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モバイル事業構造変化への適応

auショップ神栖
宮沢 店⻑

9月度販売数達成

23期最後の⾦メダルありがとうございます！良く販売強いスタッフ多くて
いいよねと言われるんですが…個々の戦闘⼒はそんなに高くなくても、チー
ム神栖となると『最強の店舗』『最強のスタッフ』だと思います。とにかく
コミュニケーションをとり、最後まで諦めずに全員で協⼒して、どうすれば
達成できるのか？を常に考え、⾏動し続ければ達成できない事はない！と神
栖店のスタッフ全員が実感した1年だったと思います。

24期もチームとして去年の自分達に勝てるような実績を創っていけるよう
に頑張って⾏きます。

（達成率125.3％）
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モバイル事業構造変化への適応

23期最後の9⽉度のチャレンジボーナス表彰です。23期の目標としたスタッ
フの皆さんは達成できましたでしょうか？24期も入賞目指してがんばってく
ださい！

23期最後に1位入賞できた事、本当に嬉しく思います。
そしてこの1年間協⼒していただいた店舗のスタッフ
には本当に感謝しています。23期は、色々な経験をさ
せていただきました。チャレンジボーナスが始まり、
今まで以上に1位を取る事が難しくなる中、どの様に
結果を出せば良いか考えました。また個⼈入賞だけで
はなく、店舗ランキングも上位入賞するにはどのよう
にスタッフと接したり⾏動したりすれば良いか考えま

第2位 土屋 翔太 さん

第3位 佐藤 久美 さん

した。こんなに物事を考えたのは⼈生初かもしれません。また⼈財サポートの活動では⼈との話
し方など学ぶ事が出来ました。様々な経験をして成⻑できたことが、この結果へと繋がったと思
います。24期入賞を目指すスタッフは、ぜひ仕事以外にもいろいろな経験をして自分自⾝を成⻑
させて下さい。そして先ずは目の前の事に取り組んで下さい。地味な作業を続ける事も入賞する
には必要なことだと思います。24期は、トップガンとして他のスタッフに余すことなく伝え、上
位入賞を目指します！

1位８回獲得、 12ヶ月連続入賞！
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モバイル事業構造変化への適応

個⼈での1位を獲得することができたのは、店⻑はじ
めスタッフ一丸となり、年間店舗通信簿で1位を獲る
ことを目標に取り組んできたからだと思っています。
今の店舗には1年間在籍しましたが、集客と販売数が
とても少なく、実績を出すのに非常に苦しい状況でし
た。しかし、そんな環境の中でも一⼈ひとりのスタッ
フが意識を高く保ち、１位を目指し、スタッフ間で切
磋琢磨してきたことが今回の結果に繋がりました。

第2位 藤田 達也 さん

第3位 國武 諒 さん

スタッフの皆には感謝の気持ちで一杯です。今後はこの経験を活かし、トップガンとして入る
店舗では店舗1位の成績をとることと、多くのスタッフに成功体験を共有できるようになります。

23期の最後に1位をとることが出来てうれしく思いま
す。この結果は店舗のスタッフ皆様のご協⼒のおかげ
です。本当にありがとうございます。⽉初は光の獲得
ができずに苦しみましたが、フォローコールや、自宅
の固定回線のヒアリング等を地道に積み重ねた結果、
目標を達成できました。また9⽉から開始した「ひか
りTV for docomo」の獲得についても、店舗の福田
さんに成功事例を共有していただき、達成できました。

第 2 位 小河原 優亮 さん
第 3 位 牧山 舞 さん
第 4 位 宮本 真実 さん
第 5 位 神⻑ 智子 さん

今後は自分も上位を維持しつつ、店舗全体の通信簿点数をあげていけるように、取り組んでい
きます。
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モバイル事業構造変化への適応

23期 チャレンジボーナス

ソフトバンク 野⽼ 大海 さん ８回

ドコモショップ 石田 宏幸 さん ４回

auショップ 清水 健太 さん ３回

位 得獲 数1

賞入 数回

ソフトバンク 野⽼ 大海 さん 12 回

ソフトバンク 佐藤 久美 さん ７回

ドコモショップ 加本 修一 さん ６回

ドコモショップ 石田 宏幸 さん ５回

auショップ 栗原 修一 さん ５回

チャレンジボーナスがスタートして１年が経過しました。スタッフの意⾒
を聞くと目標ができた！達成感が持てる！などポジティブな意⾒を現場か
ら聞いております。中でも、ソフトバンクの野⽼君は入賞率100%と素晴
らしい成果がでました！全てのスタッフにチャンスがありますので２４期
もチャレンジしてこの制度を活用して自⼰成⻑に繋げていきましょう！

SB統括
宮本ＧＭ
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モバイル事業構造変化への適応

ドコモショップ

移転&リニューアルオープン!!

おおたかの森

11⽉1日にオープンする「こかげテラス」に移転し、リニューアルオープンします！
横澤GMにコメントをいただきましたのでご紹介いたします。

横澤店⻑

店

平成30年11月1日（木）

11⽉1日つくばエクスプレス流⼭おおたかの森駅の高架下に【こかげテラス】という名の複
合店舗（13店）がオープンします。流⼭市はつくばエクスプレスの開通をきっかけに「都心
から1番近い森」として非常に⼈口が増加しているエリアです。今後より多くのお客様応対が
できるよう、今回移転することになりました。店舗面積は133坪、
現店舗の約3倍です！スマホ教室やキッズスペースを設け、お客様が
より快適にショップをご利用いただける店づくりにしています。

■住所：千葉県流⼭市⻄初⽯6-182-3
■営業時間：10:00〜19:00
■定休日：第2火曜

近くへお越しの際は、
是非お⽴ち寄り下さい！

店休
10月29日(月)~31日(水）
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24期アドバンスフィールド

【事務局】

開催月 塾名

11月 理念塾2019 中島常務の一問一答

12月 プロが教えてくれる
資産運用塾 銀⾏の⽅から、iDeCoを中心に資産形成について

1月 歴史塾
世界一わりやすい日本史 維新のリーダーから学ぶ “⼈を動かし、育てる⼒”

2月 相手に伝わるプレゼン塾 伝わるように伝える技術

4月 未来を切り開くのは私塾
〜⼥性活躍社会実現のために〜 ⼥性活躍について

5月 和食マナーを学ぶ
〜ユネスコ⽂化遺産〜 日本食の成り⽴ち、正しい食事のマナー

6月 1歩先⾏く接客術
〜マナーは何故必要か〜 1歩先⾏く接客術

7月 ソフトバンク元社⻑室⻑
から学ぶIOT時代 孫正義の参謀が語るIoT時代の経営戦略

8月 2020年を応援しよう塾 ボルダリング体験で2020年オリンピックを感じる

■開催スケジュール（予定）
宮本 美咲
（ソフトバンク）

椿 ⾹⾥
（auショップ）

仲野 友嗣
(法 人)

宮本 真実
（ドコモショップ）

※変更になる場合もあります。

【顧問】【統括】

■事務局メンバー

宮本 茂久
(SB統括)

中島 宗徳
（常務取締役)

アドバンス塾
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24期アドバンスフィールド

【会計】小野 直樹
(経理)

【監査】山田 哲哉
(常務取締役)

【会⻑】白茂 政雄
(管理部)

【副会⻑】小松 淳
(SB統括)

結城 春⾹
(ドコモショップ)

川上 夏美
(ソフトバンク)

中川 瞳
(ドコモショップ)

工藤 佑介
(auショップ)

■社員旅⾏ ⾏き先候補
⾏き先 時期 ⾏程

国
内

東京 7月 日帰り

静岡 6-7月 1泊2日

⻑崎 4-5月 2泊3日

広島 4-5月 2泊3日

北海道 6月 3泊4日

海
外

韓国 4-5月 2泊3日

タイ 2月 3泊4日

シンガポール 4月 3泊4日

社員旅⾏・取組説明会等は、出会いや体験を通じ、
また、部署間を超えて親睦を深める事により、
『成⻑』『気付き』『絆』を実感できる機会です。

会社からは、その目的を踏まえた上で補助⾦等の⽀援を
頂いています。

アドバンススタッフとして、親睦会の趣旨・目的を良く
理解した上で、会の活動に参加して下さい。

親 睦 会

染谷 なつき
(auショップ)

※変更になる場合もあります。

鈴⽊ 一寛
(ソフトバンク)

■親睦会メンバー
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24期アドバンスフィールド

阿部 文絵
(経理)

山田 哲哉
(常務取締役)

三ノ宮 勇
(ワイモバイル)

大町 祐太
(auショップ)

福田 泰平
(ドコモショップ)

寺田智哉
(DS統括)

【編集員】

AG News

■編集室メンバー

21世紀の良い仲間カンパニーをつくるための
コミュニケーションツール

もっとアドバンスグループを深く知る それぞれが発信していくAGニュース

【監査】【編集⻑】

モバイル
事業部

人財
グローバル

人財
育成

アドバンス
塾

親睦会

ワーク

タイランド

商 輪

アドバンス

などなど
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