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モバイル事業構造変化への適応

2018年4月4日 (水) / コミュニティプラザ

４月４日、半期役割者共有会及び懇親会が開催されました。
佐藤社⻑はじめ各役員より上期の振り返りと下期の⽅針が伝えられました。
また、下期からの新役割者へ佐藤社⻑より辞令交付が⾏われました。

23期半期役割者共有会
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懇親会では、新役割者の決意表明、人財育成新江MGからは導入研修の共有と新卒
スタッフへの熱い思いが語られました。



モバイル事業構造変化への適応

3月1位ありがとうございます。スタッフが意識して取り組んでくれたことは
「数字に拘る」事です。一人ひとりが意識を変えただけで⾏ に変化が現れ
ました。2番手の藤田さんを中心に、販売方法や店舗レイアウトなどをス
タッフ同士で話し合い、実⾏してきた結果が達成1位に結びつきました。ひ
たち大宮は決して大きな店舗ではありませんが、スタッフ一人ひとりの⼒は
どの店舗にも劣りません。下期のひたち大宮の合⾔葉は「下剋上」です。
有⾔実⾏していく為、スタッフ一同、日々前進するよう努⼒し続けます。

auショップ
ひたち大宮

若松 店⻑

3月度販売数達成

（達成率120.7％）
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モバイル事業構造変化への適応

この度⼊社2年目を迎え、一人⽴ちしてから自分の中
で掲げた目標を達成することが出来ました。それは、
「1位になる！」という目標です。日頃、鼓舞してく
ださった中村店⻑はじめ、シスターの宮本さん、福
田さん、知識不⾜な私を全⼒でサポートしてくだ
さったCMの皆さん、たくさんのご指導いただきまし
た先輩スタッフの皆さんのおかげです。本当にあり
がとうございます。昨年、店舗配属初日に「1日でも
早く店舗に貢献できる」と挨拶した事を昨日の事の
ように覚えています。今後は、この経験を活かして

第2位 結城 春香 さん
第3位 東郷 早希 さん
第4位 湯浅 ⻯宏 さん
第5位 染谷 美帆子 さん

一人でも多くのお客様に【安心・安全・楽しい・便利】を伝えていきます。新人スタッフや他のス
タッフの原 ⼒になれるよう常に気持ちを切らさずに、初心を忘れず、これからの応対に臨んでい
きます。そして、今回の結果に甘んじることなくさらに高みを目指し、邁進してまいります。

チャレンジボーナス表彰です！２３期上期を締めくくる表彰です！初めて1位を獲得
したり、1位に返り咲いたりと様々ですが、目標達成意識が強くなり、成果を出し、
達成感を感じ、さらなる向上を目指しているのが目に⾒えます！
3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。
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モバイル事業構造変化への適応

今回は光の獲得件数の20件超えるのを目標として取
り組みました。着地は20件を超えましたが、中盤で
は光の件数が伸び悩んでおりました。ですが、獲得
できない時こそ初心にかえり、失注の可能性がある
ときはスタッフと作戦をたてることで契約に至った
ケースもございました。店舗のスタッフのサポート
のお陰で1位になることが出来ました。
今後も周りのサポートに感謝しつつ上位をキープで
きるスタッフになります。3月は店舗ランキングも1
位になり、4月から新卒スタッフも⼊社しましたの
で、これからも店舗を盛り上げられる存在になれる
ように尽⼒いたします。

3月はスタッフランキング1位に返り咲くことができ
本当に嬉しく思っております。2月は1位を獲得でき
なかったので、自分の⾜りなかった所を今一度⾒直
しました。150点満点を獲る為の数字の管理、なぜ獲
得できなかったのかを毎回考えて⾏ していました。
また、ランキング上位にいるスタッフが良い刺激に
なり、負けられないという気持ちで取組みました。
月末は1位が難しいと感じた時がありましたが、⻑南
MG、大浪副店⻑から「最後まで諦めずに1位を目指
すこと」の一⾔が後押しとなりやりきることができ
ました。本当に⻑南MG、大浪副店⻑、スタッフには
感謝しております。今後もランキング1位を目指して
いきます。また、店舗のスタッフが自分を意識して
ランキング上位を目指してもらえるよう周囲を巻き
込んでいける様にしたいです。

第2位 大町 佑太 さん
第3位 飯島 寿人 さん

第2位 鈴⽊ 貴洋 さん
第3位 野⽼ 大海 さん
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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

ドコモショップ 千葉加菜さんより

お客様の声【キメゴコロ賞】

いつもお客様に安心して利用頂けるよう心掛けて
います。今後もお客様に寄り添った応対を目指し、
多くの方にファンになっていただけるよう頑張り
ます。

分からない事など親切・丁寧に教えて頂きました。また、「家にかえってか
ら分からなかったら、ご連絡下さい。」と⾔ってくれ安心しました。とても
優しく、すてきな笑顔で接して下さり、何かあればこの方にと思いました。
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モバイル事業構造変化への対応

ドコモほけん 須藤智美さん
個人獲得部門全国1位！

ドコモほけん事業部表彰

今回受賞できたのは、毎回サポートをしていただ
いている同じほけん事業の田邉リーダーや森さん、
そしてドコモショップスタッフの皆さまのおかげ
です。ショップスタッフには毎日CSの高い応対で

ドコモショップ⻯ヶ崎店
12月度ｄカード獲得中央1位！

ドコモショップ⻯ヶ崎店表彰

12月⻯ヶ崎店は中村店⻑からの「総合指標200点取
るぞ！」を合⾔葉に日々営業をしていました。朝礼
や、営業中のインカムでもよく飛び交っていました。
そんな雰囲気と⻯ヶ崎店全員の熱い思いがｄカード
獲得中央1位に繋がったのだと思います。

12月にドコモショップ⻯ヶ崎店がｄカード（ドコモのクレジットカード）契約数
中央1位を獲得しました。おめでとうございます！班⻑の野友さんのコメントをご
紹介します。

ファンをたくさん作っていただいています。その中で私達は、ほけんの声掛けや
商談をすることができます。皆さま本当にありがとうございます！これからも
ケータイ、ほけんともに日本一を目指して頑張りましょう！！
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モバイル事業構造変化への対応

スキル資格合格者
[ドコモ認定資格]

◆グランマイスター

販売・スキル班の中内班⻑協⼒のもとFABE提案に⼒
を⼊れて取り組みました。今後、DSでは販売だけで
なくサービス利用促進の求められるウエイトが大き
くなるため、売るだけではなく⻑くそのサービスを
ご利用頂けるような提案を⾏っていけるよう
FABE提案スキルを活かしたと思います。

ドコモショップ 吉富 純平 さん

ドコモショップ 徳田 めぐみ さん
沢⼭の方のご協⼒により合格することが出
来ました。今回得た知識を実践で活かし、
お客様へのプラスαの提案が出来るように
日々精進していきます。

ドコモショップ 飛田 真弘 さん
普段お客様に提案していることを意識して取り組ん
だ結果合格でき嬉しく思います。練習に協⼒頂いた
野堀副店⻑に感謝し、今度は自分が教えてもらった
ことをアウトプットすることで店舗に貢献していき
たいです。

Vol.206 8



モバイル事業構造変化への対応

スキル資格合格者
[ドコモ法人認定資格]

◆法人グランマイスター

法人営業 渡辺伸治さん

vol.200

法人営業で取り組んでいる業務改善の一つであるス
キルパート 当者に協⼒して頂き、自分の弱点を中
心に何度もロールプレイングを⾏った結果だと思っ
ております。今回の試験で学んだこと、得たことを
実際の営業活 に役⽴てていきます。

法人営業 石井 栞さん
評価の上でポイントになる部分をロールプレイング
中心に繰り返し確認し、実際の営業にも役⽴つと考
え意識して取り⼊れ活 を⾏いました。
試験で学んだ課題解決型の営業のスタイルは、変化
する総合評価に対応するために必要不可⽋と思いま
す。学んだ事を実務でも活かし、結果を出せ
るよう今後も磨き続けます。
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モバイル事業構造変化への対応

に、ドコモショップおおたかの森店が出展しました！
3月18日に第15回流⼭産業博が開催され、ドコモショップおおたかの森店が出展
しました。当日は出張販売、VR体験を開催しポインコ兄弟も登場し盛り上がった
ようです。

今回の産業博では、ＶＲ体験と出張販売提案（ドコモ
光・ＭＮＰ）を実施しました。またサプライズゲストで
ポインコ兄弟が登場し多くのお客様がドコモブースに来
てくれました。ＶＲ体験では、お子様から大人の方まで
楽しんで体験いただく事ができ、販売提案では、しっか
り実績に繋げることができました。

ドコモショップ
岸和田 副店⻑

VR体験も家族で楽しんでいただけました！ポインコ兄弟もお手伝いしてくれまし
た！ちなみにポインコ兄弟の声はお笑い芸人のロッチってご存知でした？

流⼭産業博は流⼭商⼯会⻘年部が主催で開催しており、地域
企業との連携を強化できる場と考え、毎年、法人営業も参加
させていただいております。
開催当日は、来場されたお客様への商品案内と出店企業への
ご挨拶、名刺交換を⾏いました。「お祭り」という雰囲気の
中なので、なかなか接点の持てない法人のお客様ともお話が
でき、法人顧客の拡大に向けよい機会になりました。

法人営業
伊沢 瞬 さん
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人財の育成

4月1日よりタイに出向させて頂くこととなりました。
私が海外研修に志望した理由は、新しい環境に⾝を
置くことで自己の成⻑に繋げたいと考えたからです。

23期 海外研修 スタート!!
23期海外研修がいよいよスタートし、4月1日にタイのバンコクへ出発しました。
KSランゲージで半年間、現地の日本人向けタイ語教室での研修となります。

アドバンス6人目となる海外研修にチャレンジする
スタッフをご紹介します！

ドコモショップ

柴田 侑奈さん
し ば た ゆ う な

研修だけでなく、日本とは違うタイの生活や食文化を学びたいです。また、タイ
には様々な王宮・古代遺跡・寺院などがあるので、滞在中に訪れようと思ってい
ます。社会人になってから⻑期間海外で生活をすることができる、この貴重な
チャンスを無駄にしないように頑張ります！

KSランゲージ、現地スタッフとパシャリ☆ 滞在先のアパート

タイに到着！新しい環境にすでに溶けこんでいる…? (笑)

Vol.206 11



人財の育成

コミュニケーション塾

お笑いコンビ「カラテカ」のツッコミ 当。芸人界にとどまらず、アーティスト、俳優、
相撲界など交友関係が広いことで知られ、その社交性を活かし、『後輩⼒』『人脈⼒』
等、人間関係をテーマにした書籍も多数出版。
現在は、お笑いコンビとしての活 に加え、誰とでも良好な人間関係を築けるコミュニ
ケーションやその能⼒を活かした営業術についての講演などで広く活躍中。
ビジネスパーソンとして当たり前のことを続けることがどれだけ難しいか、それが信頼
や結果につながるという、人間関係とビジネスのちょっとしたコツを軽快なトークで語
る講演は大好評。

23期第五回アドバンス塾

【講 師】

入江 慎也 先生

◆開催日
◆時間
◆募集人数
◆場所
◆参加料
◆応募⽅法

5月8日(火)
10:30〜12:15
100名
コミュニティプラザ
4,000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/7886

おすすめポイント

皆さんの仕事にもプライベートにも大きく関わってくるコミュニケー
ション能⼒！！挨拶、お客様応対、スタッフとの関係性の構築等、コ
ミュニケーションは切っても切れない存在です！！

芸人界の枠を超え、幅広い人脈を持つ⼊江氏。そのコミュニケー
ション⼒と⾏ ⼒を活かし、さまざまな書籍を発売。直近では、自
⾝の人脈で仕事を獲得してきた体験をベースにした「営業⼒」が
テーマの新刊を発売。
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