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モバイル事業構造変化への適応

SB千葉おゆみ野
木村 店⻑

5月度販売数達成
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日頃からスタッフみんなが、1台にこだわって取り組んでくれ、その積み重ねがこ
の結果に繋がったと、とても嬉しく思います。店舗で⾏った事は、月初に店舗ミー
ティングでスタッフ毎に重点項目の 当を決めました。そして月の半ばに吉田さん
が中心になってミーティングを実施し、そこで進捗確認と後半の取り組みを全員で
考えて取り組みました。スタッフランキングで常に上位の野⽼君、佐藤さん、川上
さんが率先して販売してくれています。そして野⼝さんがサポートをしてくれてい
ます。岩井君はタブレットをたくさん獲得してくれましたし、派遣の安藏さんも出
勤時間が１時間短い中でTOP10にランクインしていました。新卒の小名木君も、実
績に貢献してくれました。そんなスタッフが今後も輝けるように精一杯サポートを
していきます。そして、実績を継続していけるように致します。
多くの方々に支えて頂いている事を忘れず、感謝の気持ちを持ち続けます。本当に
ありがとうございました。

（達成率138.5％）
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モバイル事業構造変化への適応

今回、通信簿1位という結果を残せたのは、トップ
ガンの成島さんおよび店舗のみなさんのご協⼒のお
かげです。今までは光の項目が達成できずに点数を
落としていたので、成島さんにご指導いただき、特
に光を意識して取り組みました。
また、5月から追加になった項目も意識して取り組
みました。そして毎日1日の終わりにその日の受付
を振り返り、翌日以降の受付に活かしました。

第2位 加本 修一 さん
第3位 神⻑ 智子 さん
第4位 篠原 光 さん
第5位 染谷 美帆子 さん

5月度のチャレンジボーナス表彰です。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。店舗スタッフの協⼒、獲得経験者スタッフからのアドバイ
スなどから上位⼊賞を実現させているようです！
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今後は常に通信簿上位がとれるようになり、また、自分だけでなく店舗全体を巻き込んでい
けるようにがんばります。



モバイル事業構造変化への適応

5月の販売ランキング1位になることが出来てとて
も嬉しいです。毎月良い実績が出せるのも、他の
スタッフの協⼒があるからこそです。本当にあり
がとうございます。5月から木村店⻑に代わり新
しい店舗がスタートしました。取り組みも新しい
ものが増えてきています。新体制になっても今ま
で良かったものは継続し、良いと思ったものはす
ぐ取り⼊れました。

この度２度目の１位を獲る事が出来ました。
毎日の進捗管理をしたり、今日獲得できなかった事
に対して振り返り改善し、明日やる事を決めながら
取り組んだ結果だと思っています。
また、⻑南ＭＧ、宮沢店⻑、自店スタッフから元気
をもらい自身のモチベーションを向上せています。
引き続き、店舗をもっともっと【ＡＧＴ】（明る
く・元気に・楽しく）で盛り上げていきます。

第2位 齋藤 真一さん

第3位 矢澤 美沙希 さん

第2位 佐藤 久美 さん

第3位 鈴⽊ 貴洋 さん
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その結果がランキングにも出ていると思います。店舗の実績も全員が意識をしているおかげで
良い評価を頂きました。6月も1位を狙います。
Vol.
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モバイル事業構造変化への対応

THANK YOU 

MESSAGE

お客様より称賛の声
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ドコモショップ 眞部沙霧さんより

お客様の声【賞賛の声】
⼊店してから退店するまでスタッフの皆さんがとても親切に応対してくださいま
した。栗林さんは押し売りではなくお客様の⽴場になっていい商品、サービスを
提案してくださいました。真鍋さんは、テキパキと登録し必要事項を丁寧にわか
りやすく説明してくださいました。皆さん明るく笑顔で挨拶してくださり、ぜひ
家族にも紹介したいと思います。すばらしい応対ありがとうございました。

ドコモショップ 栗原脩さんより

お客様への説明時の⾔葉の選び方など、ちゃんとわかりやすく伝わっているのか
毎日とても心配でした。今回このような声を頂けた事は本当に自信に繋がりまし
た。今後もお客様にご満⾜いただけるように日々学んで成⻑していきたいと思い
ます。

普段からお客様に合った機種選定、サービス
のご案内を心がけています。個⼈として⼆度
目の受賞なので今後もお客様に満⾜していた
だけるように日々精進していきたいと思いま
す。



モバイル事業構造変化への適応

２３期第６回

どんな時でもポジティブに！ 接客、新⼈育成、資料作成
など、いかなることも積極的且つ情熱的に取り組む姿勢で
周りを元気にしてくれる、⼈財育成部を経てauショップス
タッフになった店舗のムードメーカー・大橋さんにお話を
伺いました！

若い⼦には負けません！

大浪 副店⻑
大橋さんは⾒た目からもわかるとは思いますがとても温厚で優しい方
です。しかしいい意味で本当にしつこいです(笑)。どんなにお客様に
断られても、絶対にお客様にプラスだと感じたら何度でも諦めずに提
案し続けます！そして獲得します！そしてお客様は笑顔で帰られま
す！大橋さんに対応をお願いしたら120％の結果が返ってきます！ス
タッフからの信頼も厚く、輝くスタッフ認定は納得の結果です！

Ｑ1.輝くスタッフ認定の感想を聞かせてください。

大変光栄に感じています。お話を頂いた時には非常に驚いたというのが素直な気持ちです。
こういった機会に自分の名前を挙げていた事に嬉しくもありますし、現在直接ご指導頂いて
いる⻑南MG、大浪副店⻑を初め、店舗スタッフや今まで携わって頂いた方々に改めて感謝し
ています。ありがとうございます！
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平成22年度入社

大橋 国仁さん（入社8年目）

お お は し く に ひ ろ

auショップ



モバイル事業構造変化への適応

Ｑ２.普段から接客で意識していることはなんですか？

Ｑ４．朝礼では一番元気よく参加されているそうですが、
その元気の源はなんですか？

Ｑ５．スタッフへ伝えたいことはありますか？

当たり前ですが、年齢は嫌でも重なってきますので、時間という資産
を大切にしていきましょうという事ですね。日々の⽣活の中で当たり
前と感じている時間、出来事への感謝を持つべきだと思います。失っ
てから気付く事が自分は多いので、何事にも悔いが残らないようにし
ていきましょう！

お客様に提案する事は、自分が観た映画を友達にすごく良かった
よ！とおススメする感覚に似ていると思います。自分が「これす
ごくいい！」と思った物や、出来事をどうしたら共感して頂ける
かと考えると、自分の場合、お客様に伝える手段が最終的に粘り
強く提案する事になっているのではないかと考えます。

販売するだけではなく、お客様に気持ちよく帰って頂ける接客を心
掛けています。以前はコミュニティプラザにも在籍していました。
集客に苦労する店舗を経験し、ご来店いただける事が当たり前では
ないと理解しているため、当店を選んで来て頂いたお客様に感謝の
気持ちを持って対応させて頂いています。

間違いなく朝食での白いご飯ですね！
朝から一番の元気を出しておかないと自分の能⼒が徐々に落ちて⾏く
ので毎日のルーティーンのひとつとして朝礼時、大きな声を出して、
仕事のスイッチを⼊れています。

Ｑ６．商材獲得に対する粘り強さの秘訣を教えてください

丁寧な対応でお客様からも⾼評価を頂いているのは、お客様を大切に
するその想いから来ているものなんですね。常に前向きに物事に取り
組み、周りに良い刺激を与えている大橋さんを23期6⼈目の輝くス
タッフに認定致します！

Vol.208 7

「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。

Ｑ７．今後の目標はなんですか？

Ｑ３．人財育成を経験して、ためになった事はありますか？

時間、お⾦、情報に対する考え方です。店頭にいる時には想像が出来な
い位、営業部や管理部の中で、⾊々な店舗の沢山のスタッフの名前が常
飛び交っていました。常に情報の中心はスタッフに対する話がほとんどで、⼈が働くという事
はこんなにも大変な事なのだと身を持って実感しました。そこには沢山の時間とお⾦がかかっ
ている事も理解しました。学んだこと、感じた事は今の自分のバックボーンのひとつとして考
え方の軸になる事が多いので貴重な経験を得られたと考えています。



人財･グローバル事業の推進

4月に週2回の短期レッスンを受講しました。発音記号が分かる
ようになってからは、単語を調べるようになりました。レッス
ンでは日常でよく使う表現を教わったので、買い物や外食など
使える場面で活用するようにしています。5月からはグループ
レッスンに参加しています。

Vol.2海外研修レポート

タイ語の勉強
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柴⽥侑奈さんのタイレポート第2弾です!

Vol.208

タイの生活習慣
1番感じているのは食事に対する習慣の違いです。外食の習
慣が強く、安くて美味しい屋台が沢山あります。外を歩いて
いると料理を⼊れた袋を持ち歩いている⼈や、デリバリーの
バイクをよく⾒かけます。また、仏教に「空腹は罪」という
教えがあるそうで、場所・時間を気にせずに食事をしている
姿をよく⾒かけます。商店や市場などに⾏くと店員さんがレ
ジで当たり前のようにご飯を食べているので、最初はとても
驚きました。

有名観光地である王宮と、その周辺にあるワット・アル
ン、ワット・ポーという寺院に参拝してきました。ツー
リストボートという船に乗って、チャオプラヤー川を
渡っていきます。タイの建物はきらびやかで圧巻です。
タイ⼈は写真を撮るのが大好きだそうで、あらゆる場所
でモデル並みのポーズをとって撮影しています。

休日はタイの歴史と文化を学ぶ



人財の育成
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第一回ということもあり、最初は緊張している様⼦でしたが、他己紹介をしてからは笑顔が
増えてきました。ロープレは初めての経験でしたが、何回か挑戦するごとに提案⼒が上がっ
ていき思わず「契約します！」と⾔ってしまいました。夕方からの懇親会は積極的な学⽣が
多く各MGにいろんな質問をして盛り上がりました。

平成31年度内定フォロー
＜第一回＞

①他己紹介
②モバイル業の魅⼒についてグループディスカッション
③モバイルプランナーの1⽇の流れ
④新江・畠山がお客様役をして、タブレットの提案をするロープレ
お客様が「契約します」といったら合格

⑤アドバンスでのステップアップについて

リアルな仕事体験で
モバイルプランナーの魅⼒を知ってもらおう！

平成30年度新卒スタッフを店舗に送り出して2ヵ月、平成31年度スタッフ内定フォロー＆懇親会が
始まりました。⼊社後、スムーズに業務ができるようにドキドキしながら頑張っています！

＜内定フォロー研修メニュー＞



人財の育成

⽇本の伝統体験塾
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◆開催日
◆時間
◆募集人数
◆場所
◆参加料
◆応募方法

7月20日(⾦)
12:30〜16:00
50名
笠間⼯芸の丘 クラフトヒルズ笠間
3,240円※⾃宅配送料別途740~1,000円
事務局からのメールを確認してください。

園内で ⼯芸品を⾒たり購⼊したりできます！

Vol.208

眺める陶芸から楽しむ陶芸へ

23期第七回アドバンス塾

12:30 ロクロ体験
12:30〜14:00 A班体験
14:30〜16:00 B班体験
16:00 全体写真撮影

出来上がった作品は世界に一つ
自分だけのオリジナル。
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美の秘訣伝授塾
23期第六回アドバンス塾

【講 師】
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野沢道生先生

Vol.208

開催

メイクはブラウンをベースに、髪型はふんわりしたヘ
アスタイルが⼈に与える印象を柔らかくし、接客業においてはクレームを
減少させる効果があることを学びました。相手に不快感を与えないメイク
やヘアスタイルを常日頃から意識したいと思います。ちなみに男性の方は
前髪を上げる事により、信頼が得られ実績も上がるとのことです。⼈の心
理を突いた内容もあり、大変勉強になりました。業務を⾏う上で、身嗜み
や清潔感を心掛け、ファンの創出と実績向上に努めて参ります。 ソフトバンク

中村 麻紀 さん

ドコモショップ
髙橋 遥 さん

ソフトバンク
佐藤 久美 さん

日頃お客様応対においてどのようなメイ
クが好ましいのかを学ぶことができまし
た。メイクは学校では教えてくれないものなので、これまで
正解が分からないまま自己流でやっていたのですが、プロの方
に日本⼈の顔に合う⾊や、テクニックを伝授していただいて、今ま
での疑問を解決できました。今後は教えて頂いた事を再現しな
がら、より自分に合うメイクでお客様応対に臨んでいきます。

実践モデルという貴重な経験をすることができ、プロの方から直接
⼥性としての身だしなみについて学ぶことが出来ました。普段から
お肌や髪のケア、現場や自分に合ったメイクをする事で相手に良い
印象を与えて、信用されやすくなり成約率が上がるそうです。野沢
先⽣に前髪の整え方を教わり、実際に整えて頂き印象がかなり変わ
りましたので今でも参考にしています。今回学んだ事を今後仕事や
プライベートに活かしていきたいです。

毎日のケア、印象を良くするメイクやヘアスタイルを楽
しく分かりやすく教えていただきました♪
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２３期社員旅⾏
大阪に⾏ってきました

2018.5. 9〜5.11
5.16〜5.18
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社員旅⾏の国内旅⾏がスタートしました。



人財の育成
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２３期社員旅⾏ 2018.5. 23
24

横浜に⾏ってきました
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