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この達成率1位は、店舗の吉田さん、服部君を始め支えてくれた人たちあって
の結果です。いつもありがとうございます。1人がどれだけ売っても1位にはな
れません。まぐれで取れるとも思っていません。毎⽇管理していた進捗も最終
⽇まで1位ではありませんでした。本当に苦しい状況の中、愚直に取り組んだ
結果だったので、自分たちの中で価値あるものになりました。25期は業界の変
化に伴い、キャッシュバックが抑制されました。お客様へのヒアリングをかけ、
いかにお客様に選んでいただけるかが⼤切になります。アゲンストな風が吹い
ても、今月団結して楽しんで総販を追えたように、自信を持って25期も駆け抜
けていきます。

ワイモバイル

髙山 店⻑

販売数
月度

（達成率167.5％）

ミスターマックス
おゆみ野
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この度1位を奪還できたことを嬉しく思います。
前回好調だったタブレットや光が不調で、獲得に苦し
んだ月となりました。9月は自分の勉強不⾜を痛感さ
せられた1ヶ月となりましたが、店⻑、副店⻑をはじ
め班⻑やスタッフの皆様の助けがあったからこそ1位
を獲得できたと考えています。感謝の気持ちでいっぱ
いです。

第 2 位 榎本 僚太 さん
第 3 位 鈴⽊ 捺未 さん
第 4 位 山本 侑哉 さん
第 5 位 赤石 大樹 さん

24期最後の9月チャレンジボーナス１位のスタッフを紹介します︕
上位入賞を24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︖

25期も新たな目標達成に向け、がんばってください︕

10月から消費税増税の影響でまた厳しい状況になると思いますが、少しでも店舗やス
タッフに恩返しができるように⽇々の業務に取り組みます。また、ご来店されたすべて
のお客様へいい意味でのお節介ができるよう頑張ります。
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この度、3度目の通信簿1位という結果を残すことができ、
⼤変光栄に思います。今回もなんとか達成できましたが、
次回の10月では施策が無くなったりなど、HSを獲得する
ことも今までどおりとはいかないと思いますのでより一
層接客の質を上げてお客様に、自分（私）だからと提案
を受け入れて頂けるように「特別感のある接客」を目指
して尽⼒していきたいと思います。

第2位 齋藤 真一 さん

第3位 内田 有厘 さん

24期最後のスタッフランキングで、念願の１位になれ
て⼤変嬉しく思います。私自身、このスタッフランキン
グという制度を知った時から必ず１位を取って⾒せると
思っていました。１年間取り組んできましたが、１位に
なれなくて悔しい思いもしてきましたが、私自身この１
年間１度も諦めなかったこと、継続をし続けられたこと
がこの結果に繋がったと思っています。

第2位 土屋 翔太 さん

第3位 石⿊ 祐哉 さん

自分が１位になれたのは、私だけの⼒ではなく業務を教えていただいたスタッフ皆様のおかげ
です。この結果が私のゴールではなく、ようやく⽴てたスタートラインだと思ってますので
慢心せず、自分の強みの諦めない精神を継続して、スタッフランキングも店舗ランキングも
１位をとれるよう頑張ります。
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24期 チャレンジボーナス

ソフトバンク 土屋 翔太 さん 8 回

ドコモショップ 牧山 舞 さん ５回

auショップ 大桃 克弥 さん ３回

位 得獲 数1

賞入 数回

ソフトバンク 土屋 翔太 さん １１回

ドコモショップ 牧山 舞 さん １０回

ソフトバンク 佐藤 久美 さん ７回

ソフトバンク ⼩林 翔 さん ７回

auショップ 飯牟禮 孝⾏ さん ６回

24期のチャレンジボーナスの年間集計です。
23期と比較しても各キャリアや業界環境の変化により通信簿の評価項目も
⼤きく変化しました。上位に入賞している方に共通していることは
「1位を目標にして取り組んでいる」「各指標の進捗を毎⽇確認して⾏動
を変えている」でした。
25期もこの制度をうまく活⽤し自⼰成⻑につなげていきましょう︕

モバイル
事業推進室
寺田室⻑
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2019年9月6⽇（⾦）リニューアルオープン︕︕

スマホ教室の様子

2019年9月6⽇（⾦）リニューアルオープン︕︕
⽼舗ショッピングモールであるワンズモール内に移転したソフトバンク千葉北
アドバンスが運営するソフトバンクショップで随一の広さを誇る店舗へと生まれ変わりました。

スマホ教室専⽤スペースがあり、参加者はな
んと40名以上︕スマホに興味をお持ちのシ
ニアのお客様に⼤変好評をいただきました。

広くて明るい店舗内
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⻑⾕川悟店⻑

ソフトバンク千葉北
千葉県千葉市稲⽑区⻑沼町330-50
10:00〜20:00

オープンまで多くの方々にお⼒添えいただきました。ありがとうございました。
旧店舗では沢山のスタッフが働き、お客様からのご支持があって19年間続けら
れたと思います。新店舗でもこの流れを切らすことなく、更に支持される店舗
にします。10月から新たにスタッフが1名仲間入りしますので、旧店舗を支え
てくれたスタッフと一丸となり頑張ります。

近くへお越しの際は、
是非お⽴ち寄り下さい︕

家族4人で手続きできる
大きなカウンー

受付中で
キッズコーナーを
確認できるモニター

新しいソフトバンク千葉北は

店内中央で目を引く
円形待合スペース

GoogleHomeと連動したTV
キッズコーナーで希望の動画を流せるので、
お子様が楽しめるコーナーになっています。

開放的な店内で待合スペースも充実︕
お客様にゆったりお過ごしいただける
ようになりました。

ソフトバンク千葉北 店⻑より

キッズコーナ

アクセサリー
コーナ

広々と⾒やすいアクセサリーコーナー
キラリとセンスが光る商品をご⽤意しました。
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ベトナム大学訪問実施
2019年9月11日(日）

〜９月22日(土）
受入企業であるN社 社⻑と
大学訪問及び、インターンシップ
候補生（4名）との⾯談を⾏い
ました。

また、各現地大学と日本の介護
留学プログラムについて提案・相
談を⾏いました。 T大学 M大学

茶
道

海外大学インターンシップ事業

9月25日（水）に、
N社様のインターン生

（5名）と一緒に日本
料理を作りました。

⽇本料理
を作ろう

レーさんのコメント︓
「初めて手巻き寿司を

作りました。ベトナム生春巻きの
作り方と似ているなと思いました。」

書
道

オアイさんのコメント︓
「複雑な漢字を書くのは難しかったですが、

何枚も繰り返し練習し
始めより上手に書けるようになりました。」

人財・グローバル事業 活動報告
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9月21日（土）に株式会社Mの
インターンシップ生（3名）と
ぶどう狩りのイベントを実施しました。

※仕事体験以外に日本文化体験は
日本インターンシッププログラムとして、
大切な取り組みです︕

⽇本語能⼒試験テスト対策 WEBの⽇本語授業

海外大学インターン生の⽇本語授業
日本のインターンシップ終了までに
スムーズな日常会話ができるレベル
を目標にインターンシップ生は、
日本語の勉強を頑張っています。

人財グローバル事業部として、
インターンシップ生に対し、日本語
授業・日本語能⼒試験の対策を
実施しました。

佐藤社⻑とGBSメンバーの会議の様子

おいしい〜︕

メンさんのコメント︓
この体験をぜひ家族・友達に

伝えたいと思います︕

GBSメンバーとインターン生で登山体験

グローバルビジネスサポートの皆様
ありがとうございました︕

2018年10月から、グローバルビジネスサポート（GBS)として
イベントや日本語授業のサポートを手伝っていただきました。
ご協⼒くださった皆様、1年間ありがとうございました。

また、GBSの活動は終了しましたが、今後インターン生との
交流・イベント・⽀援など随時お声がけさせていただきます。
よろしくお願いいたします。
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10月1⽇、アドバンスが25期を迎えた⽇に、2020年度の新⼊社員内定式を開
催しました︕内定者には、佐藤社⻑から内定証書を受け取る際、アドバンス入社
への意気込みを宣誓してもらいました。「お客様からもスタッフからも信頼され
るモバイルプランナーになります︕」「常に挑戦し続け、初⼼を忘れず頑張りま
す︕」「学び続ける姿勢を忘れず、向上⼼を持って取り組みます︕」などの宣誓
がありました。店舗配属になる2020年4月を楽しみにお待ちください︕

▲DS⻯ヶ崎店の⾒学風景

午後は、龍ケ崎市のドコモ・ソフトバンク・auの3店
舗と本社、託児所を⾒学をしました。内定者から、
「すべてのお店のスタッフの笑顔が素敵でした」
「各キャリアによって全く雰囲気が違うことが分
かった」「店⻑の話し⽅やスタッフの接し⽅から⼼
がけていることや仲の良さが伝わってきた」という
感想がありました︕お忙しい中、ご協⼒いただいた
店舗の皆さん、ありがとうございました。

2020年度新⼊社員内定式開催︕


