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日程：2018年7月18日［水］
・7月19日［木］
接客レベル向上を目的に
『第3回 EXPOCITY接客ロールプレイング大会』
を開催。
総勢69名の店舗スタッフが競い合いました。
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■コンテストの感想

■接客時の思い出

６分間という時

私は、普段の接客応対でお客様と真摯に向き合う事を

間は接客をする

モットーに、
例えお買い物をする間の短い時間でもお客

上では長いよう

様との信頼関係を築く事が出来るよう努めております。

で 短く 、お客 様

何か、商品に対する不安点があれば、それを解決できる

が本当に満足し

ようにお客様の雰囲気や体型に合わせて、
正直に提案さ

て商品をお買い

せて頂く事で「お姉さんは、はっきり言ってくれるから助

上げ 頂く様にご

かるわ」とコーディネートしづらいお洋服の合わせ方を

提案する事の難しさを改めて感じました。

聞きに来てくださる、お客

接客応対をコンテストという形で評価していただけ

様もいらっしゃいます。

る機会は日頃の接客を見直すために無くてはなら

私のアドバイスでファッ

ない機会であり、
今後も実際に店舗に来てくださる

ションを楽しんでくださる

お客様に少しでも付加価値を感じて頂ける様に努

方が増える事は、これ以上

めたいと思います。

無い喜びです。

受賞者紹介

優秀賞（2位）

N
COLE HAA

小林 弥富さん

優秀賞（3位）

SHIPS

井上 裕文さん

介

この度は、最優秀賞という形で評価
していただき、ありがとうございま
す。何かお困りのことがあれば、是
非お手伝いさせてください！
アーバンリサーチでは、ただ今秋に
向けての新作をたくさん入荷してお
ります。

当店ならではのベーシックなアイテムをはじめ今季注目の
VINTAGEライクなアイテムなどさりげなくトレンドを取り入れ
ることが出来る商品も多数ご用意しております。
お洋服のみならず、最新のスニーカーやコーディネートを華や
かに彩るバッグやアクセサリーなど、お客様がお探しの“何か”
が見つかると思いますので、是非、アーバンリサーチまでお越
しくださいませ。

■コンテストの感想

■接客時の思い出

コンテストは去年から

ご愛顧いただいている、
顧客様の息子様が来店された際、
顧

続けて2回目の参加で

客様から
「COLE HAANの店長は信頼出来るから悩んでい

いつもの自分・接客を

るなら行ってきなさい」
とおススメしていただき、
非常に嬉し

心がけお客様と楽し

く、
幸せでした。
お話をうかがうと息子様がご自身の結婚式

みながら接客すること

用の靴を探しているということで、
記念すべき日に履く靴を

だけを考えて本番に臨

COLE HAANで選んで頂く事、
自分を信用してお任せいた

みました。

だいた事がさらに嬉しかった

終了した後は、
達成感もありましたが、
他の参加者の

のを覚えています。

方の接客を見て反省点も多くもっと出来ることがあっ

その後、顧客様を初め息子

たと後悔する事もありました。

様・奥様にもご愛顧いただ

日頃、
見ることの出来ない他業種の方の接客を見るこ

き、
改めて、
接客をしていて良

とが出来、
自身の接客を見直すいい機会でした。

かったなと感じました。

店舗紹

受賞者紹介

店舗紹

介

COLE HAANでは、
紳士靴・婦人靴をはじめ、
ハンドバッグ・サイフ等の革製品を
多数取りそろえています。
靴やハンドバッグ等、
革製品をお探しの際は是非、
2階COLE HAANまでお越しく
ださい。
お客様お一人お一人にあった一点を楽しみながら一緒に探しましょう。
皆様のご来店を心よりお待ちしております。

■コンテストの感想

■接客時の思い出

コンテストに出場する事

接客で心に残っている事は、
10年位ご家族全員のお洋服

が10年振り位で初心に

を一緒に選ばせて頂いている事です。

戻ることが、
多々ありまし

その中で、
お子様が小学校卒業の際の衣装を選ばさせて

た。お客様のご要望に添

頂いたり、
先日では、
成人式のシャツやネクタイを一緒に

える 接 客とは何か？ま

選ばさせて頂きました。

た、自身の積み重ねた経

家族一員のようにお子様の成長を感じれた事が喜びを感

験を生かした提案は出来るのか？

じました。

コンテストに出場すると決めてからの自分を見つめなお

今後も色々なお客様と出

すいい機会となりました。コンテスト当日は自分で正し

会い、接客を通して楽し

い接客をして、どう評価されるのかが楽しみで、楽しみ

めて行けるように頑張っ

ながら自分らしい接客が披露出来たことが良かったと

ていこうと思います。

思います。

店舗紹

受賞者紹介

新人賞

靴専科

小谷 将也さん

介

SHIPSでは、
メンズ・レディース両方の商品を取り扱っております。
普段着からお仕
事着、
特別な時を過ごす際に着て頂ける洋服など様々な物を取り扱っております。
この時期は秋を感じる素材や柄にこだわった商品も多数取りそろえております。
SHIPSららぽーとEXPOCITY店の特性としてメンズ・レディースの回遊が大変しや
すいお店となっておりますので、
是非お子様連れのお客様もご来店、
お待ちしてお
ります。
是非、
お洋服をお探しの際は、
2階SHIPSへお立ち寄りください！
スタッフ一同笑顔で対応させていただきますので、
よろしくお願いします。

■コンテストの感想

■接客時の思い出

今回、コンテストに出場

カビだらけのおカバンや穴が開いてしまったお靴など

するのは初めてですが、

のクリーニングや修理をさせていただいた時に

新人賞という形で評価し

「直ると思わなかった」、
「これで又長く使える、ありが

ていただきとても嬉しく

とう」と言ってもらえた時は、この仕事をして一番良

思うと同時に自信にもつ

かったなと感じました。

ながりました。

この経 験を活 かしこれ

このコンテストは緊張感のある中で普段の接客を意識

からもお客様一人ひとり

しながらお客様と楽しく会話や提案をすることが出

に喜んでいただけるよう

来、とても良い経験となりました。

努力していきたいと思い
ます。

店舗紹

介

受賞者紹介

お気に入りのおカバンや、
思い出のお靴の修理・クリーニングをしています。
直らないとあきらめていた物なども、
どうぞ、
一度ご相談ください。
お持ちいただいた物に対してお客様と真剣に向き合い、ご予算やご要望に応じて
最適な修理方法をご提案させていただきます。
お見積もりだけでも大丈夫ですので、
是非、
お気軽に1階オレンジサイド
「イズミヤ」
さん前の靴専科までお越しくださいませ。
心よりご来店お待ちしております。

審査員特別賞

ボーズ・
ダイレクトストア

アルテミス
byダイアナ

ナチュラル
ビューティー
ベーシック

長瀬 俊雄さん

大塚 夏実さん

山中 麻梨子さん

ト
コメン

ト
コメン

ト
コメン

ボーズダイレクトストアでは、今話題の完全ワイヤレスイヤ
フォンやBluetoothスピーカーからホームシアターまで幅広
いラインナップをご用意しております。
お客様に合った商品のご紹介はもちろん、
新しいリスニングス
タイルの提案もさせて頂きます。
ららぽーとEXPOCITYにお越
しの際はぜひ、
ボーズダイレクト
ストアで最高の音体験をされて
はいかがでしょうか？スタッフ
一同、
お待ちしております。

当店は、
履きやすさと使いやすさの機能性とファッショント
レンドを兼ね備えた
「大人かわいい」
女性の為のカジュアル
エレガンスでリーズナブルなバッグ＆シューズを取り揃えて
おります。
気分の上がる新作も多数入荷しております。
皆様のご来店、
アルテミス b y ダイアナの
スタッフ一同、心よりお待ちし
ております。

お店では、アソシエイターとしてレイアウトやスタッフマ
ネージメントを中心に担当させていただいています。
ナチュラル ビューティー ベーシックでは、
デイリーカジュア
ルから通勤着やここぞという日のお出掛けにまで幅広い
ジャンルのお洋服をご用意しておりますので、是非、1階
グリーンサイド、ナチュラル
ビューティー ベーシックまで
お越しください。
皆様のご来店をスタッフ一同
心よりお待ちしております。

