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モバイル事業構造変化への適応

auショップ神栖
宮沢店⻑

6月度販売数達成

ありがとうございます！達成率１位嬉しいです！
毎月、与えられた予算に対して120％の計画でスタッフに共有し
それを達成する為に、どうすればいいか？考え⾏ してくれた
神栖スタッフのお陰です。本当に感謝しています。
神栖スタッフの⽇々の努⼒を無駄にしない為にも
今後も獲れる物は全て獲って、ＡＧＴ（明るく・元気に・楽しく）
仕事ができる環境を作って⾏きます。
来月は改装がありますが、また⾦メダル獲れる様に
神栖スタッフ「協⼒」して頑張ります！

（達成率126.3％）
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モバイル事業構造変化への適応

この度、2ヶ月連続の通信簿1位という結果を残すこ
とが出来まして、とても光栄です。今月も店舗の皆
さんのご協⼒のおかげです。本当にありがとうござ
います。前半は、6月から変更になった「ウルトラ
獲得率」が達成できずに苦しみましたが、店舗のス
タッフに成功事例を共有して頂き、達成することが
出来ました。7月も3ヶ月連続の1位を目指します。
また、8月以降、トップガンの成島さんが外れた後
も、引き続き個⼈および店舗が良い成績を残せるよ
うにがんばります。

第2位 村上 直紀 さん
第3位 髙橋 遥 さん
第4位 吉田 裕美 さん
第5位 加本 修一 さん

23期第三四半期最終月６月度のチャレンジボーナス表彰です。スタッフラン
キング入賞の目標を掲げているスタッフが多数いると思います。入賞経験の
あるスタッフの⾏ を参考にしたり、考え⽅を聞いてみたり、ひとりでも多
く目標を達成しここでお知らせできるように応援しています！

3Vol.209



モバイル事業構造変化への適応

1位になることができとても嬉しいです。入社して
３ヶ月で知識もまだまだ足りませんが、シスターの岩
館さんや⼭根副店⻑をはじめ、先輩スタッフが真剣に
１つ１つ教えてくださったことが今回の結果に繋がり
ました。全ての項目に対して、⼀切妥協をしないこと
を意識して販売に取り組んできました。良い結果が出
せた⽇は、その要因を振り返り次に活かせるようにと
⽇々の受付業務に取り組んで参りました。

今回私が⼀位になれたのは、シスターの大町さんをは
じめ、⻑南MG、平松副店⻑、スタッフの皆さんが
フォローして下さったおかげだと思います。
私が落ち込んでいると、いつも優しく声を掛けて下さ
るので、ここまで頑張れました。ありがとうございま
す。今後も驕らず、お客様をよく⾒てヒアリングをし、
仲良くなる私らしい明るい接客で頑張りたいと思いま
す。また、来月派遣社員からアドバンスのスタッフに
なるので、24期通算⼀位を目標に、支えて下さった皆
さんに恩返しが出来るように頑張ります。

第2位 飯島 寿人 さん

第3位 佐々木 啓二 さん

第2位 鈴木 貴洋 さん

第3位 野⽼ 大海 さん

更新されていくスタッフランキングを⾒て同期には負けたくないという気持ちも自⾝のモチベー
ション向上に繋がっていたと思います。７月からはYJカードの獲得など新しい取り組みが増えて
きます。６月を通して⾒えた自分の苦⼿分野を克服し、７月も１件１件を大切にしていきます。
また個⼈ランキングだけでなく、店舗ランキングも１位を狙って貢献出来るように頑張ります。
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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【千葉スター★誕⽣！部⻑賞】

ドコモショップ 北野⾥織菜さんより
普段お客様がお⼿続き中に少しでも楽しかったと
思って頂けるように意識しています。今回このよ
うにお客様からお⾔葉をいただき、自信に繋げる
事が出来ました。これからもお客様とのコミュニ
ケーションを大切にしながら⽇々精進していきた
いです。

先⽇、名義変更と充電器の不具合確認、機種変更の相談をいたしました。 当
をして下さった「北野⾥織菜さん」は説明がとても丁寧でわかりやすく、好感
がもてました。他社への乗り換えも考えていましたが、北野さんのような⽅が
いると、これからもドコモユーザーでいようと思いました。こちらのお店は待
ち時間の目安も正確で、ショッピングセンター内で待ち時間も苦ではないです。
また是非利用させていただきます。

お客様の声【千葉スター★誕⽣！部⻑賞】

ドコモショップ
紺野知美さんより

今回、娘のスマホデビュー。わかりやすい説明とどうしたらおトクになるか
丁寧な説明ありがとうございました。また店舗によって全然違う対応なので
驚きました。今までのマイショップを変更するぐらい素晴らしい対応でした。
今後もよろしくお願いします。今度はドコモ光のことで相談にうかがいます。

お客様からのありがとうはこの仕事をしていて
よかったと再認識できます。今後もお客様の⼼
に残る応対を⼼掛けます。
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モバイル事業構造変化への対応

平成30年6月29日（金）auひたち野うしく！

リニューアル！

auショップが、KDDIの新コンセプトに準じ、続々リニューアルします！
モバイル商品だけではなく、私たちの生活に関わる⾝の回りの物をインターネットに繋げ
る、IoT商品を展開し、最先端技術が体験できるようになりました。6月はauショップひ
たち野うしく、東⼾塚、那珂の3店舗がリニューアルしました！

◆渡辺 店⻑より
auショップひたち野うしく店は、auの
新コンセプト店舗として2018年6月29
⽇にリニューアルオープンしました！
店内は⽊目を基調とした落ち着いた雰
囲気で、お客様により快適にゆったり
と過ごしていただけるショップに生ま
れ変わりました。これからは、より⼀
層地域のお客様に愛され、気軽にご来
店いただけるショップを目指してス
タッフ⼀同頑張りますので、近くに来
た際は是非遊びに来てください！！
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モバイル事業構造変化への対応

平成30年6月22日（金）au那珂！

◆三村 副店⻑より

今回の改装に関しては、お客様が店内を回遊しやすいということと、く
つろげる空間というのがコンセプトになっております。
その為広々とした空間となっており、居⼼地の良いスペースとなってい
ます。また新設された待合テーブルにはタブレットが設置されており、
待ち時間の体感時間を減らせるようにもなって、多くのお客様に楽しん
でもらっています。まだリニューアルオープンして間もないですが、お
客様からはとても好評でくつろげるスペースとしても使って頂いており
ます。今回の改装のコンセプトが私の目指す、お客様から愛される店舗
作り。にマッチしているので今回の改装を良いきっかけとし、店舗チー
ム⼀丸となり、お客様から信頼され、居⼼地のよいショップ作りに努め
ていきます。改装に関わって頂いた全ての⽅々に感謝申し上げます。
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モバイル事業構造変化への対応

平成30年6月29日（金）au東戸塚！

◆皆川 店⻑より
皆さまのおかげで、無事に改装する事が出来ました。スタッフ⼀
同感謝申し上げます。本当にありがとうございます。
今回の改装のコンセプトは、『CX（お客さま体験価値）の向上』
と『auライフデザインの体現』で、店舗の内装は、お客様が入店
しやすく、居⼼地のいい、⽊目調のデザインになっています。新
しい環境になり、お客様に満足して頂き、リピーターからファン
になって頂けるようスタッフ全員で⼀丸となって取り組んでいき
たいと思います。
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モバイル事業構造変化への適応

2018年7月13⽇茨城県稲敷市のショッピングセンター「パンプ」に、ソフト
バンク稲敷がオープンしました！ドコモショップ稲敷店が同じ建物に入っており、
よりアドバンスのファンを作れるエリアが広がりました！

千葉 副店⻑より

たくさんの⽅のご協⼒もあり、無事ソフトバンク稲敷をオー
プンする事ができました。ありがとうございます。アドバンス
のファンをさらに増やしていけるチャンスです！

ソフトバンク稲敷

■〒300-0504 茨城県稲敷市江⼾崎甲4836 パンプ1階
■営業時間 10:00〜20：00 ■TEL 029-834-5104

★7/13-16実績
計画 / 実績

総 販 50台 / 56台
ＭＮＰ 20台 / 28台

光 10件 / 13件

チャンスを取りこぼさぬ
よう、スタッフ全員で全
⼒で対応していきます！
今後とも宜しくお願い致
します！
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モバイル事業構造変化への適応

法人営業 表彰
平成29年度 法人販売コンテスト 支店1位

茨城支店 第1位 DS⽔⼾南法人
案件ごとにコスト面はもちろん、お客様の利便性を最大限追
及した結果と思います。営業 当は2人ですが、アシスタント、
店頭、茨城支店RMのフォローが手厚いので、⼒を発揮でき
ました。2018年度ももう四半期が経過していますが、お客様
がさらに便利に利⽤できるよう提案を続けていこうと思います。

メンバー全員が私の⻑い話に耐えながらも強く意識してくれ拠
点全員が一丸となって取り組んだ結果、千葉1位を獲得する
事ができました。メンバーには感謝です。1位は非常に尊い事で
すが、栄光も前期のことですので結果を活かしながら目の前の
今期に結果を出すべく継続して取り組んでまいります。

埼玉法人が新体制になってから、40社程度だった取引先が
200社までに増えました。その既存顧客の契約状況や経営課
題をもう一度しっかりと⾒なおし、コンサルさせて頂くことで、スマホ
移⾏やタブ増設の受注につながっています。モバイル環境は進化
し続けていますので、その価値を更にお客様に提供できるよう務
めていきます。

埼玉支店 第1位 埼玉法人拠点

平成29年度 (2017年4月~2018年3月) 法人販売コンテスト⽔⼾南店、流⼭店、埼玉法
人拠点が各支店で1位を獲得しました！受賞コメントをいただきましたのでご紹介します。

千葉支店 第1位 DS流⼭法人

中央管内でも251店舗中、1位 ⽔⼾南、8位 流⼭、16位 埼玉法人、という成績！
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モバイル事業構造変化への適応

２３期第７回

ソフトバンク

ライフもワークも充実！
接客コンテストを経験し、接客・提案が素晴らしいと定評
があり、店舗の運営にも積極的に参画する溝口さんにお話
しをお伺いしました！
⼿塩にかけた某Kマネージャーが⾒たら感涙にむせぶこと
間違いなし！？（編集者調べ）

お客様、店⻑、スタッフの架け橋！ライフワーク充実！

溝口 香奈さん（入社6年目）

か なみぞ ぐち

平成25年度入社

中竹 店⻑

この度、輝くスタッフとして認定してもらえてとても光栄です。まさか6年目のタイミング
で頂けると思ってもいなかったのでとても驚いてます。

お客様対応がとても丁寧で親切。いつも笑顔で店舗の雰囲気も和や
かにしてくれています。また、業務知識⾯のサポートで他のスタッフ
からの信頼も厚いです。
スタッフランキングも上位におり、個⼈実績でも店舗を牽引してくれ
ています。朝出勤前に晩御飯の準備をして来たり、休⽇には事前に予
定を⽴て⾏ しており、ライフワークは私も⽇々⾒習っております。
ライフワークを充実させ、店舗でも輝いている⼈財です！

Ｑ1. 輝くス ッフ認定の感想を聞かせてください。
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モバイル事業構造変化への適応

Ｑ２．溝口さんの「役割」は何ですか？

Ｑ４．ライフワークバランスを取るために何を意識
していますか？

Ｑ３．６年目で初の異動。自身の変化はありましたか？

Ｑ５．尊敬する人、または感謝したい人は？

仕事でもプライベートでも、計画を⽴てることを意識しています。実は異 のタイミングで
初めて実家を出ました。最初は環境に慣れず⼀杯⼀杯になってしまう事もあったので、１⽇
の中でやるべき事・やりたい事などをメモし、スケジューリングする事で余裕を持つ事が出
来る様になりました。また、大好きなアイスを⾷べて、キンキンに冷えた美味しいビールを
飲む事でバランスを取っています！（笑）

小松MGです。私が入社した時は、小松MGがまだソフトバンク⽯岡の店⻑でした。店⻑と
して私を⼀から教育して頂き、熱い想いを何度も語ってもらいました。入社したての頃は何
度も迷惑を掛けてしまいましたが、そんな私を⾒捨てずにサポートしてくれたからこそ今の
私があります。異 して 当MGではなくなってしまった今でも、変わらず気に掛けて頂き
とても感謝しています。

後輩スタッフも益々増えてきているので、今後はスタッフの⾒
本になるだけでなく、尊敬される存在になれるよう頑張りま
す！！！

今まで培ってきた販売経験を活かし、周りのスタッフの⾒本
となる⾏ ができるよう努めています。また、店⻑不在時には
店舗責任者として指示をする事もあるので、スタッフのフォ
ローを業務的な⾯だけでなく、体調・精神⾯も含めて⾏う様に
意識して取り組んでいます。

現在はカウンターでの接客・販売だけでなく、店⻑不在時はフ
ロアマネージャー、店舗責任者として店舗業務を⾏なっています。
また⼆番⼿として中竹店⻑と、他のスタッフの架け橋になれる様
に⽇々精進しています！

⽯岡に在籍していた時は自⾝の販売実績を上げることで、店
舗に貢献したいと考えていました。異 してからは、周りのス
タッフのサポートや店舗運営のサポートなど、店舗貢献の仕⽅
が増えました。それぞれが円滑にいくよう考える機会が増えた
事で、視野が広がったと思います。

Ｑ６．中堅ス ッフとして意識していることは？

Ｑ７．今後の目標は何ですか？

お客様からもスタッフからも信頼され、自分の役割をしっかりこな
し、自⾝の成⻑と共に、店舗、スタッフへと視野も広がり進化し続け
る溝口さん。23期７⼈目の輝くスタッフに認定致します！
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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
[ドコモ認定資格]

◆テクニカルアドバイザー
ドコモショップ 村⼭ 喬 さん
テクニカルアドバイザー試験では、知識はもちろん、
いかに効率的な切り分けを選択できるかが重要でし
た。試験にあたり学んだ内容は故障受付だけでなく
販売に活かせる内容も多いため、積極的に共有して
いきたいと思います。

ドコモショップ 石田 宏幸 さん
今回、研修と試験を通じて今まで曖昧だったスマホ
の知識が増えて、故障のお客さまだけでなく全ての
お客様へのご案内に活かせると思いました。この経
験を他のスタッフへも伝えていきたいと思います。

◆法人グランマイスター
法人営業 大須賀 優衣 さん

ようやく合格することが出来ました！
今回こそはと、上⻑や法⼈スタッフの皆さんのお⼒の
もとロープレを重ね、筆記・実技共に合格いたしまし
た。本当に皆様には遅くまでロープレの練習に付き
合っていただきとても感謝しております。
合格だけで満足せず、今後とも営業活 に精進して参
ります。
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人財･グローバル事業の推進

徒歩とBTSという高架鉄道が主です。BTSはバンコクの主要
な場所に駅を設けているため、移 ⼿段としてとても便利で
す。時間帯によっては混み合うこともありますが、⾞内は冷
房が効いており、飲⾷禁止とされているため、清潔です。運
賃は16バーツ〜44バーツです。チケットを購入して乗るこ
ともできますが、私は、ラビットカードというSuicaのよう
なチャージ式のICカードを使用しています。バンコクは、ほ
かに、移 ⼿段としてタクシーやモーターサイと呼ばれるバ
イクタクシーが主要でもあります。

Vol.3海外研修レポート

生活での移 手段を教えてください。

柴田侑奈さんのタイレポート第3弾です!

どんな部屋（建物）で生活していますか。
コンドミニアムという家具、家電つきの部屋に住まわせていただいています。
バンコクにある多くのコンドミニアムは、プールやジムがついていることが
多いそうです。私の住んでいるコンドミニアムは、緑が多くて気持ちが良く、
KS Languageへの距離は徒歩15分ほどのため、とても便利です。

モバイルはTrue（トゥルー）というタイで有名なキャリアでSIMを契約しました。⽇本か
ら持参したスマホに入れて使用しています。月に4GBまで使用できて、月額料⾦は約
1,800円です。外出先でTrueのWi-Fiなども使用できるようになります。SIMカードの契
約は、Trueのショップで⾏ったのですが、驚いたのは⼿続きに10分もかからなかったこ
とです。無料で電話番号を自分で選ぶことができます。タイの電話番号は10桁です。家の
Wi-Fiの月額料⾦は約2,130円です。AISというキャリアで契約しています。タイの固定回
線はADSLのため、⽇本と⽐べると速度は遅いですが、不便に感じるほどではありません。

タイの生活で何か変化はありましたか。
KS Languageでタイ語のレッスンを受けていて、⽇常でよく使うフレーズや
数字など、少しずつタイ語を覚えてきました。飲⾷店で注文するときや、タ
クシーに⾏先を伝えるときなどの簡単なタイ語を使えるようになりました。

モバイル、通信環境などについて教えてください。
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人財の育成

23期社員旅⾏
北海道に⾏ってきました

2018.6. 4~6.  6
6.12~6.14
6.19~6.21
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人財の育成
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