
◆応募⽅法

1月9⽇(火)
10:30〜12:00
60名
コミュニティプラザ⻯ヶ崎
2,500円

【講 師】

⾦⾕俊⼀郎先⽣

事務局からのメールを確認
してください。

戦後の歴史から今の日本にどう繋がっているのかを知りたくないですか？
過去を知り現在を確認して未来をつくりましょう！

※公式サイトより

キューバ
危機

高度
経済成長

４大公害

東京
オリンピック

予備校「東進ハイスクール」のカリスマ⽇本史講師。「世界一受けたい授業」（⽇本テレビ
系）や?「試験に出るコント」（NHK）で、歴史をわかりやすく伝える活 が人気となり、「お
もいッきりPON！」（⽇本テレビ系）では?レギュラーコメンテーターもつとめた。

アドバンス塾
開催５年連続
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理念塾
佐藤社⻑、中島常務からアドバンスの歴史、

方向性、考え方について講話を頂きました。参
加者119名、各自思いを胸に伺ったお話は今後
の糧になったようです。
参加者の率直な声を集めてみました！

23期第⼀回アドバンス塾

【講 師】
佐藤孝社⻑

中島宗徳
常務取締役

ドコモショップ 高橋 遥さん

開 催

入社8ヵ⽉目を迎え、佐藤社⻑のお考えや、アドバンスの理念を深い
レベルで理解したいと思い参加しました。中島常務とのお話の場では、
私が日々の応対で悩んでいることに対して本気でお話をして下さり、
また明日からがんばろう！と思うことができました。スタッフに対し
て熱いアドバンスに入社してよかったと改めて感じるとともに、この
経験をお客様に還元できるよう邁進していきたいです。

ドコモショップ 湯浅 ⻯宏さん
理念を基に、自⾝の昨年度の⾏ を振り返る事と、自分の将来のイメー
ジをより具体的にする為に参加しました。アドバンスは自⼰成⻑ができ
る環境が多く整っている事が改めてわかり、今後の自分をイメージする
上で、まだまだ学ぶ事があるということにも気付けた為、SMBCセミ
ナーやアドバンス塾に積極的に参加して業務外の知識・スキルも高めた
いと思いました。
auショップ 秋山 靖幸副店⻑

今期副店⻑の役割を頂き、アドバンスの理念を再確認する為参加しま
した。アドバンスがどのような考え方、⾏ をして今があるかを改め
て知る事が出来ました。理念に対しての質問にも明確な回答をして頂
き、スタッフにも伝えやすくなりました。
今後も、理念にもとづいた考え方で自分が⾏ し、他スタッフにも広
め巻き込んで⾏ できるよう215に向け邁進していきます。
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保険塾
23期第⼆回アドバンス塾

auショップ 矢代 美紀さん
保険はプランや保証等とても難しく、多くの種類があるので勧められ
るまま加入していました。また将来の子供の学費や、⽼後の生活費な
ど、具体的にいくら必要なのか、貯⾦はどのくらいしていけばいいの
かは、なんとなくの想像しかしてませんでした。ですが、今回その⾦
額・目標を明確にすることができました。60歳から80歳まで毎⽉30
万で生活するためには、なんと7200万必要です！今からの備えが本当
に大切だと実感しました。保険についてこのように学べる機会は中々
無いので、塾に参加できて本当によかったです！

【講 師】
ドコモほけん
田邉 峻さん

塾をきっかけに、正しい知識を⾝に付け、将来についてしっかり考えてみようと
思ったスタッフも多いのではないでしょうか？学んだことを活かし、ぜひ将来に
備えて下さいね！

開 催
ドコモショップ ドコモでほけん相談 田邊

さんを講師にお招きし、「誰に聞いたらいい
の!? ほけん塾」が開催されました。
普段、自分自⾝で聞いたり調べたりすることが
無く、あまり⾝近な話題では無い保険ですが、
田邊さんによるスタッフ参加型の軽妙なトーク
と分かりやすい例え話に会場は大盛り上がり！
乳がんの触診テストや、血管年齢測定など体験
コーナーも人気を博していました。
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人財の育成
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SMBCセミナー
アドバンスフィールドのひとつであるSMBCセミナー。通常業務だけでは得ら
れない刺激的な経験や知識がたくさんあります。今回はAGニュース編集員、
auショップ北上尾の榎本が、SMBCセミナーの魅⼒をお届けします！

住所:東京都中央区八重洲2-3-4
三井住友銀⾏呉服ビル

大丸デパートを抜けて
外堀通りを左に真っ直ぐ！

JR東京駅⼋重洲北⼝
START

ホテル龍名館東京を右へ！

J R：東京駅八重洲北口より徒歩約5分
東京駅日本橋口より徒歩約3分

地下鉄：日本橋駅A3出口より徒歩約1分
三越前駅B3出口より徒歩約5分

5分程で到着！
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入口を抜けたらまずは、講義名が載った
掲示板で受付の階数を確認！
右手にあるエレベーターで上がっていきます。

持ち物
受講票・筆記用具・名刺

講義は60〜90分ごとに
5〜15分休憩。1講義の合計は
3時間です。
基本的には4〜5人の
グループワークとなります。

セミナー受講の感想

約１年間、毎⽉１回SMBCセミナーを受講していますが、「受けなければ
よかった…。」と思った事は⼀度もないです！⼀⾒、通常業務に関係ない
内容でも、何も学べないという事はありませんでした。
「何を受講すればいいかわからない…」という人も、まずは興味の沸いた
セミナーから受講してみてください！ 絶対に発⾒がありますし、成⻑で
きますよ！

大きく⾒ると、私たちが普段お客様へ提案していることも、プ
レゼンの ⼀種です。プレゼンにおいて、⼀番重要なことは、
相手が知りたい順で話をすること、つまり“聴き手本位”である
こと。特に、リアクタンス効果（相手のペースで物事が順調に
進み過ぎていると抵抗を感じる心理傾向。）については、頭の
隅に置いて接客をしたいと思いました。東京工芸大学教授が講
師でしたが、大学の授業アンケートで１０％を超える意⾒が

“スピードが速すぎる”だそうです。逆に、“遅すぎる”という意⾒は⼀人も
いないとか。よく耳にすることですが、お客様への説明は、自分で思って
いる以上にゆっくりしないといけないなと、再確認しました。

auショップ
榎本茉莉子

エレベーターを降りたら、受付に
受講票を⾒せます。
ゲストカードとレジュメを渡される
ので、そのまま講義室へ！
好きな席に座れます。ゲストカード
は首から下げておきます。

同じ会社の人と
⼀緒に来てもOK！

今回は『ビシネス・プレゼンの基礎 理論編』を受講しました！



ライフワーク充実
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11月27日第32回アドバンスカップが、

茨城県の「笠間カントリークラブ」にて開

催されました！

Advance CUPGolf Tournament
小春日和の好天の中で、参加の23名で楽

しい一日を送ることができました。

この度、念願の優勝ができて大変嬉しく思います。きっかけは、DS稲敷の

時にＡカップの存在を知り、ゴルフをやってみたい！経験してみたい！とい

う好奇心から当時の店長の浅野MGにお話して練習に連れて行ってもらいま

した。初ラウンドはひたすら山登りと崖下りだったのを覚えています。

（笑）ゴルフを通じて、マナーや配慮など社会人として必要なことも多く学

ばせて頂きました。（まだまだ未熟ですが）最近、後輩たちがゴルフを始め

たので、仕事以外の話題も出来て嬉しいなと感じています。ゴルフクラブは

先輩たちがたくさん持っていると思うので、是非聞いてみて下さい。（笑）

第32回アドバンスカップ優勝者
宇田 尚貴さん（DS上野駅前店）



社会貢献全社の取組・その他
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11⽉7日にドコモショップが龍ケ崎市役所でスマホ教室を開催しました。普段店舗
内で開催しているスマホ教室を市役所で開催することで来店する機会のないお客様
も参加することができたようです。今回の開催でスマホ教室に興味を持っていただ
けた方も多かったようです。 当したドコモショップの宮本さんからコメントを頂
きましたのでご紹介いたします。

今回は初めての試みとして、龍ケ崎市役所でスマホ教室を開催致
しました。午前・午後15名ずつ参加頂き、スマートフォン・タブ
レットの使い方を中心に実施しました。来店する機会のないお客
様にも、スマホ教室を認知して頂く事ができ、次回開催があれば、
是非参加したいと興味を持って頂く事もできました。これからも
スマホ教室を通じて、安心・安全・楽しく便利なスマートフォン
ライフを送れるように1人でも多くの方にお伝えしてきます。

ドコモショップ 宮本真実さん

龍ヶ崎市役所でスマホ教室を開催

アドキッズにサンタクロース！
本社隣りにあるアドキッズに、⼀⾜はやく
サンタさんがプレゼントを持ってやってき
ました♪驚いて泣いてしまう子もいました
が、大きなクリスマスプレゼントに大喜び
でした☆


