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モバイル事業構造変化への適応

2ヶ月連続販売数達成率1位を獲得できました！本当にありがとうございま
す。1月も先月と同様、毎日の台数目標を全スタッフが把握し、お客様に
寄り添って提案が出来ました。また、12月の成績で私自身もスタッフも自
信をつけることが出来たのでこのような素晴らしい結果を残せたと思いま
す。まだまだ個々、店舗でも課題はたくさんあるので、ひとつずつスタッ
フとアドバンス出来る様に、そしてまた⾦メダルを獲得出来る様に突っ⾛
ります
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au流⼭おおたかの森
大浪副店⻑

１月度販売数達成

（達成率129.1％）



モバイル事業構造変化への適応

アドバンスワイモバイル1号店としてオープンして、4月で1年になります。
オープン当初は、ワイモバイル自体の認知度が低く、なかなか新店の周知もで
きず集客も苦労しました。宮本GMから「今日の1台を作るのは今日じゃない」
とアドバイスをもらい、とにかく⾒積りと⾒込み登録を徹底し、親切・丁寧な
応対を心がけ今回の結果が出せたと思います。併せて社内スタッフの知人紹介
にも非常に助けられました。本当にありがとうございます。私達がオープン当
時に掲げたコンセプトである「ファンがファンを呼ぶ店創り」をこれからも大
切に、量・質ともに茨城No.1のワイモバイルを目指します。
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ワイモバイル⻯ヶ崎
千葉 店⻑

2月度販売数達成

（達成率134.4％）



モバイル事業構造変化への適応

トップガンの取組みが始まってから、1位を目標に取
り組んできました。最初は、自分にはかなり難しい目
標かと思っていましたが店舗の⽅々のご協⼒もあり、
ついに念願の1位を獲得できました。ランキング上位
を狙う為に、常に自分の実績を確認するようにして自
分に⾜りてない項目を常に意識する様に取り組んでい
ましたので今後もこの取り組みを継続していきます。
提案から販売が増えても、時間調整を⾏ってくれた
FM、アプローチ⽅法のバリエーションに困った時に
相談に乗ってくれたCM、受付が⻑時間化してしまっ

第2位 神⻑ 智子 さん
第3位 神﨑 千帆 さん
第4位 染谷 美帆子 さん
第5位 高森 直樹 さん

た時に、店舗を回してくれていたカウンターの⽅々モチベーションをキープする為に、常に気にかけ
てくれていた責任者の⽅々、自分の⽋点や⻑所を明確にしてくれたトップガンの成島さん、本当にあ
りがとうございます！どんなに感謝しても⾜りませんが、この気持ちを忘れずに今後はこの培ったス
キルを今度は他のスタッフに共有して、ランキング上位をみんなで狙って⾏きたいと思います。
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チャレンジボーナス表彰です！スタッフが目標達成意識を持ち、達成感を感じ、さら
なる向上を目指すために、各ショップそれぞれの指標をもとに、ランキング化する取
組となります。
2月度、各ショップの1位獲得スタッフへ、モバイル事業本部⻑自ら⾏った店舗での表
彰式の様子と入賞スタッフのコメントを紹介します。



モバイル事業構造変化への適応

スタッフランキングで1位をとることを目標としてき
たので、大変うれしく思います。2月は集客も多くな
い状況でしたので、⼀人ひとりのお客様を大切にし、
インターネットの利用状況や普段スマホで利用して
いることなど、細かいところまでヒアリングをした
ことが今回の結果に繋がったと思います。1月のス
タッフランキングが3位という悔しい結果で終わり、
2月こそはという意気込みで頑張ってきました。今後
もこのような意識を忘れずに継続してこそ、本当の
成⻑だと思うので、継続して1位を狙い続けていきま
す。そして、自分の意識が店舗全体に伝わり、店舗
のスタッフみんなで店舗ランキングも1位を目指して
いけるようになればいいなと思います。

今回、目標にしていた1位になることが出来、本当に
嬉しく思います。1位になるために取り組んだことは、
まず、どの項目もボーナスポイントを目指し目標を
高く設定しました。そのために、今自分に何が⾜り
てないか、自分の数字を毎日管理して、獲得に困っ
た時は相談をし、獲得に繋げていきました。1位にな
れたのは自分1人の⼒だけでは出来なかったと思いま
す。自分を応援してくれるスタッフや提案に困った
時に相談に乗ってくれたスタッフ、⼀緒に1位を目指
しライバルにもなってくれたスタッフ達がいたから
こそ、良い結果に繋がったと思います。今後も、こ
れで満⾜せずに、また1位になれるよう精進していき
ます。理想は、自店で１、２、３位を独占すること
です。そのために、自分だけでなく周りを巻き込み、
お互い刺激し合うような良い環境を作っていきます。

第2位 栗原 修一 さん
第3位 清水 健太 さん

第2位 野⽼ 大海 さん
第3位 中村 麻紀 さん
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モバイル事業構造変化への対応
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THANK YOU MESSAGE

2ヶ月連続1位！
ドコモ保険事業部1月全国1位＆
田邉L個人獲得部門全国1位！
ドコモ保険事業部が全国36店舗、保険スタッフ約
100名の中、12月度に続き1月度も全国1位獲得、
個人獲得部門でも田邉Lが全国1位獲得とダブル1位
を2ヶ月連続獲得しました。おめでとうございま
す！今後もドコモ保険事業部から目が離せないで
すね！

ドコモ保険事業部表彰

2月号・3月号に
掲載されました！



モバイル事業構造変化への対応
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au 表彰
1月 茨城県内 NPS指標

auショップ神栖

第1位
auショップ
常総水海道

秋⼭副店⻑より

関東支社 auでんき 受付完了数1月 第1位
関東支社 NW商品獲得数1月 第1位

（44店舗中）

（155店舗中）

（155店舗中）

宮沢店⻑より
au神栖

常総水海道店では「感謝の気持ちを
持つ事」を自分の成⻑項目として取
り組んでいるスタッフが多いです。
感謝の気持ちを持つことで、良い接
客に繋がり、このような結果を頂け
たのだと思います。スタッフ自身も
成⻑が感じられ、喜んでいます。常
総水海道のスタッフに大感謝で
す！！

常に高い目標を掲げ、ネガ
ティブを言わずスタッフ皆
で協⼒し取り組んだ成果だ
と思います。毎月2〜3枚賞
状を貰いますが、項目に偏
りがあるので苦手としてい
る項目で賞状が貰える様に
今後も頑張って⾏きます！
ありがとうございます。

NPSとは Net Promoter Score（ネット・プロモーター・スコア）の略で、推奨者の割合から批
判者の割合を引いた数値のこと。



モバイル事業構造変化への対応
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2017年10月～12月においての実績総合ランキング

において、ソフトバンクショップの石黒さんが表彰さ

れましたのでご紹介いたします。北関東エリア 682

人中 第５位の輝かしい成績です！

SoftBank表彰
■北関東甲信越クルーランキング 第5位

ソフトバンクショップ ⽯⿊ 祐哉 さんより

今回、この様な素晴らしい賞を受賞する事が出来、大変光 に思

います。日々の実績を残せているのも、尊敬出来る上司や先輩方、

後輩、周りのス ッフがいたからです。また、日々の数字意識が

安定した実績を残せている秘訣です。

MNPや付属品販売の単価、光や ブレットの添付率など日々メモを残し、数字管理を

行っております。その姿勢が今回の受賞に至ったと自負しております。この結果に満足す

る事なく、もっと高みを目指して精進致します！



モバイル事業構造変化への適応
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スキル資格合格者
[ドコモ認定資格]

◆マイスター

スキル班の根本班⻑協⼒のもと重点項目のFABE提
案に慣れる事を取り組みました。
実際のお客様応対時にも取り入れていくことで伝わ
りやすく具体的なご提案ができると感じました。今
後のお客様応対時に積極的に取り入れていきます。

ドコモショップ 後藤 悠加 さん

ドコモショップ 池上 諒 さん
ドコモショップ 栗原 脩 さん
ドコモショップ 大貫 沙弥香 さん
ドコモショップ 菅野 香織 さん

◆グランマイスター

ドコモショップ 井関 洋志 さん
テクニカルアドバイザー試験では、故障内容に対し
ての切り分けパターンの引き出しの数がどれだけあ
るかが重要でした。
スキル資格の勉強で得た知識を他のスタッフに共有
していきたいと思います。

◆テクニカルアドバイザー



人財の育成
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2019年度新卒就職活動解禁！

3月1⽇、2019年度新卒の就職活 が本格的に解禁しました。
2019年度新卒は、来年の4月に⼊社するスタッフです。
3月1⽇に開催されたリクナビの合同説明会では、2万9千人もの学生が参加し、多くの
企業の説明を受けました。
アドバンスは、関東圏内の合同説明会に、GM、MG、L、人財サポートのメンバーで参加
し、2019年度の採⽤が成功するよう、全⼒で向かっていきます。宜しくお願いします！

10月〜2月に開催したインターンシップで
は、140名の学生に参加がありました。

業種選びのなかで、実際の現場を⾒たい
という意⾒があり、ショップの⾒学を希望す
る学生が多くいます。学生が訪れた際は、
優しくご対応ください！

ご協⼒、宜しくお願いします。

合同説明会の様子

会社説明会の
山田常務講和の様子



人財の育成
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５月おすすめ講座

ADF活用！SMBCセミナー案内

9日（水）まわりと差がつく！PDCA仕事術
15日（⽕）残業を減らす！仕事の密度を高める技術
25日（⾦）すべての部員を巻き込む 目標管理の進め⽅

今期、身につけたい事を計画的に進めましょう！
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。

ドコモショップ 岸和田絵⾥華さんの受講の感想、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。

３月９日（⾦）10:00-13:00
受講セミナー『管理職 部下のモチベーションの高め⽅』

セミナー受講の感想

【セミナーを受講したねらい】
今まで「自分なりに」しかアプローチ出来ていなかった事を、
基礎から学んで現場に活かして⾏きたいと思い参加しました。

【学んだこと】
モチベーションは「やる気・元気」だけでは続かない。目標に向けて⾏ し
それを維持する働きかけが重要である。
スタッフごとの「苦痛」が「快」に変わるポイントを⾒るようにする。

【今後に向けて】
取組みを共有する際には「苦」の内容を「快」として伝わるよう伝え⽅を工
夫する。
また日頃のコミュニケーションを増やすことにより、信頼関係を築いていく。

ドコモショップ
岸和田 絵⾥華 さん



社会貢献全社の取組・その他
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流⼭都市計画事業新市街地地区一体型
特定区画整理事業Ｂ55街区1画地

（従前地：千葉県流⼭市市野谷665-40）

開園時間：休園⽇なし/8:00-21:00
お預かり月歳：0歳児ー5歳児
運営会社：株式会社スクルドアンドカンパニー

おおたかの森
アドバンスキッズ流⼭おおたかの森がオープンします！


