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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 

  

お客様の声 

ドコモショップ 李紀さんより 
私が普段からお客様応対で心掛けている事は、お客様目
線での応対を心掛けております。 
今後も継続して、このようなお声を頂けるように、精進
して参ります。 

担当して下さった方が、本当に親切・丁寧で、親身に私
の要望に寄り添って下さり、大変印象が良かったです。
他のスタッフの方が教えて下さらなかった事も、このよ
うな考え方もあると教えて下さり、たくさん勉強をされ
て、知識を付けていらっしゃるのだと思いました。本当
にありがとうございます。 

ドコモショップ 浅野美由紀さんより 

お客様の声 
浅野美由紀さんに応対して頂きました。身だしなみ
に気を使われていて、何より店舗に入った時に見た
笑顔が本当に素敵でした。不明点はもちろんの事、
分かりやすく説明もして下さり次回も指名させて頂
きたいと思います。お客さま応対はどんな質問や言
葉が出てくるか分からないところで、浅野さん自身
がお客さま目線で応対して下さっている事に感銘を
受けました。また浅野さんにお願いしたいと思いま
す。ありがとうございました。 

お客様の対応は、少しでも打ち解けて頂けるようにまずは第一印象を大切にしていま
す。また応対中は、お客様が何を言いたいか等汲み取れるように先回りして案内をす
るように心がけています。 
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お客様の声 
しい申し訳ありませんでした。丹野さんの説明が分
かりやすく親切で、とても好感が持てました。些細
な事でも聞きやすく、詳しく教えて頂き助かりまし
た。また利用させて頂きます。 

どのような受付でも、自分の案内がお客様に理解し
て頂けたか確認するようにしています。今はプラン 

ドコモショップ 丹野紗希さんより 

ドコモショップ 篠原光さんより 
私は日頃の接客から、お客様に商品を提案する前に自
分という人間を提案出来る様に心掛けています。その
ためにも第一印象を大切にし、この人の勧める商品な
ら安心出来るなと思われる人物に成長していきます。 

よく分からなかったのですが、篠原さんが親切・丁寧
に教えて下さりとても助かりました。また次回も篠原
さんに接客して頂きたいと思いました。本当にありが
とうございました。 

キメゴコロ賞 
  

お客様の声① 

ドコモショップ 野掘祐助さんより 
お客様に楽しんで頂いたり、少しでも何か持ち帰って頂け
たらなと日々応対していますが、このように感じて頂き本
当に良かったなと思います。同じように感じて頂ける方が
１人でも増えるようこれからも精進していきます。 

待ち時間に色々と疑問だった事を全て教えて頂き、また提案も 

来店予約をしていたので待たずに応対してもらいました。初めて
のスマートフォンなので分からない事に丁寧に答えてもらって安 

お客様の声② 

して頂けました。そして手続きをして頂いた野堀さんがとても丁寧で、アドバイスも頂
けて感動しました！今までこれほど丁寧に案内してくれた方はいらっしゃらなかったの
で本当に素晴らしい方だと思いとても高評価です！ 

して決める事ができました。手続きが終わるまで時間がかかりましたが、短く感じました。 

担当してくれた野堀さんはずっとニコニコしながら話して
くれて、とても感じが良く安心して手続きができました。 

やサービスが多様化してきているので、当たり前ですが、お客様に合わせてわかりや
すく伝えるということを意識した応対をしていきたいです。 

お客様の声 

急用でも予約もせずに来店して 

私はスマートフォンの使い方が 
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お客様の声 

ドコモショップ 成川優樹さんより 
少ない来店頻度で、かつ当店を利用して頂いたお客様に
一期一会の気持ちで応対した結果の声でしたので、大変
光栄に思います。これからも寄り添った応対ができるよ
うお客様に合ったコンサルティングをしてまいります。 

スマートフォンに不慣れで何もできない私に嫌な顔ひと
つせず、笑顔でスムーズに進めて下さいました。また、
閉店時間を過ぎていてお忙しいにもかかわらず、最後の
駐車場を出るまでお見送りして頂けた事がとても印象的
でした。他店ではあまりない事なので嬉しかったです。 
 

お客様の声 

ドコモショップ 内藤美帆さんより 
ご来店いただいたお客様の不安を解消し、楽しく・
便利に使っていただきたいという気持ちで応対して 

お客様の声 

ドコモショップ 小島奈津子さんより 
私はどのお客様でも、「ここまでの説明で分からないと 

利用していましたが、今回は佐貫店を利用して小島さ
んに応対してもらい、苦手な操作方法をとても丁寧に
分かりやすく教えてくれて本当にありがたく感じまし
た。今後もぜひ小島さんに応対してもらいたいと思い
ました。ありがとうございました。 

キメゴコロ賞 
  

手続きの応対をして下さったスタッフの方がとても好印象でした。 

してくれて、その接客が本当に分かりやすく明るい
接客でとても良かったです。他社からの乗り換えで
色々と大変だったのですが、カウンターで応対して
頂いた内藤さんは数時間かかり閉店時間を過ぎてし
まったにもかかわらず、嫌な顔せずとても親切・丁
寧な応対で感動しました。ありがとうございました。 

男性の方が最初に色々と説明を 

います。今後も、私や佐貫店のファンを増やしていけるように努めてまいります。 

今まで他店をマイショップとして 

ころはありますか？」とお客様に合わせてなるべく細かく聞くことを意識しています。
私たちでも難しく感じる受付が多い中お客様はもっと分からないことが多いと感じて
います。今後もお客様の目線にたち応対に励んでいきます。 
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 ソフトバンクショップ 齋藤愛さんが、ソフトバ
ンクのTVCMに出演しました！！ 
 全国約300の代理店の中から成績上位の優良代理
店としてアドバンスが選出され、CM出演のオファー
があり、22期上半期のスタッフランキング１位を獲
得した齊藤さんが出演することになりました！ 

いつでも夢を(関東)篇 30秒ver.  
吉永小百合 

入社４年3ヵ月 

平成25年入社 

ソフトバンク 

齋藤 愛さん 

オンエア日 

2017年6月25日～ 
撮影エピソード 

当日は、メイクや衣装
チェックがあったり本
格的な撮影現場に初め
は緊張しながらでした
が、徐々に楽しみなが
ら撮影することが出来
ました♪ 

 今回撮影に参加された他の方々は接客グランプリの優勝者 
の方など、意識の高い人たちと交流を持つ機会を得ることができまし
た。言われて始めて気づくことも多く、今後は普段の接客の中でも取
り入れて実践活用していきたいです！ 
 
  店舗では陰ながらスタッフを支え、時には先頭に立って周
りを巻き込んでいく姿をぜひ見習いたいものです！ 

さいとう  めぐみ 

TVCM動画は 
こちら⇒ 
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スキル資格合格者 
【ドコモショップ認定資格】 

◆テクニカルアドバイザー 
ドコモショップ 森分陽平さん 

 受験のチャンスをもらえたことに感謝し

ております。テクノ百科事典で筆記試験を、

記述試験に関しては事前研修の内容からイ

メージを固めました。取得したスキルを活

かして後進スタッフの育成、故障のお客様

応対に関し今まで以上に理解をいただける

応対を目指して頑張ります！ 

◆マイスター 
ドコモショップ 飯田麻友美さん 
ドコモショップ 升井由麻さん 
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人財ビジネスの推進 

グローバル事業 

 将来、日本企業は世界との競争に勝ち残るため、海外人財
の育成・確保・活用をしなければなりません。同時にアドバ
ンスの22期の基本方針にも、人財ビジネスの推進を取り上げ
ています。そして株式会社商輪と連携して、人財ビジネスの
推進の一環として在日外国人留学生を対象とする就職支援を
行っています。その中で「留学生JOBs」を立ち上げました。 
留学生JOBsの目的は、在日留学生の能力を高め、就職率を
アップすることを目指しています。 

第一回留学生JOBs就職セミナー開催 

留学生JOBs 始めました。 

 株式会社商輪の黄磊社長、アドバンスから山田常務、新江ＭＧが講
師として、参加留学生に日本での就職活動にあたっての心構え、ビジ
ネスマナー、挨拶、履歴書の書き方などについて講義を行いました。
日本での就職活動に苦労している留学生は多いようです。 
 
 学生から「早めに商輪のことや留学生JOBsのことを知っていれば
よかった」というコメントを多く頂きました。 
留学生就活市場は拡大し、ニーズがあるにも関わらず、お互いを結び
つける機会は極めて少ない現状です。 
 
留学生の就職率の向上を目指して、頑張っていきます。 

 留学生の就職率を高めるために、第一回留学生JOBs就職セミ
ナーを筑波大学サテライトオフィスにて開催致しました。 
 
参加留学生15名 
8ヶ国（中国・ベトナム・インドネシア・フィリピン・ネパー
ル・バングラデシュ・キルギス・ペルー） 

テーマ「日本で就職する心構え」 

  
Facebook・大学などを通じて、情報発信をしております。 
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人財ビジネスの推進 

グローバル事業 

①スタッフはどんな人たちですか？ 
⇒日本語が堪能な先生ばかりです。業務連絡も日本語
で行っている為、日本語のレベルがかなり高いです。 
日本語検定N2、N1(最高位)の先生がほとんどです。 
 
②やっていて面白い点は何ですか？ 
現在、自社制作の教科書作成や、ヨガクラスの開講、
近隣のタイ料理店紹介など、 
タイ語レッスンとは別の取り組みも行える点です。 

③どの位の生徒さんがいらっしゃいますか？ 
100人超です。 
 
④どんな生徒さんがいらっしゃいますか？ 
タイに駐在している方と、そのご家族さまが多いです。全
くの初心者の方もいれば、日本である程度学んでから来る
方もいます。また、長くタイに住んでいるのに改めて学び
たいという方や、日本語を学びたいタイ人の方もいらっ
しゃいます。 

⑤どんな教室内容ですか？ 
グループレッスン…難易度やテーマに合わせて現在5コース
が開講されています。（約50名の方が受講） 
日替わりレッスン…1回完結の日替りのレッスンで、場面ご
とに使えるレッスンが毎日開講されています。 
プライベートレッスン…お客様に合わせたレッスンを1対１
で行います。（複数でのレッスンも可能） 
お仕事の前後や休日を使いレッスンされている駐在員の方
が多いです。（毎週、計70レッスン程） 

校長のKaew先生(ゲーウ)を中心に、教科書やタイ語練
習帳、ポスターなどを作成しています。 
校内だけでなく、日本人向けの本屋さんなどにも置かせ
ていただいています。 

⑥他に何か活動していることはありますか？ 
ヨガクラス。近隣のお店紹介。教科書の発行。
YouTubeでの広報活動など。 

ヨガクラス 
⇒KS Languageの教室を使い、週2回ヨガクラスを開講
しています。 
KSでタイ語のレッスンを受けている方はもちろん、ヨガ
だけに参加されている方もいらっしゃいます。 生徒さん・先生が自由に使えるド

リンクコーナー(紅茶：コーヒー・
ココアの三種) 

『KS Language』 をご紹介します！ 

マリサ先生 

アドバンスグループの 
在タイ日本人向けの語学学校の運営・カルチャーの紹介やレッスンをタイで行っています。 

ケーエスランゲージ 

vol.197 8 



人財の育成 

22期第10回のアドバンス塾は4度目の開催、大人気講師

の重太みゆき先生の『CS塾』です。 

 
印象、表現力をアップさせることにより以下を目指します。 
 
 ①お客様に気持ちよくお帰りいただくこと 
  →接客サービス力向上につながりファンを創出できる。 
 ②自分に自信を持つことが出来ること 
  →気持ちの良い販売増加につながる 
 ③仕事だけでなく普段の生活にも活かせること 
  →ライフワークの充実 

22期第10回アドバンス塾 

◆開催日時 
  7月21日(金) 
  13:00~17:00 
◆募集人員 
  60名 
◆場所 
  ガーデン邸宅アルシェ 
◆参加料 
  3,000円 
◆持ち物 
  筆記用具・手鏡 

CS塾 

歌手・アーティスト・亜細亜大学教授・印象評論家・インプレッ
ショントレーナー・インプレッションマスター・フジテレビ系「ホ
ンマでっか!?TV」印象評論家。 
日本航空、JAL ウェイズ『国際線客室乗務員』として、世界主要６
０都市以上のフライトを経験、『グッドパフォーマンス賞』を受賞
するなど、数々の接客褒賞を受ける。都内老舗ホテルに在籍してい
た際は、パート社員からわずか1 ヵ月足らずで、VIP ラウンジマ
ネージャーに抜擢され、売上を１００倍に倍増させる。1 年半後に
は、社長室室長も兼任した異例な経歴の持ち主。亜細亜大学 経営学
部 ホスピタリティ・マネジメント学科 教授。重太みゆきゼミナー
ル（MYK）が話題。 
ニューヨーク マンハッタンで高い評価を得て、２０１７年マンハッ
タン「ビジネス殿堂入り」。 

重太みゆき先生 プロフィール 
しげた 

公式HPより 

【著書】 
「顔グセの法則」「人は0.5 秒で選ばれる！」など 

印象・表現力向上による 
パワーアップ 

こんな方におすすめ！ 
接客時、ご説明は上手くできているはずだけど、何か

上手くいかない。社内パワーアップ研修で学んだ事を

さらに磨きをかけたい。自分に自信をつけたい。印象

アップしたい男性にもおすすめです。 
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 22期第9回のアド

バンス塾は『ディズ

ニー塾』です。アドバ

ンス塾で初めて講師を

してくださった、上田 

22期第9回アドバンス塾 

◆開催日時 
  6月23日(金) 
  10:30~12:00 
◆募集人員 
  100名 
◆場所 
  DS佐貫 
◆参加料 
  3,500円 

ディズニー塾 

今回、ディズニーのおもてなしを学び、スキルアップをする

ために参加させて頂きました。ディズニーでは顧客満足度だ 

◆参加スタッフの声◆ 
ソフトバンク 
溝口 香奈さん 

けでなく従業員満足度も非常に高く、人を喜ばせることが自身の喜びにも繋がっています。

ディズニーのキャストのような自然な笑顔や創造力といった「演出力」を高めるには、相手

のいいところや相手に興味を持つことが大切だと学びました。特に、上田講師がおじいさん、

おばあさんを接客した時の体験談は、まさに相手に興味を持ち、そんなお二人のために自分

は何が出来るのかを考え、おもてなしの心を最大限に活かした実体験だったのでとても心に

響きました。私自身もお客様の期待値以上のサプライズや感動の接客といった「DISNY 

MAGIC」が出来るよう日々努力していきます！ 

比呂志先生で、59名の参加がありました。 

 いままで研修などでは、本からの引用だったり、有

名な話として何度も使われるディズニーのおもてなし

をご自身の体験にもとづいて「感動の接客」などにつ

いてなどのお話が聞けたようです。 
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人財の育成 

国内社員旅行の第3弾は伊勢志摩。6月13日～15日（1班）20日～22日（2班）の2

泊3日で実施されました。参加者は総勢61名。 

22期社員旅行 

伊勢志摩に行ってきました 
  

6月13日～15日 
20日～22日（2泊3日） 
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人財の育成 

伊勢志摩サミット記念館 

サミットで使われた円卓 
2016年5月26日・27日に開催された、G7伊勢志摩サ
ミットへ。世界が三重を見つめたサミットの様子を再現 G7
首脳が伊勢神宮を訪れ、首脳会議を行った2日間をリポー
ト。実際に使われた円卓やG7首脳等が記した芳名帳で当
日の雰囲気をリアルに再現しています。  

四日市公害と環境未来館 

伊勢神宮 
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人財の育成 

  

9月おすすめ講座  

ADF活用！SMBCセミナー案内 

 ５（火） EXCEL超入門 
１１（月）「主体的に動ける人」の考え方・仕事の進め方 
２５（月） 女性社員のリーダーシップ 

無料で受講できますのでどんどん参加してください！上記以外の

講座は、左のQRコードから確認できます。興味のある方は、上長

まで申し込みの相談をお願いします。 

 
 
 
auショップ 秋山さんの、受講の感想、感じたことなど、セミ
ナー受講報告書から一部抜粋してご紹介します。 
 
6月22日（木）10:00-13:00 
受講セミナー『中堅リーダーの役割と実務』 
 
【セミナーで学んだこと、きづいたこと、さらに深く学びたい点】 
自分の行動、考えは間違いではないという確認ができ、中堅
リーダーとして自分の至らない点も気付くことができました。
以前は、自分ががんばって結果が出るのがやりがいと思って
いましたが、後輩に成長してもらい、チーム全体で目標を達
成する事がチームリーダーとしてのやりがいだという考えに
変わりました。 
 
また、社外の方も参加するセミナーなので、良い刺激になり
ました。この学びを自分だけで終わらせず、他のスタッフにも
共有し広げていきます！ 

セミナー受講の感想 

auショップ 
秋山靖幸さん 



社会貢献の取組 

つくばFCは、アドバンスがパートナーとして応援することになり、その中でも「ジョイフル
本田つくばFC」は、DS竜ヶ崎店 今井さん、au竜ヶ崎 平賀さんが選手として所属していて、
将来の「Ｊリーグ」参入を目指し活動しています。 
 

 ７月9日（日）に、セキショウチャレンジスタジアム（つくば市）で行われた、対 横浜猛蹴
戦を観戦しに行ってきました。サッカーを全く知らないスタッフも試合が始まった途端、目の
色が変わり応援にも熱が入り、アドバンスの仲間が一生懸命プレーする姿に感動していました。 
試合は1対1の同点で、あっという間の90分間、選手をとても近くで応援できることもあって、
とても楽しめたそうです♪ 

2017シーズンの試合もまだまだ各地で開催されますので、皆で応援しに行きましょう！ 

2017シーズン試合日程 

パートナーとして応援しています！ 

23 平賀裕貴さん 

26 今井渓太さん 

日付 kick off 対戦カード 会場 
8/20 (日) 11:00 

ジョイフル本田 
つくばFC VS 

日立ビルシステム 日立大宮総合グラウンド 
8/27 (日) 11:00 さいたまSC 秋葉の森総合公園ｻｯｶｰ場 
9/3 (日) 17:00 ヴェルフェたかはら那須 ｾｷｼｮｳﾁｬﾚﾝｼﾞｽﾀｼﾞｱﾑ 
9/9 (土) 17:00 東京23FC 江戸川区陸上競技場 

9/17 (日) 14:00 VONDS市原FC ｾﾞｯﾄｴｰｵﾘﾌﾟﾘｽﾀｼﾞｱﾑ 
9/24 (日) 14:00 横浜猛蹴 保土ヶ谷公園サッカー場 

vol.197 14 

その他試合予定など詳細は 
←こちらから 
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