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1本⽇のご説明内容

①相談者数推移

②各相談所の概要

③利⽤者アンケート結果

 年齢別
 男⼥別

 イオンモール船橋
 ドクターホームネット埼⽟
 スマホスピタル堺東
 商店街

 診断後の乗換え有無
 端末購⼊、中古端末購⼊希望
 他業界セット割引利⽤の意思
 MNO・MVNOの説明への反応
 診断時間の⻑短について

④第１クールでの課題

 基本⽅針評価軸に係る設問と診断の流れ
 利⽤中通信事業者と診断による提案結果
 診断結果による提案の傾向と分析

⑤診断と提案結果の概要

 新たな料⾦プランや⼤規模な料⾦改定の反映
 相談者数の確保
 相談員に求められるスキル
 兼業相談所における本業との関係





3本⽇のご説明内容

①相談者数推移

②各相談所の概要

③利⽤者アンケート結果

 年齢別
 男⼥別

 イオンモール船橋
 ドクターホームネット埼⽟
 スマホスピタル堺東
 商店街

 診断後の乗換え有無
 端末購⼊、中古端末購⼊希望
 他業界セット割引利⽤の意思
 MNO・MVNOの説明への反応
 診断時間の⻑短について

④第１クールでの課題

⑤診断と提案結果の概要

 新たな料⾦プランや⼤規模な料⾦改定の反映
 相談者数の確保
 相談員に求められるスキル
 兼業相談所における本業との関係

 基本⽅針評価軸に係る設問と診断の流れ
 利⽤中通信事業者と診断による提案結果
 診断結果による提案の傾向と分析











8本⽇のご説明内容

①相談者数推移

②各相談所の概要

③利⽤者アンケート結果

 年齢別
 男⼥別

 イオンモール船橋
 ドクターホームネット埼⽟
 スマホスピタル堺東
 商店街

 診断後の乗換え有無
 端末購⼊希望の意思
 中古端末購⼊希望の意思
 他業界セット割引利⽤の意思
 MNO・MVNOの説明への反応
 診断時間の⻑短について

④第１クールでの課題

⑤診断と提案結果の概要

 新たな料⾦プランや⼤規模な料⾦改定の反映
 相談者数の確保
 相談員に求められるスキル
 兼業相談所における本業との関係

 基本⽅針評価軸に係る設問と診断の流れ
 利⽤中通信事業者と診断による提案結果
 診断結果による提案の傾向と分析















15本⽇のご説明内容

①相談者数推移

②各相談所の概要

③利⽤者アンケート結果

 年齢別
 男⼥別

 イオンモール船橋
 ドクターホームネット埼⽟
 スマホスピタル堺東
 商店街

 診断後の乗換え有無
 端末購⼊、中古端末購⼊希望
 他業界セット割引利⽤の意思
 MNO・MVNOの説明への反応
 診断時間の⻑短について

④第１クールでの課題
 新たな料⾦プランや⼤規模な料⾦改定の反映
 相談者数の確保
 相談員に求められるスキル
 兼業相談所における本業との関係

 基本⽅針評価軸に係る設問と診断の流れ
 利⽤中通信事業者と診断による提案結果
 診断結果による提案の傾向と分析

⑤診断と提案結果の概要













21本⽇のご説明内容

①相談者数推移

②各相談所の概要

③利⽤者アンケート結果

 年齢別
 男⼥別

 イオンモール船橋
 ドクターホームネット埼⽟
 スマホスピタル堺東
 商店街

 診断後の乗換え有無
 端末購⼊、中古端末購⼊希望
 他業界セット割引利⽤の意思
 MNO・MVNOの説明への反応
 診断時間の⻑短について

④第１クールでの課題
 新たな料⾦プランや⼤規模な料⾦改定の反映
 相談者数の確保
 相談員に求められるスキル
 兼業相談所における本業との関係

 基本⽅針評価軸に係る設問と診断の流れ
 利⽤中通信事業者と診断による提案結果
 診断結果による提案の傾向と分析

⑤診断と提案結果の概要











26⑤診断と提案結果の概要（【参考】相談者が現在利⽤している通信事業者と属性・利⽤実態）

利⽤通信事業者
（Ｎ︓相談者数）

＜年代別＞
① 〜20代
② 30代〜50代
③ 60代〜

＜利⽤容量別＞
低（〜１GB未満）

中（1GB以上〜10GB未満）
⾼（10GB以上）

未利⽤

＜⽉額料⾦別＞
低（〜3000円未満）

中（3000円以上〜7000円未満）
⾼（7000円以上）

ドコモ（Ｎ＝106） ①8⼈ ②48⼈ ③46⼈ ※未回答4⼈ 低18⼈ 中62⼈ ⾼18⼈ 未8⼈ 低24⼈ 中53⼈ ⾼29⼈

au（Ｎ＝79） ①5⼈ ②36⼈ ③36⼈ ※未回答２⼈ 低17⼈ 中44⼈ ⾼14⼈ 未4⼈ 低22⼈ 中38⼈ ⾼19⼈

ソフトバンク（Ｎ＝73） ①15⼈ ②40⼈ ③18⼈ 低7⼈ 中30⼈ ⾼34⼈ 未2⼈ 低7⼈ 中14⼈ ⾼52⼈

楽天モバイル（N=6） ①0⼈ ②4⼈ ③2⼈ 低0⼈ 中2⼈ ⾼4⼈ 未0⼈ 低5⼈ 中1⼈ ⾼1⼈

UQモバイル（N=12） ①0⼈ ②6⼈ ③5⼈ ※未回答1⼈ 低1⼈ 中10⼈ ⾼1⼈ 未0⼈ 低10⼈ 中2⼈ ⾼0⼈

ワイモバイル（N=24） ①1⼈ ②7⼈ ③14⼈ ※未回答２⼈ 低4⼈ 中19⼈ ⾼1⼈ 未0⼈ 低14⼈ 中10⼈ ⾼0⼈

ahamo（N=6） ①2⼈ ②3⼈ ③0⼈ ※未回答1⼈ 低0⼈ 中2⼈ ⾼4⼈ 未0⼈ 低4⼈ 中2⼈ ⾼0⼈

povo（N=4） ①0⼈ ②3⼈ ③1⼈ 低0⼈ 中2⼈ ⾼2⼈ 未0⼈ 低4⼈ 中0⼈ ⾼0⼈

LINEMO（N=0） - - -

IIJmio（Ｎ=1） ①0⼈ ②1⼈ ③0⼈ 低0⼈ 中1⼈ ⾼0⼈ 未0⼈ 低1⼈ 中0⼈ ⾼0⼈

イオンモバイル（N=1） ①0⼈ ②1⼈ ③0⼈ 低0⼈ 中1⼈ ⾼0⼈ 未0⼈ 低0⼈ 中1⼈ ⾼0⼈

OCNモバイルONE（N=1） ①0⼈ ②1⼈ ③0⼈ 低0⼈ 中1⼈ ⾼0⼈ 未0⼈ 低1⼈ 中0⼈ ⾼0⼈

BIGLOBEモバイル（N=1） ①0⼈ ②1⼈ ③0⼈ 低1⼈ 中0⼈ ⾼0⼈ 未0⼈ 低1⼈ 中0⼈ ⾼0⼈

mineo（N=3） ①0⼈ ②2⼈ ③1⼈ 低0⼈ 中2⼈ ⾼1⼈ 未0⼈ 低2⼈ 中1⼈ ⾼0⼈

LIBMO（N=0） - - -

その他（N=5） ①1⼈ ②2⼈ ③2⼈ 低1⼈ 中3⼈ ⾼0⼈ 未1⼈ 低5⼈ 中0⼈ ⾼0⼈



27⑤診断と提案結果の概要（【参考】相談者の主な利⽤意向）

利⽤通信事業者
（Ｎ︓相談者数）

＜店舗サポート＞
①サポート要（⼀部サポート含む）

②不要

＜メール意向＞
①変更不可（変更したくない）

②変更可 ③未利⽤

＜重視事項＞
①料⾦の安さ ②容量の余裕さ
③店舗サポート ④特になし

ドコモ（Ｎ＝106） 要75⼈ 不要31⼈ 不可18⼈ 可73⼈ 未利⽤15⼈ ①69⼈ ②4⼈ ③19⼈ ④14⼈

au（Ｎ＝79） 要53⼈ 不要26⼈ 不可18⼈ 可42⼈ 未利⽤19⼈ ①55⼈ ②3⼈ ③9⼈ ④12⼈

ソフトバンク（Ｎ＝73） 要53⼈ 不要20⼈ 不可9⼈ 可56⼈ 未利⽤8⼈ ①54⼈ ②5⼈ ③6⼈ ④8⼈

楽天モバイル（N=6） 要3⼈ 不要3⼈ 不可0⼈ 可4⼈ 未利⽤2⼈ ①4⼈ ②1⼈ ③1⼈ ④0⼈

UQモバイル（N=12） 要9⼈ 不要3⼈ 不可0⼈ 可10⼈ 未利⽤2⼈ ①10⼈ ②0⼈ ③1⼈ ④1⼈

ワイモバイル（N=24） 要16⼈ 不要8⼈ 不可3⼈ 可14⼈ 未利⽤7⼈ ①17⼈ ②0⼈ ③4⼈ ④3⼈

ahamo（N=6） 要2⼈ 不要4⼈ 不可0⼈ 可6⼈ 未利⽤0⼈ ①4⼈ ②1⼈ ③0⼈ ④1⼈

povo（N=4） 要2⼈ 不要2⼈ 不可0⼈ 可4⼈ 未利⽤0⼈ ①3⼈ ②0⼈ ③0⼈ ④1⼈

LINEMO（N=0） - - -

IIJmio（Ｎ=1） 要0⼈ 不要1⼈ 不可0⼈ 可1⼈ 未利⽤0⼈ ①1⼈ ②0⼈ ③0⼈ ④0⼈

イオンモバイル（N=1） 要0⼈ 不要1⼈ 不可0⼈ 可1⼈ 未利⽤0⼈ ①0⼈ ②0⼈ ③0⼈ ④1⼈

OCNモバイルONE（N=1） 要1⼈ 不要0⼈ 不可0⼈ 可1⼈ 未利⽤0⼈ ①0⼈ ②0⼈ ③0⼈ ④1⼈

BIGLOBEモバイル（N=1） 要0⼈ 不要1⼈ 不可0⼈ 可1⼈ 未利⽤0⼈ ①1⼈ ②0⼈ ③0⼈ ④0⼈

mineo（N=3） 要1⼈ 不要2⼈ 不可1⼈ 可2⼈ 未利⽤0⼈ ①3⼈ ②0⼈ ③0⼈ ④0⼈

LIBMO（N=0） - - -

その他（N=5） 要1⼈ 不要4⼈ 不可0⼈ 可3⼈ 未利⽤2⼈ ①5⼈ ②0⼈ ③0⼈ ④0⼈


