平成二十一年度

住宅産業ＣＳ大会 特別講演報告
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売れるサービスの仕組み

19

〜おまけや値引きはサービスではない〜
高萩徳宗氏

有限会社ベルテンポ・トラベル・アンドコンサルタンツ

代表取締役
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平成 年 月 日に開催した﹁住宅産業ＣＳ大会﹂にお
いて︑究極のサービス を提供する会社として テレビ東京
﹁ガイアの夜明け﹂に 紹介された企業で︑障 害を持つ人︑
高齢の人などの旅をサポートする有限会社ベルテンポ・ト
ラベル アンドコンサル タンツ代表取締役の高 萩徳宗氏を
お招きし︑﹁売れるサービスの仕組み﹂をテーマに特別講
演を行なった︒参加者のほとんどから高い評価を得た講演
内容の一部を紹介する︒
21

私のサービスの原点
私は九州の大分県出身で︑昭和
年８月 日生まれです︒大分県立大
分商業高校を卒業し︑小田急電鉄株
式会社に入社しました︒昭和 年︑
世田谷区の経堂という駅で１年ほど
切符を切っておりました︒経堂とい
うのは電車の車庫があったところで︑
夜になると終電が全部車庫に入るた
め集まってきます︒ 人︑ 人と
酔われたお客様が横たわった状態な
ので︑この方々に降りていただかな
いことには駅を閉めることができな
いのです︒
﹁お客さん︑終点ですよ︑起きて
ください﹂と言うと絶対に起きない
10

20

のです︒いろいろ試した結果︑私は
あるとき気が付いたのです︒お客様
の立場になって﹁お客さん︑こんな
ところで寝ていると風邪を引きます
よ﹂と言うと起きるんだなというこ
とを発見したのです︒それが今︑振
り返ると私のサービスの原点でした︒
５年ほどロマンスカーなどに乗務
して︑その後会社を辞めカナダのア
ルバータ州カルガリーでツアーガイ
ドの仕事をやりました︒楽しい仕事
だったのですが︑家庭の事情もあっ
て２年ほどで戻り︑旅行代理店を経
て︑平成 年にベルテンポという小
さな会社を作りました︒主に障害の
ある方や目の見えない方︑ご高齢の
方などを主体とする旅行会社です︒
大手旅行代理店でツアーの企画を
やっていたとき︑障害がある方々が
ツアーに申し込んで来られているこ
とに気が付きました︒ほぼすべての
お客様を門前払いしていました︒私
はそのことにすごく違和感を持った
のです︒
当時︑私は自分のノウハウを生か
して何かできないかと思って︑旅行
の介助ボランティアをやりました︒
中度障害の方でしたが私は障害者
の人に﹁どうしたらいいですか﹂と
聞きながら︑着替え︑食事を口に運
ぶ︑お風呂に一緒に入る︑トイレで

お尻を拭くといったことをお手伝い
させていただきました︒
その方が夜中の２時ぐらいに﹁高
萩︑起きてくれ︑起きてくれ﹂と言
うので︑びっくりして飛び起きたら
﹁喉が渇いたからビールを飲ませて
くれ﹂と言われたのです︒夜の２時
です︒ふざけんなこの野郎と大喧嘩
をして︑もちろん私は怒って眠りま
した︒
次の日の朝︑わざと知らん顔して
いたのです︒すると彼は︑ぼそっと
﹁俺たちは別に︑すみません︑お願
いしますって言いながら旅行がした
いんじゃなくて︑普通にお金を払っ
て一人の人間として旅行がしたいん
だ﹂と言われたのです︒
普通にすればいいんだ︑普通とい
うことがサービスとして一番大事な
ことだとその方に教わったのです︒
﹁五感＋α﹂でサービスを感じる
サービスとは何か︒私は定義づけ
ること自体にはあまり意味がないと
思っています︒大事なのはサービス
に対しての考え方だと思います︒
例えば居酒屋で︑
﹁お︑この店サー
ビスいいな﹂と︑どういうときに思
うか︒笑顔の接客︑元気な挨拶︑こ
れは当たり前です︒出てきたビール
のジョッキがキンキンに冷えていて

﹁お︑わかっているな﹂と思うわけ
です︒どんなにいいお店でもトイレ
が汚かったら終わりです︒
それから︑
ＢＧＭ︒音楽は意外と大事だと思い
ます︒椅子の座り心地がいい︒麺類
を食べるときに持ちやすい箸を使っ
ている︒こういうことをわれわれは
﹁サービスがいい﹂と思うのです︒
これを違う角度から見てみると
﹁五感﹂です︒
﹁いらっしゃいませ﹂
と声をかけられた瞬間に︑生き生き
とした店員さんの表情を﹁視覚﹂で
確認して︑この店に入ったことが間
違いなかったと安心するのです︒
声のトーンが耳にハキハキ聞こえ
たり︑心地よかったり︑
﹁聴覚﹂でこ
のお店に入ったことに何かインパク
トを持ちます︒
﹁触覚﹂
︒箸や椅子も触覚です︒ビ
ールのジョッキがキンキンに冷えて
いるのを手で触るのも触覚です︒
最近はトイレにお香を焚いている
お店もあります︒
﹁嗅覚﹂がサービス
だということをよくわかっているお
店は︑トイレの中の臭いに気をつけ
ているということです︒
﹁味覚﹂
は飲食店の場合当然です︒
こういった五感を含めトータルで
第六感︒女性の方︑みなさんの奥様
などが﹁このお店いいわね﹂と言う
ときに﹁何をいいと思ったの？﹂と
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聞いてみてください︒﹁わかんないけ
ど︑何となくいい﹂と言います︒そ
の﹁何となく﹂というのは︑分解し
ていくと五感です︒空気感であると
か︑そういったもの全体がお客様に
響いているということです︒
五感で楽しむ旅行
私たちのお客様で全盲のお客様が
いらっしゃいます︒われわれがモン
ゴルの乗馬ツアーを企画したら︑こ
の方から﹁私は全盲で一人暮らしを
していますが︑私一人でも参加でき
ますか﹂というメールが来ました︒
スタッフは︑
﹁お客様︑大変失礼な
質問ですが︑全盲ということでモン
ゴルの旅を御希望されていますが﹂
とお客様に聞いたのです︒
するとお客様は﹁どうぞ御心配な
く︒私は確かに目で見ることはでき
ません︒不便なことはたくさんあり
ますが︑残りの四つの感覚︑聴覚︑
触覚︑嗅覚︑味覚︑を使って旅を十
分に楽しむことができますので︑ど
うぞご心配なく﹂
といわれたのです︒
モンゴル航空でウランバートル空
港に着けば︑乗馬がしたいとおっし
ゃる︒日本では断られますが︑モン
ゴルではそのへんは大丈夫なのです︒
最初︑
引き馬をしていましたが
﹁そ
の手を離してもらうことはできるで

しょうか﹂と言うので︑お願いした
らいいんじゃないですかと︒手を離
した瞬間に︑馬が走り出してどこか
に行ってしまったのです︒一時間ぐ
らいして戻ってきたので︑﹁ハットリ
さん︑どうですか﹂と聞くと︑第一
声は怖かったと言いましたが﹁風を
感じる﹂と言うのです︒風のにおい
がするのです︒
モンゴルの旅が終わって︑次はフ
ィリピンでダイビングツアーという
のを企画したら︑またハットリさん
が申し込んできたのです︒﹁いやハッ
トリさん︑風のモンゴルはわかりま
したが︑ダイビングって見てなんぼ
じゃないですか︑熱帯魚みたいなも
のを︒どうしてこの旅行に参加しよ
うとお考えになったんですか﹂と聞
くと﹁僕もよくわかりません︑何せ
潜ったことがないから﹂と︒そりゃ
そうだよな︑と思いました︒
目の見えない方が水に潜るのに︑
困ることが一つあるのです︒
それは︑
インストラクターからサインが出せ
ないことです︒現地のオーストラリ
ア人のインストラクターに彼は目が
見えないので︑と言ったら﹁ＯＫ︑
ＯＫ﹂と︒インターナショナルで決
まっている︑手で握る全盲の人用の
サインがあるのです︒国際的には全
盲の人用ライセンスがあるのです︒

体験ダイビングで 分ぐらいで
上がってきたハットリさんの第一声
は︑﹁怖かった﹂
じゃなかったんです︒
﹁プランクトンが顔に当たるのがわ
かった﹂と言うのです︒ハットリさ
んに五感というものを教えてもらっ
たのです︒
彼はその後︑フィリピンに３回４
回と通って︑ライセンスを取りまし
た︒たぶん日本で初めてでしょう︒
サービスの位置づけ
サービスの位置づけというものを
ここで見ておきたいと思います︒私
が今お話をさせていただいているサ
ービスというのは︑この円で言いま

すと右半分になります︒
どんなにいいサービスを提供して
いても︑そのサービスを知っていた
だかないことには始まりません︒﹁認
知﹂という活動が必要になります︒
例えば居酒屋でいうと生ビール１
杯サービス券かもしれません︒認知
して︑知ってもらった後︑いきなり
お客様は買ってくれません︒ここに
教育という活動があります︒これは
お客様を教育するということです︒
私たちはこういう考え方で仕事をし
ていますということを︑お客様によ
くよく伝えられるかということが重
要です︒私どもはこの四つの中で一
番﹁教育﹂を大事にしています︒
私たちの会社のキャッチフレーズ
は﹁私たちは旅を通じてお客さまの
笑顔と元気を創造する旅行会社で
す﹂です︒おかげさまでリピート率
が高いのです︒今９２．４％ぐらい
なのですが︑それもかなりの頻度で
リピートしてくださいます︒
お客さまをリピートさせる唯一の
秘訣というものをお教えします︒お
客さまに必ずリピートしていただく
ために大事なことは︑リピートして
くれるお客さまとだけ付き合うこと
です︒
︵笑︶
みなさん笑うでしょう︑でもこれ
は本当に教育なのです︒フィルタリ
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をつけたいんです﹂と言いました︒
﹁自信をつけたいということは自信
がないんですか﹂と聞いたら﹁自信
がありません﹂と言うのです︒
﹁どう
して自信がないんですか﹂と聞いた
ら︑お母さんからは﹁この親不孝も
の﹂と言われ︑バイク仲間もだんだ
ん来なくなる︒彼は高校を退学︑友
達は大学へ行く︑社会で活躍してい
る︒自分ひとりが取り残されている
ように感じ︑﹁僕は毎朝目が覚めると
何で生きているんだろうと思うんで
す﹂と 歳の彼が言うのです︒
﹁で
も飛行機に乗って︑ハワイの地に降
り立ったら自分の何かが変わるかも
しれない﹂と言うのです︒それなら
僕たちは︑あなたの人生を応援する
サポーターとして力になれます︒旅
行に行くのはお客様です︑とお客さ
まに覚悟を決めてもらうのです︒
でも不安はいっぱい出ます︒ ︑
個ぐらいすぐ不安が出るのです︒
私たちはその不安を懇切丁寧に一つ
ひとつクリアしていくというやり方
はしません︒不安に全部答えても︑
必死に考えて 個目の不安を見つ
けてくるのです︒
元気な人は旅行に行くと決めたら
現地の情報を収集します︒お店やら
食事場所やらいろいろなところで自
分の気持ちを盛り上げていきます︒
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はなく︑これは生ビールセールス券
なのです︒セールス券を持ってきた
お客さまに︑サービスをじっくりと
体感していただいて︑ここのサービ
スをよく理解していただく努力が必
要だということなのです︒
サービスを線で考える
サービスを線で考えるというお話
をさせていただきます︒たとえば︑
うちのハワイ旅行は６日間で１９万
８０００円くらいします︒ハワイツ
アーならいろんな旅行会社から出て
います︒ＪＡＬで行く・シェラトン
ワイキキに泊まる・朝食４回つきと
いうツアーが︑ＪＴＢは９万８００

０円︑日本旅行は９万６０００円︑
ＨＩＳは８万８０００円となってい
たとします︒同じだったら安いのが
いいと当然なると思います︒言い方
を変えれば損得勘定で商品を選んで
いるのです︒
大阪の寝屋川にお住まいのオカザ
キさんという 歳のお客さまがい
ます︒彼は 歳のときにバイクの事
故で首の骨を折って︑車椅子から立
つことはできません︒彼が﹁僕は車
椅子の生活をしていますが︑ハワイ
にいけますか﹂という電話をかけて
こられました︒
私たちはお客さまに﹁はい︑１９
万８０００円になります﹂と言うの
ではなく︑
﹁何をしにいくんですか﹂
と旅の目的を聞いています︒彼の口
から出たのが﹁海を見に行きたいん
です﹂
︒これは本心ではないのです︒
みなさんも営業をされている中で︑
お客さまは本心を言っていないとい
うことがあると思います︒別に嘘を
ついているのではないのですが︑お
客さまは自分の気持ちを整理して︑
ちゃんと言葉にできないのです︒
優しくコミュニケーションを取り
ながら︑お客さまに自分の人生と向
き合ってもらうのです︒お客さまは
一生懸命考えます︒オカザキさんは
﹁僕はハワイに行って︑自分に自信

20

ングです︒お客さまをこちらが選ん
でいるのではなく︑お客さまにメッ
セージをどんどん発信することで︑
お客さまから選んでもらうのです︒
﹁この会社面白そうだわ︑この会社
の社長さんが言ってることは私︑賛
成﹂と言う人たちにこっちに来ても
らえれば︑
リピート率は高まります︒
値引きやおまけはサービスではない
値引きやおまけはサービスではな
くセールスなのです︒生ビール１杯
サービス券は︑認知してもらって︑
生ビールを無料にするからこっちに
来てよというショートカットキーで
す︒その時はお客さんをお店に入れ
ることはできますが︑大事な教育活
動をスキップしてしまっています︒
私も生ビール１杯サービス券をも
らうとそのお店に行たりします︒ど
んなお店だろうと思って入ったら︑
宴会宴会で学生がイッキイッキとう
るさかったという経験をしたことも
あります︒すると私は二度とそのお
店には行きません︒生ビールにつら
れて入った私がいけないのですが︑
お店側もリピーターをきちんと育て
ることができていないですから︑明
日も明後日も駅前で生ビール券を配
らなければいけない︒
生ビールサービス券が悪いので

16

21

ところが障害がある方は︑不安な
ことがぐるぐる渦を巻いています︒
なので︑私はお客さまに﹁お客さ
まの不安はよくわかります﹂と共感
した上で﹁でも︑行くと決めた瞬間
から楽しまなきゃ損だよ︒旅行とい
うのは三つの楽しめるスパンがあっ
て︑旅行に行くまで︑旅行に行って
いる最中︑旅行から帰って︑この三
つをフルで楽しんで旅行代金だよ﹂
と言います︒﹁あなたがもし障害のな
い元気な若者だとしたら︑ハワイで
何をやりたいかを言ってください﹂
と言います︒スイッチを切り替える
のです︒フレームを︑リフレーミン
グ︑違うフレームをはめ直します︒
﹁本当に言っていいんですか﹂
と︑
実は遠慮しています︒﹁どうぞ言って
みてください﹂と言って︑オカザキ
さんが最初に口にした夢は﹁ハワイ
に行ったら僕は海に入りたい﹂と︒
そういえば海が見たいと言っていた︒
﹁見たい﹂が﹁入りたい﹂に変わっ
たのです︒これは大きな前進です︒
ハワイにはアラモアナビーチパー
ク︑ハナウマベイという大きな有名
な海水浴場があります︒どちらもゴ
ムタイヤ製のランディースという車
椅子が何台も置いてあって︑その車
椅子に乗り換えて海に入っていく︑
ということを教えてあげるのです︒

夢が叶うことがわかると﹁僕は買
い物にも行きたいのです︑路線バス
にも乗ってみたいんですけど﹂と言
い始めました︒リフトのついた福祉
車両がハワイにもありますが︑レン
タカー会社に行って状況を話したら︑
ジャガーのブランニューがあるよと
言うのです︒
﹁オカザキさん︑どうする？﹂と
言うと︑
﹁乗りたい﹂というのです︒
彼は福祉車両よりもジャガーの助手
席に乗りたいのです︒
彼は最後︑パラセイリングをやり
たいと言い出したのです︒日本の旅
行会社が運営しているオプショナル
ツアーの会社には全部断られました︒
試しにハワイローカルがアメリカ人
向けにやっているオプショナルツア
ーに電話すると﹁やるかやらないか
決めるのはゲストだろう︑何で俺が
ジャッジしなくちゃいけないんだ﹂
と言うんです︒
﹁ただ一つ︑問題があ
る︒我々はハワイの法律でお客さま
に触れることができないから︑岸壁
からボートに移るときに抱きかかえ
ることができない︒誰かサポートで
きる人間はいるか﹂というので︑私
がサポートしてボートで沖合に行き
ました︒彼はパラセイリングで何の
問題もなく雲の上の人となって︑ち
ゃんと戻ってきました︒

ある年︑障害があり養護学校に行
く子どもたちを持つお母さんから
﹁うちの子どもたちは生まれてこの
かた 年︑飛行機に乗ったことがな
い︒日帰りで大阪行って帰ってくる
だけでもいいから︑飛行機に乗せて
あげたい﹂
という相談を受けました︒
﹁この子は生まれて 年︑飛行機
に乗ったことがないのです﹂という
ことは︑お母さんもその子を産んで
から 年︑飛行機に乗っていない︒
われわれはそこに気づかなければい
けないのです︒お母さんたちに﹁大
阪はこれから先まだ行くチャンスが
あるかもしれないですよね︒思い切
ってハワイなんてどうですか﹂と言
うと︑キラっと目が輝きます︒
﹁え︑
ハワイにいけるの？﹂とお母さんは
思います︒
ハワイに行くのだったらホノルル
マラソン︒４２．１９５キロのフル
マラソンもあるのですが︑１０キロ
ウオークというイベントがあります︒
これには障害がある方がいっぱい参
加しているという話を聞いていたの
で︑みんなで相談して︑子どもたち
と一緒に生まれて初めて飛行機に乗
って︑感動の１０キロをみんなで一
生懸命歩いて︑楽しい時間を過ごし
て帰ってきました︒
そのホノルルマラソンにオカザキ

さんと一緒に行って︑彼は キロコ
ースを４時間かけて完走しました︒
ここからです︒戻ってきて︑彼は
変わりました︒メールでいろいろな
ところにアプライして就職活動を始
めたのです︒４月の始めに彼はホノ
ルルに行きたいといって︑翌年の３
月に﹁高萩さん︑京セラの特例子会
社で週に３日だけなんですけど就職
が決まりました﹂と言いました︒う
れしかったです︒その喜びを一緒に
行った仲間とシェアしましたけど︑
その１年間の人生の応援代金が私ど
もの１９万８０００円だと思ってい
ます︒
これ︑安いと思いませんか︒買っ
た後︑アフターサービスではなくお
客さまの人生一プロセスとしてどう
とらえられるかということだと思い
ます︒ここには終わりがないです︒
私のお客さまも終わりがないからリ
ピートしてくださる︒
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何のためサービスするのか？
私はパソコンをよく買うのです︒
電源を差し込んでパソコンを立ち上
げて︑さあ新品を使うぞというこの
瞬間をパソコンメーカーさんはアフ
ターサービスと呼ぶわけです︒おか
しくないですか︒私は今使い始めた
のです︒

5

15

15

15

パソコンは１年保証とかいう修理
期間を過ぎるとだいたい調子が悪く
なります︒私もスロットルの調子が
悪くなったときに電話しました︒何
とかは１︑
何とかは２︑
何とかは９︒
わかんなくなっちゃって︑とりあえ
ずオペレーターってやる︒
人間がやっと出てくるのに 分
かかります︒気持ちを抑えてスロッ
トルの調子が悪くてと言うと︑ ７
を押してください︑ここを押してシ
フトロックでちょっと電源を再起動
させてくださいといろいろやるわけ
です︒ 分ぐらい経って︑ああやっ
ぱり壊れていますね︑と言う︒壊れ
ているから電話しているんです︒﹁工
場で修理することになりますので１
回お預かりさせていただいて﹂と言
うので﹁困ります︑どこか持込修理
は﹂
︑﹁持込修理はやっていないです﹂
と言うのです︒
﹁車は代車が出ます︑
代パソコンはないんですか︑代パソ
コン﹂と聞きました︒すると﹁個人
情報の関係で今はやっていないので
す﹂と言うので︑しょうがなく電話
を切りました︒
でももう１回電話して︑私はその
女性に言いました︒﹁私はパソコンの
ことがわからないから︑このパソコ
ンのスロットルが今すぐ使えるよう
に︑プロとして知恵を授けて欲しい
10

のです﹂と︒その女性が﹁あの︑お
金がかかってしまいますが︑外付け
のスロットルを買っていただいて︒
１万円ぐらいするかもしれないので
すが︑ＵＳＢのほうは普通に動いて
いますから︑すぐに使えるようにな
ると思います﹂
︒
私からしたらそれを
早く教えて欲しかった︒
でもアフターサービスの女性の方
は︑ただで修理するしないというと
ころをずっとぐるぐるまわっていた
のです︒私は次にパソコンを買うと
きには︑そのメーカーを除外してく
ださいと言うようにしています︒こ
ういうことは日常的に起きているの
ではないかと思うのです︒
アフターサービスという言葉が浸
透しているから︑この言葉を使うの
がいいと思うのですが︑仕事をする
意識の上では︑次の１台を売るため
のビフォーセールスだと考える必要
があります︒
目的がないところにサービスなし
です︒サービスを極めて︑お客さま
にどんどん口コミで広めてもらって︑
次のお客さまを間接的に紹介してい
ただくこと︒みなさんの業界におけ
るリピート︒それはやはり仕事の存
在意義︑志︒なぜわれわれはこうい
うメーカーとして世の中に存在させ
ていただいているのかということを︑

みなさんの志を添えて︑世の中にも
っと伝えてあげていただきたいと思
います︒
お客さまの声
お客さまの声を聞けとよく言いま
す︒
﹁誰の声︑どんな声﹂
︑ここをし
っかり押さえておかないと︑お客さ
まの間違った声が聞こえてくること
があります︒間違った声というのは
どういう声か︒
ショッピグモールの例に当てはめ
たいと思いますが︑ショッピングモ
ールがアンケートを取ります︒何か
とりあえず言いたくて仕方ない人た
ち︑ストレスをためこんでいる人た
ち︑すごく感謝している人たち︒こ
の両極端の声ばかりが集まってきま
す︒漫然とアンケートを集めている
と︑
営業マンがやる気をなくします︒
働いている現場が疲れます︒
静かで黙っていて何も言わないけ
れど満足している人たち︑この人た
ちが何を考えているのかが大事です︒
サイレントマジョリティです︒
こういう人たちの声をしっかり聞
いておかないと︑隣に新しいモール
ができたらごっそりお客さんはいな
くなってしまいます︒なぜなら︑フ
ァンというまでの強い絆で結ばれて
いないからです︒

ファンというのは感動・感謝のフ
ィールドの人たちです︒満足のフィ
ールドの人たちに︑いろいろなイベ
ントやニュースレターやコミュニケ
ーションを取り続けると︑間違いな
く満足度は上がりますから︑ファン
に移行してくれます︒これはアフタ
ーサービスではなくビフォーセール
スです︒生涯顧客とかリピーターと
いうのはメーカーとしてのファンづ
くりです︒

サービスのゴール
サービスは私たちの強みの確認で
す︒サイレントマジョリティのお客
さまに聞いてください︒そのお客様
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が言ってくださることが︑私たちの
サービスの強みです︒みなさんいい
ことを言ってくれます︒意外なこと
も言ってくれます︒マイナスのこと
を言ってくれたときは﹁言ってくれ
てありがとうございます︒みなさん
言ってくれないのです︑お客さんが
言ってくれて本当にわたしはうれし
いです﹂といってください︒
申し訳ございませんといったらダ
メです︒
﹁申し訳ございません﹂とい
うのは拒絶のサインです︒迅速な謝
罪は大事ですが謝り続けたらダメで
す︒だから﹁ごめんなさい﹂より﹁あ
りがとう﹂のほうが絶対に効果的で
す︑強みです︒

それから︑私たちはお客さまにど
んな貢献をしているのか︒住宅メー
カーさんは素晴らしいお仕事です︒
人生で一番高い買い物を提供するこ
と︑商材︑サービスがお客さまの人
生を１８０度左右させることができ
ます︒お客さまの幸せを作るのに一
番身近なところでサービスを提供で
きているという貢献は︑本当にすば
らしいと思います︒
私はサービスは潤滑油みたいなも
のだと思います︒自動車の潤滑油で
す︒お客さまがいて︑がんばってく
れているスタッフがいて︑経営者仲
間がいる︒自分たちだけじゃ商売が
できません︒工事をやってくれる取
引先がいて︑地域があって︑お客さ
まからいただく消費税だったり雇用
したりで自治体に貢献できるという︑
六つのハッピーをつないでいく潤滑
油︑それがサービスなのではないか
と思って日々仕事をさせていただい
ております︒
これからもどうかお客さまを幸せ
にしてあげてください︒みなさんの
商品・商材・サービスを買うことで
お客さまはもっともっと幸せになっ
ていただけると思います︒
ご清聴ありがとうございました︒
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