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（達成率121.3％）

10月の3位に続き、24期のスタートダッシュを良くきれた事を非常に嬉し
く思います！計画達成の大きな要因は「いい買い物の日」のタブレット施
策をフックに MNPをしっかり取れたことです。しかし、何より嬉しかっ
たことは、お客様からお客様の紹介です！「知り合いから話しを聞いて
…」ではなく手を引っ張ってお客様を連れて来て下さるのです！こんなに
「クチコミ」を実感した月は無かったと思います。これからもファンが
ファンを呼ぶ店づくりを続け、「クチコミのワイモバイル⻯ケ崎」と⾔わ
れるよう、スタッフ一丸邁進して参ります！

ワイモバイル⻯ヶ崎
三ノ宮 副店⻑

販売数
月度
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今までは、フロアマネージャーやコンサルティングマ
ネージャーをメインとして⾏動していて、総販に苦し
み通信簿の上位を獲得する事が出来ませんでした。
24期から通信簿の内容に変更があり、チャンスだと
感じました。上⻑からも上位を目指すように背中を押
してもらい、さらに店舗スタッフ皆様のサポートもあ
り1位になることが出来ました。自分だけでは上位に

第 2 位 牧山 舞 さん
第 3 位 加本 修一 さん
第 4 位 ⼩林 明日香 さん
第 5 位 ⼩河原 優亮 さん

なるのは難しく、チームワークや周りのサポートがあって初めて上位になれると感じました。
今後は、自分の数字だけではなく店舗全体で上位を目指していきたいです。その為にもコン
サルティングマネージャーの仕事をきちんと⾏いながら日々の業務に励んでいきたいです。

今月もチャレンジボーナス各部署１位のスタッフを紹介します！
入賞者はやはりしっかりと目標を持ち、日々改善しながら進めていますね！
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3度目の1位を獲れて、とても嬉しく思います。9月と
10月は、初めてのスランプにぶつかり、思うように結
果が出ずとても悔しい思いをしましたが、平松副店⻑
が常に支えてくれて、通信簿配信の度に一緒に弱点を
分析してくれたり、心が折れそうなときも優しく声を
かけてくれました。また、他のスタッフに相談に乗っ

第2位 宮寺 彩 さん

第3位 飯牟禮 孝⾏ さん

てもらったり、ロープレをしてもらったりと沢山支えられて1位になれたと思っています。皆さ
んが私にして下さったことを、今度は私が返せるように努⼒していきます。

6月に１位を獲って以来ずっと2位で悔しい思いがあり、
今回1位が獲れてとても嬉しく思います。1位を獲るため
に意識したことは、各項目どうすれば満点を獲れるかを
常に考え、足りない部分に⼒を入れるように心掛け、特
に意識したのは総販寄与率2%です。また、同期とのラ
ンキングを競い合う事も自身のモチベーション向上に

第2位 ⽯⿊ 祐哉 さん

第3位 江口 優菜 さん

繋がりました。12月からは「PayPay」などの新しい取組項目も増えますが、1つ1つ一切妥協せ
ずに変化への対応を優先しトップランカーを目指します。また、個人ランキングだけでなく店舗
ランキングでも１位を獲得するよう頑張ります！
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THANK YOU 

MESSAGE
お客様より称賛の声

親切丁寧な対応で、説明が順序よく、無駄がなく、とて
も分かりやすかったです。前回、紛失(盗難)に遭い、こ
ちらの事情を察して、店⻑が神対応してくださったこと
がありました。重ねて感謝いたします。

ドコモショップ ⼩林 佳代子 さん

キメゴコロ賞

お客様の声
ドコモショップ 田所 大地 さん

受賞コメント
お客様に、来店時よりも気持ちよくお帰りいただけるよう意識しております。丁寧
さ、正確さを追求し、応対時間削減とも向き合いながら引き続き店舗スタッフの
方々と良い雰囲気の店づくりをし、丁寧な応対を心掛けていきます。

お客様の声
予約をして⾏きました。(予約)時間通りに(窓口に)案内を
頂きました。だいぶ、混雑していましたが予約して良かっ
たと思いました。担当者は笑顔で応対して頂きました。説
明も分かりやすいように、紙にメモをしながらの説明でし
た。男性のスタッフでしたので爪が短く切ってあったのは
清潔感があり好印象でした。

ドコモショップ ⼩室 直之 さん

受賞コメント
お客様への配慮・気遣い。普段受付をする中で強く意識をしていることです。その
為お客様からの声であるキメゴコロ賞を頂けるというのは非常に光栄です。これか
らも店舗のファンを一人でも多く増やしていけるようがんばります。

受付時は常に応対するお客様に合わせた対応と笑顔を心
がけています。今後も継続した応対を続けて参ります。
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通信料⾦を減らしたい希望に⾊々な⽐較プランを出して
もらいとても助かりました。タブレットについても、現
在より安くなるプランを提案してもらい、家族で検討す
ることになりました

お客様に寄り添い、笑顔で応対できるように日々心がけて
おります。これからもお客様を一番に考え応対していきま
す。そして一人でも多くファンを増やせるよう頑張ります。

お客様がスマートフォンやタブレットを楽しく、より便利
に利用してもらえるように分かりやすく伝えることを応対
時に心掛けています。お客様からの声が何よりのモチベー
ションなので、これを励みに頑張りたいと思います。

⼩さな⼦供を連れて⾏ったのですが、⼦供にとても親切
で、途中飽きないように、タブレットで⼦供向けのゲー
ムをさせていただいたりと、対応がとてもよく感じまし
た。何かあったらまた来たいと思いました。

キメゴコロ賞

お客様の声
ドコモショップ 染谷 美帆子さん

受賞コメント

お客様の声

受賞コメント

ドコモショップ 川又 理世さん

DS⽔⼾南店が

市内NO.１を目指すと取り組んだことが成果に繋がっ
たと思います。スタッフ一人一人がお客様への挨拶
や応対に⼒を注いでくれたおかげです。これからも
一人一人がブランドというテーマを基に店舗のファ
ンを作っていきます。

浅野さんより
担当

店舗推奨度上半期
ドコモ茨城支店内1位獲得!!
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ドコモショップ

つく ば梅園
アドバンス９店舗目のドコモショップがオープンします！
170坪というドコモショップ⻯ヶ崎店級の大型店です！

店
2019年1月18日（金）オープン！

寺田智哉GM
■住所：茨城県つくば市梅園2－25－13
■営業時間：10:00〜19:00
■定休日 毎月第2水曜日

約４年ぶりのドコモショップ新店です。半
年以上前にドコモにプレゼンをしてからみ
ても、大きく環境が変わっている最中です
が、今後のモバイル

ショップの指針を示せる
店舗にしていきたいと
思っています！
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au 表彰
2017年度 優秀部門

auショップ神栖が表彰されました！

宮沢 店⻑より

総合指標４期連続Ｓランク達成・偏差値上位

全国2300店舗表彰：34店舗/

①スタッフ同⼠のコミュニケーションの量
②ポジティブな考え方
③明るく・元気な・楽しい朝礼

この３つはどこの店舗にも負けない自信があります！
常に全⼒で頑張っていれば、絶対自分に返ってくる事を実感
しました。また次も選ばれる様に神栖店スタッフ全員で頑張
りたいと思います！
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2018年12月5日〜6日の２日間、ソフトバンク主
催のイベントが開催されました。全国の約2400店舗
より選出された150名の優秀店舗の店⻑、20年以上
の⻑期勤務者が招待され、日頃の感謝の意と慰労を
兼ねたイベントです。

クルーアワード2018

店舗評価部門

高野 店⻑

⻑谷川 店⻑

日頃から、どの商材でどの位のポイントが獲得できるかを考え、計算してき
ました。バックヤードの扉にもポイント表を貼出し、可視化をし、キャリア
データも毎日チェックしたりと、スピードも意識してきました。その結果が
今回の受賞に繋がりました。
この結果に満足せず、店舗一丸となり、常に前と高みを目指して参ります。

お客様から支持されるスタッフと共に働け
ることが非常に嬉しいです。目先の販売で
はなく、お客様と⻑いお付き合いをしてい
きたいとNPSの取組が始まる以前から考え
ておりました。ご購入いただいてからが、
お客様との本当のお付き合いの始まりです
ので、初心を忘れずこれからより多くの
ファンをつくっていきたいと思います。

第１位

全国第10位

ソフトバンク⻯ヶ崎

／北関東Ⅰブロック

ソフトバンク千葉北

ＮＰＳ部門

アドバンスでは3店舗が招待されました。
各部門を代表して参加した店⻑に取組やコメントを頂きましたのでご紹介します。

ソフトバンク稲敷
全国第39位

千葉 店⻑
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２４期第２回

ソフトバンク

今回紹介するのは、⼩学生のお子様を持ち、育児
と仕事を両⽴している働くママ、宮本千枝子さん
です。ライフワークの充実やバランスのとり方な
ど、宮本さんに色々とお話を伺いました！

ソフトバンクの「働くママ」といったらこの人！！

宮本 千枝子さん（入社15年目）

ち え こみや もと

⼩林店⻑

「輝くスタッフ」に認定いただき、とても嬉しく思います。
⼦育てをしながら働くことができたのは、環境を作っていただいた会社はもちろん、上⻑の
方や今まで一緒に働いてきた仲間がいたおかげです。本当にありがとうございます。

宮本さんはとても人柄が良く、スタッフ、お客様からも非常に信頼を
されています。そんなお客様から信頼を得ている宮本さんにはファン
も多く、指名で来店されるお客様もたくさんいらっしゃる程です。
また販売面でも、セレクションの販売単価は店舗で常に1位！！
お客様への親切、丁寧な案内をしている宮本さんだからこそ出来る事
だと私は思います。

Ｑ1. 輝くスタッフ認定の感想を聞かせてください
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Ｑ２.子育てと仕事の両立で意識していることは何ですか？

Ｑ３．怒ったところを見たことがありません。
感情のコントロールはどうしていますか？

Ｑ５．入社して印象に残っていることは何ですか？

Ｑ４．後輩のスタッフ育成で意識していることは何ですか？

産休、育休を経て復帰したときのことです。時短勤務ということで申し訳ない気持ちでいっ
ぱいでしたが会社も一緒に働くスタッフもとても暖かく迎えてくれました。当時、一緒に働
いていた⼩松ＭＧをはじめスタッフみんなが⼦供のことを気にかけてくれたので安心して仕
事をすることができました。限られた時間の中で、自分の出来ることを精一杯頑張りたいと
強く思いました。

一つ目は、スタッフランキング１０位内に入ることです。
二つ目は、⼦育てしながら働く自分の経験を活かして、
これから⼦育てをしながら働くお⺟さんのサポートや⼒
になれるようなことをしたいです。

仕事をしていると楽しいことばかりじゃなく大変なこと
や辛いこともあると思います。一日の約1/3を過ごす職
場なので、楽しく充実した時間にしたいですね。他のス
タッフの良いところを⾒つけ、どんどん吸収してみんな
で成⻑していきましょう！！

仕事も⼦育ても楽しむことです。いつも息⼦に、お仕事
楽しかったよー！頑張ったよ！と話をしています。自然
と、「僕も頑張る！ママも頑張れー！」と応援しあえる
関係が築けました。

どうしてそうなったのか？と相手のことや経緯を考えま
す。相手の⽴場や物事を客観的にみると自然と冷静に受
け入れられます。怒ると自分も疲れるので、なるべく早
く気持ちの切り替えをしています。どんなこともプラス
に切り替えることですね。

Ｑ６．スタ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？

⼦育ても仕事も楽しむ！まさにどちらも「おいしくたべる」ことが出
来ている宮本さんを24期2人目の輝くスタッフに認定致します！

それぞれの良いところをたくさん⾒つけることと、頑張っているなと感じたらきちんと⾔葉
で伝えるようにしています。今まで自分がしてもらって嬉しかったこと、助けられたことを
後輩スタッフに返すことで、また次の後輩スタッフに繋がってほしいと思っています。



人財の育成

理念塾
24期第一回アドバンス塾

【講 師】中島宗徳 常務取締役

12Vol.214

11月19日(月)・21日(火)の2日間に渡り、
今年で8年目を迎える理念塾を開催し合計
103名のスタッフが参加しました。最初から
最後まで、参加スタッフが用意した質問に
ていねいに答えてくれるといった、熱い講
和になったようです。分かってはいるつも
りでも、もう少し知りたかったこと、実は
あまり分からなかったことなども確認でき
たと思います。

入社して早5年経ちましたが、理念塾に参加しようと思ったのは普段仕事
をしていて忘れていたことと気づきを得たく参加しました。今回の2時間
の講話のなかでもとくに印象に残ったのが「苦手な人は避けてはいけな
い、向き合う事！」と⾔う⾔葉です。なかなか難しいと思いますが、あ
えて今の自分を律する意味で、今年度の指針として持ち続けたいと思い
ました。私はいわゆる期中採用組ですが、以前の会社にはないこのよう
な「学べる環境があること」こそがアドバンスという会社がアドバンス
していける原動⼒なのだと感じています！。

auショップ 芳賀栄治さん

開 催
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動いているのか?」でした。スマホは静電気で動いていることを教えると、とても驚いており、帰っ
たらお⺟さん・お⽗さんに教えてあげよう！と習いたてのひらがなで一⽣懸命メモをとっている姿が、
とても可愛らしかったです。⼦どもたちが１番楽しんでくれたのが、泳ぐお絵描きです。iPadに書い
た絵がプロジェクターに映るものです。実際に１人ずつ絵を描いてもらい、プロジェクターに自分の
書いた絵が映っているのを⾒てとても喜んでいました。今後このような機会があった際は、⼦供達が
働いてみたいと興味を思ってもらえるような話をしていきたいと思います。

10月3日に近隣⼩学校の２年⽣が「町探検」という授業の一環でドコモショップに⾒学に来てくれま
した。学習の目的は「町探検を通して町と自分たちの⽣活との関わりに気付くとともに、人と関わる
喜びを味わうことができる」という内容で、お店の様⼦を⾒学しに来てくれました。当日の様⼦と担
当したドコモショップの海⽼原さんのコメントをご紹介いたします。

ドコモショップ 海⽼原 聖華さん

⼩学校の子供達がドコモショップへ
⾒学に来てくれました!!

⼦供達の気になっている事を受け答えしつつ、お店の設
備を説明しながら⾒て周り、⾒学をしてもらいました。
なかでも、１番質問が多かったのが「スマホはどうやっ
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12月11日(火)、講師に三井住友海上火災保険株式会社の方
を迎え「安全運転講習会」が⾏われました。
受講者は社用⾞を運転することが多い人財育成、グローバル
事業部と法人営業の総勢21名で、事故防止の重要性を改め
て学ぶ機会となりました。

安全運転講習会
〜「事故防⽌の重要性」〜

今回の講習を受けて安全運転の大切さを再認識しました。普段営
業で社用⾞を運転していますが、忙しい時などはスピードを出し
てしまったり、確認が疎かになりがちでした。今後は時間に余裕
をもって安全運転に努めます。

今回の講習を受け、交通事故等で加害者側になった場合に起こりうる損
失の例を資料で拝⾒し、改めて自分の運転で交通事故を起こさないこと
を心掛けようと思いました。さらに事故等に巻き込まれないように、
「大丈夫だろう」と自分勝手な解釈で運転するのではなく、「危ないか
もしれない」と細心の注意を払いながら運転をするべきだと思いました。

法人営業

法人営業

板東祐也さん

⿊岩裕太さん

- 講習内 -
1.加害者の責任について
2.実際の事故から分かること
3.運転⾏動のメカニズム
4.今後どのような運転をしますか？

＜講習に参加して＞
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