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モバイル事業構造変化への適応

10月3日（火）の役割者共有会にて8月度の予算達成の上位3店舗表彰がありました。

達成率1位の店舗には メダル、2位の店舗には銀メダル、3位の店舗に銅メダルが授与されました。

8月度販売数の表彰は以下の店舗です。おめでとうございます！！

８月度販売数表彰
役割者共有会

ａｕショップ那珂 店長より

8月は茨城県北エリアで初めて近隣2店舗に店休があり集客の多い月でした。

待ち時間も長く、当日にご対応できないお客様もたくさんいました。その中でも「後

日来店予約」へお客様をご案内し、効率の良い販売が出来たと思います。

（達成率135.2％）
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モバイル事業構造変化への適応

那珂店は今、特に「役割中心であること」を重点的に、項目別に担

当分けをし、多種目達成に向けて日々数字の管理をしています。量

も質もの那珂店になれるよう精進して参ります。いつも相談にのっ

てくださる他店舗の店長の皆様、そして日々現場で支えてくれる店

舗ス ッフに心から感謝しています。

以下予算100％達成店舗 （2～28位）

達成店舗の皆さん、おめでとうございます！

10月も各店予算達成をめざし、頑張りましょう！
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モバイル事業構造変化への適応

THANK YOU 
MESSAGE
お客様の声・受賞

お客様からの手紙

ドコモショップ 谷津遥香さんより
⼊社して半年近くが経ちますが、新⼈としてお客様に対
して自分が常日頃心掛けている事があります。自分はま
だまだ経験も知識も浅いですが、⼀⼈⼀⼈のお客様に丁
寧に応対できるよう、「分からない」「できない」で済
ませないように努めています。自分にできる事は全てお
客様にご案内出来る様に、日々勉強を重ね、お客様に向
き合いたいです。

谷津様
先日は、お世話になりました。
私の確認不⾜でご迷惑をかけて
しまい申し訳ございませんでし
た。本日、松田様に手続きして
頂きました。ありがとうござい
ました。

お客様の声【キメゴコロ賞】

ドコモショップ
ジャルガル･エレデネオチルさんより

間違いのないよう、伝わりやすいようにパンフレットを使ったり、客の⽴場に⽴っ
てどの料⾦プランが良いか良く考えてくれている姿勢が嬉しかった。また、カード
の⼊会や新しいプランのすすめ⽅も強引ではなく良かった。また次も⻯ヶ崎店に来
たいと思いました！ありがとうございました。

今回の受賞は大きな自信となりました。日々の応対にど
うすればお客様が安心してドコモを使い続けるかを意識
しながらお客様と⼀緒に考えています。これからもずっ
とドコモを使い続けるファンを増やすため努めます。
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モバイル事業構造変化への適応

お客様の声【キメゴコロ賞】

ドコモショップ 野友昭宏さんより
安心、安全、楽しい、便利、をお客様に１つでも多
く伝えることを意識することはもちろん、その中で、
お客様と⼀緒に楽しむ応対を意識しています。
今後も超For Youの精神を忘れず応対に励みます。

スタッフの⽅がこちらの⽴場になってとても親切に応対して下さいました。⾊々な
提案もしてくださいましたし、説明もとても分かりやすくしていただいたのでこち
らも最善の決定が出来たと思います。いくつもの契約をしましたので応対時間が⻑
くなってしまいましたが、最後まで爽やかに応対して下さったことに感謝していま
す。⾊々勉強にもなりました。ありがとうございました。

ドコモショップスタッフ応対コンテスト
マイスターオブザイヤ―2017

AGニュース8月号で紹介させていただいたドコモショップスタッフ応対コンテ
ストマイスターオブザイヤーに出場したDS⻯ヶ崎・結城春⾹さんが惜しくも予
選通過は出来ませんでしたが、支店優秀賞（3位）を受賞しました。
おめでとうございます!結城さんからコメントをご紹介いたします。

【茨城支店大会】
ドコモショップ 結城春香さんより

ドコモショップ 結城春香さん 茨城支店優秀賞受賞!!

今回、アドバンスに⼊社してから初めて大きな舞台である「応対
コンテスト」に参加させて頂きました。
普段、⼈前で自分の応対を⾒て頂いたり、評価をして頂く機会が
ないので今回の応対コンテストを通して自分の応対に自信がつき
ました。今回このような機会を与えて下さった今村店⻑をはじめ、
ご指導して下さった先輩スタッフにとても感謝しております。
23期から家族まるごとドコモ化がさらに重要になるので、今回の
応対コンテストはとても良い経験になりました。
今後、お客様の未来のケータイライフがより良いものになるよう
全⼒でサポートしていきたいです。
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モバイル事業構造変化への適応

『愛されるソフトバンク』
お客様に寄り添い必要とされる接客

(ソフトバンク)

川上夏美さん大⾦奈々さん 宮本美咲さん

(ソフトバンク)

2017年度
テーマ

今年もソフトバンクス ッフの頂点を決める応対コンテスト「接客グランプリ」の季

節がやってきました！若手からベテランス ッフまで幅広く6名がエントリーしました。

応援よろしくお願い致します。

◆予選出場者紹介

(ソフトバンク)(ソフトバンク) (ソフトバンク)

宇井七美さん 山本渉さん野⽼大海さん
(ソフトバンク)
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モバイル事業構造変化への適応

Apple Union Square in San Francisco 

シリコンバレー研修 Apple Store

2017年8月28⽇〜9月1⽇の5
⽇間、アメリカのサンフランシスコにて
シリコンバレー研修(Discovery 
Tour)が⾏われました。これは、全
国のソフトバンク・ワイモバイルショッ
プで選抜された優秀クルーのみが参
加でき、⽇々の販売活 に対する
感謝の意と慰労を兼ねて、Apple
社・Google社の米国本社で研修
を⾏う豪華ツアーとなっております。
なんと今回その研修に、アドバンス
から1名 ソフトバンクショップ 早坂え
りも店⻑が参加されました！これは
2013年度〜2016年度資格認
定試験において3年連続最上位資
格を取得し続けたスタッフだけが参
加できる貴重な研修です。

初⽇は、Apple本社の⾒学、2⽇
目にApple Storeで朝礼に参加を
しました。Appleの朝礼は、ディス
カッション形式で⾏うことが多いそう
です。メインの方が話して1つの題材
に対して意⾒のある⼈が⼿を挙げて
発言する。その発言に対してメイン
の方が共感や感想を伝えるといった
ものでした。また、お出迎えも、拍⼿
やハイタッチで歓迎の意識が全⾯に
出ていました。

7vol.200

研修レポート



モバイル事業構造変化への適応

今後も続々とアドバン
スから活躍するスタッ
フが現れてくれると良
いですね。

Google本社前にて

Google本社の研修
3⽇目には、Google本社にて主にGoogleの知

識についての深堀りや再確認を⾏いました。
Androidユーザーは全世界20億⼈を突破し、多く
の端末と融合するための研究を⾏い、体重計を始
め、冷蔵庫やテレビなどの家電製品や⾞などとのコ
ラボも⾏っており、IoTの最先端を っているそうで
す。また、仕事のモチベーションの保ち方の秘訣とし
て、3年後の目標を⾒据えて⽇々のPDCAサイクル
の取り組みをきちんと⾏い、成功体験の積み重ね
をすることだそうです。

研修で感じたこと

今回、研修に参加させて頂き、40名近くの方と話しま
した。最高ランクの資格保有者とのことで、全員が話し
やすく、志しが高い方ばかりで仕事への向き合い方につ
いてとても参考になりました。また、GoogleやAppleで
は未来を良くするために多くの⼈々が⽣き⽣きと働いて
いました。

導く人財へ

⽣活する中で何かに苦戦すると、単純な答えに気付けないこともあります。そういう時は、素直に周り
を頼っても良いんじゃないかと私は考えます。⼈は⼀⼈では働けません。ですから上司や先輩、同期、
後輩の意⾒を多く取り⼊れて、⽇々真⾯目に仕事を取り組めば、必ず良い成果が後からついてくると
確信しています。 多くのスタッフがお客様のため、⾃分のために知識を習得できるように今後も試験な
どのサポートをしていきたいです。ソフトバンク内だけではなく、部署の壁を越えて、アドバンス全体の方々
を良い方向へ導けるような、⼈財になっていきたいです。

ゴールデン・ゲート・ブリッジ 街並みの風景 ジョブズの言葉

編集後記
～フォトスポット～
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モバイル事業構造変化への適応

スキル資格合格者
[ドコモ法人営業認定資格]

◆法人グランマイスター

資格取得強化の中で、責任者の取得が遅れており、何と
しても合格できるよう取り組みました。次は山浦MGの
取得に向け出来る限り協⼒し、責任者からのフォローが
出来る体制を作り、23期法⼈グランマイスター取得率
80%を目指し取り組みます。

お客様の潜在ニーズを探り、課題化し、解決の手段と
して最適なソリューションを提案する実技試験に対し、
ロープレ実践とサービスの特⻑を理解し、自分の⾔葉
で伝えられるよう心掛けました。今後は今回得た知識
を⽣かし、お客様の業務効率化に貢献していきます。

法人営業 坂本暁則さん

法人営業 ワグネル千絵子さん
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人財･グローバル事業の推進

グローバル事業

遼寧省の省都・瀋陽市にて、9月13⽇に遼寧省⽇中
経済貿易商談会に参加しました。

この商談会は、100社の⽇本企業、500社の中国企
業が参加しており、お互いの新たなビジネスチャンスの創
出や交流を図ることを目的としています。

⼈財グローバル事業部は、⼈財のご提案ができる企業
との商談を⾏い、今後の連携の可能性を検討中です。

留学⽣JOBsは、9月23⽇（土）に18年卒の留学
⽣就職説明会を開催しました。計6名の参加者たちは、
⽇本で就職を⾏い、将来的には、⽇本と⺟国の架け橋
になりたいと強く思っております。

説明会では、現在の就職状況、⽇本にて働く心構え、
履歴書の書き方、⾯接にあたって注意点、ビザ延⻑の
仕方等を学び、その場で実践してもらいました。

[参加した留学⽣の声]
今まで⽇本の学業や⽇本語を学んできましたが、⽇本
の就職文化、礼儀作法等については、全く知りませんで
した。今まで間違った就活を⾏っていたと言った学⽣もい
ました。

卒業まで残りわずかですが、諦めずに就職活 を⾏う学
⽣に対し、留学⽣JOBsは全⼒で⽀援して参ります。

シンヨウ

の展示会へ参加！

中国遼寧省の⼤連にて9月7⽇からの4⽇間、
介護・福祉関連の展示会があり、茨城県内の
企業の代理出展を株式会社商輪と合同で⾏
いました。

現在、中国は高齢化社会の初期段階にあり、
今後、全世界における高齢産業での最⼤の市
場になると予測されています。

⼤連国際⽼齢産業博覧会2017 2017遼寧省⽇中経済貿易商談会

2018年3⽉に卒業する留学⽣へ
最終就職説明会を開催しました！

中国大連・瀋陽(出張)
ダイレン
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人財の育成

平成30年度

新入社員内定式開催！
10月1⽇（⽇）秋晴れの中、平成30年度新⼊社員内定式を⾏いました。
今年度は、内定証書を受け取る代表者を、男⼥1名ずつ選出しました。

それぞれ、「リーダーシップ」と「主体性」という理由で他の内定者から推薦と、
「挑戦」「⾃分の殻を破りたい」という理由から⽴候補し、佐藤社⻑より内定証
書を受領しました。

午後は⽮⼝執⾏役、宮本GM、井上GM、2018年度
の⼈財サポートより⼾塚店⻑、⼩島副店⻑、藪崎さんを
交えて会食しました。内定者同士で懇親

懇親会では裏話もたくさん聞けました☆
を深めたり、役員や役割者と「仕事」や「アドバ
ンス」についての話を聞き、「ビジョンが明確に
なった」「こんな風に働きたい！」と意欲が高まっ
た懇親会になりました。
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人財の育成

開催⽉ 塾名 種別 講師

11月 理念塾2017 セミナー 佐藤社⻑・中島部⻑

12月 誰に聞いたらいいの！？保険塾 セミナー DS保険 田邊さん

1月 教える⼒強化塾(案） セミナー

2月 環境の変化対応塾(案） セミナー 夏野 剛

4月 ⽇本の伝統「陶芸」 体験塾(案） 体験 －

5月 コミュニケーション塾(案） セミナー ⼊江慎也

6月 メイクアップ塾(案） 体験 おぐねー

7月 「やればできる」から「やれる」塾(案） セミナー ⼩林 さやか

8月 歴史塾(案） セミナー ⾦⾕先⽣

アドバンス塾
22期アドバンス塾は11回の塾（12回開催）に、559名のスタッフが参加しました。23
期も新しい企画を準備しています。皆さんが更に成⻑できる塾を開催していきますので、
是非ご参加ください！

■23期開催スケジュール（予定）

※検討中事案を含みますので変更になる可能性があります。

■23期事務局メンバー

このメンバーで運営していきます！よろしくお願いします！

【テーマ】アドバンスフィールドの更なる活⽤
〜215へ向けて塾を通して学び・気づきを得て成⻑しよう〜

宮本茂久
(ソフトバンクGM)

成島和歩
(ドコモショップ)

野口誠一
(法人営業)

宮本美咲
（ソフトバンク）

椿⾹⾥
（auショップ）

中島宗徳
（常務取締役)

【顧問】【塾長】 【事務局】
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人財の育成

vol.200

理念塾

◆開催⽇

◆時間
◆募集⼈数
◆場所
◆参加料
◆応募方法

理念塾の開催は今年で７年目。

今回は佐藤社長と中島常務が登壇し、アドバンスへの想いを伝えていただきます。

役員の方々から直接お話しを聞ける貴重な機会です。

初めての方はもちろん、参加をしたことがある方も新しい発見があるはずです。

理念を理解・納得し、自分が何をすべきかを考え、普段の行動へ移すきっかけになる

と思います。みなさんぜひご参加ください！

23期第一回アドバンス塾

11月13⽇(月)
11月22⽇(水)
10:00〜12:00
120名(2⽇合計)
コミュニティプラザ⻯ヶ崎

【講 師】

佐藤孝社⻑
中島宗徳

常務取締役
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人財の育成
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親 睦 会 23期親睦会メンバー
＆ 社員旅⾏候補地

【会⻑】柴井妃富
(auMG)

【副会⻑】 白茂政雄
(管理部MG)

【会計】⼩野直樹
(経理)

【監査】山田哲哉
(常務取締役)

柴田侑奈
(ドコモショップ)

野掘祐助
(ドコモショップ)

三村涼太
(auショップ)

工藤佑介
(auショップ)

髙山諒介
(ソフトバンク)

森田麻美
(ソフトバンク)

◆親睦会メンバー

実施予定⽉ ⾏き先 (候補地) 実施予定⽉ ⾏き先 (候補地)

3 月 香港 3泊4⽇ 7 月 北海道 2泊3⽇

5 月 沖縄 2泊3⽇
8 月

仙台 2泊3⽇

6 月
⼤阪 2泊3⽇ 上高地 1泊2⽇

東京･
神奈川 ⽇帰り

２３期親睦会では、『絆・成長』をテーマに掲げ、社員旅行・懇親会により、親睦・懇親

を図り『アドバンスス ッフの絆』を深め、初めての場所への旅行で、「学び・気づき」

による『ス ッフの成長』につながる取組をしていきます！

※変更になる場合もあります。
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人財の育成

12月おすすめ講座

ADF活用！SMBCセミナー案内

1日（⾦）中堅社員 チームマネジメントの進め⽅
13日（⽔）若手社員の「プロ意識」と「社会のルール」
15日（⾦）忙しい⼈のための「仕事の英語」

⼈気講座はすぐ定員になってしまいますので、申込みはお早めに！
上記以外の講座は、左のQRコードから確認できます。
ためになる講座が沢山ありますよ。

vol.200

auショップ 高石さんの受講の感想、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。

９月15日（火）10:00-13:00
受講セミナー『ファシリテーション結果の出る会議・無駄な会議』

セミナー受講の感想

【セミナーを受講したねらい】
各会議に参加したり、リーダーを務めさせていただく際、「もっと有効的な
会議にするにはどうすれば良いか」を考えることが多くなり、今回の講座が
活かせると考えました。

【学んだこと】
事前準備・アイスブレイクの有効利用・振り返りの３要素が⾜りていなかっ
たと気づくことができました。

【今後に向けて】
３要素を活かした会議を実⾏していくこと。次回は「聴く⼒」を学びたいで
す。講座の種類も幅広く、⾊々受講してみて初めて１つの総合⼒になってい
くものだと思います。これからも定期的に参加していきます！

auショップ
高石将樹店長
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社会貢献の取組

「ジョイフル本田つくばFC」応援に⾏きました！

＜結果＞
vsヴェルフェたかはら那須
セキショウチャレンジスタジアム

前半0-0
後半2-0（池田、今井渓太）
合計2-0

日付 kick off 対戦カード 会場

10/29 (日) 13:30 ジョイフル本田つくばFC VS 早稲田
ユナイテッド

RKUフットボールフィールド
Ａコート

11/18 (土) 13:30 ジョイフル本田つくばFC VS エスペランサ C 姉崎サッカー場

11/19 (日) 10:30 ジョイフル本田つくばFC VS 流通経済大学FC 市原スポレクパークDコート

試合日程：ジョイフル本田つくばFC：2017年
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Presented By アドバンス

パンフレット

9月3日(日)関東サッカーリーグ１部後期第6節にてアドバンス
の冠試合が⾏われました。スタジアムにて山田常務が試合前の
あいさつを⾏いました。試合は今井渓太さん（DS⻯ヶ崎店）
のゴールもあり⾒事勝利！応援にかけつけたアドバンスの皆も
大興奮でした！


