
(公財）日本電信電話ユーザ協会千葉支部は、平成２9年１０月19日（木）に「平成29年度電話
応対コンクール千葉県大会」を実施します。
出場選手事業所の皆様、電話応対に関心のある方、社員教育担当の皆様、激戦を勝ち抜いた選手
の応対を会場でご覧になりませんか？どなたでもご来場、ご観覧いただけます。
是非、多数の皆様のご来場をお待ち申し上げます。

記

電話応対コンクール千葉県大会実施のお知らせ
及び応援者、観覧者募集

１．日 時 平成２9年１０月19日（木）１０:００ ～１７:２５

２．会 場 エム・ベイポイント幕張（旧ＮＴＴ幕張ビル）

2階第一プレゼンルーム
（千葉市美浜区中瀬1-6 ）

３．ｽｹｼﾞｭ-ﾙ(予定) 開会式 10:00～ 競技 10:30～
表彰式 16:40～ 懇親会 17:35～

４．出場選手 千葉県大会出場者【別添参照】
別添により県大会出場者への応援メッセージをお願いいたします。

□大会会場 （エムベイ・ポイント幕張までのアクセス）

本件に関わるお問合わせ先 (公財)日本電信電話ユーザ協会 関東事業推進部 03-5820-2077（平日9時～17時)
ＨＰ http://www.chiba-user.com/ メール u-kyo.chiba@jtua.or.jp

エム・ベイポイ
ント幕張

（JR海浜幕張徒歩8分／ＪＲ幕張本郷～海浜幕張駅行バス
ＮＴＴ前徒歩1分）



お弁当・懇親会締め切り：10月13日（金）

※昼食について
当ビルでの昼食は２Ｆ喫茶のみとなりますので、混雑が予測されるためお弁当の注文をお勧めいたします。
食事場所は競技会場３Ｆ会議室をご利用できます。
代金のお支払いは大会当日11時より｢総合受付｣において、現金と引き換えに昼食券をお渡しします。
３Ｆ会議室手前の｢お弁当引換所｣に昼食券を渡して下さい。
お弁当との引き換え時間は12時00分～13時00分です。
選手の昼食は事務局で用意いたします。（領収書は、事業所毎に発行させていただきます。）

※懇親会
エム・ベイポイント幕張２5Ｆ山櫻桃（ゆすら）で開催いたします。

※懇親会会費
・応援者・観覧者の方は、おひとり様3,500円（出場選手は無料）を、当日に頂戴いたします。
大変恐縮ですが、会社様にて取りまとめの上、当日ご持参いただけますようお願い申し上げます。

又、ご請求書等が必要な場合は、お手数ですが下記お問い合わせ先迄ご連絡をお願いいたします。

送付先FAX

０３－５８２０－２０７８

平成29年度電話応対コンクール千葉県大会 応援者・観覧者申込書

氏 名
○印をご記入ください

お弁当 懇親会

有 ・ 無 参加 ・ 不参加

有 ・ 無 参加 ・ 不参加

有 ・ 無 参加 ・ 不参加

有 ・ 無 参加 ・ 不参加

有 ・ 無 参加 ・ 不参加

本件に関わるお問合せ先 (公財)日本電信電話ユーザ協会 関東事業推進部 03-5820-2077（平日9時～17時)
ＨＰ http://www.chiba-user.com/ メール u-kyo.chiba@jtua.or.jp 9Ｈ

事 業 所 名

申 込 責 任 者 Tel

お 弁 当 注 文
※ 飲 み 物 付

有 ・ 無 個×1,000円（税込）＝

懇 親 会 参 加 有 ・ 無 名×3,500円（税込）＝

※ファクス番号はお間違えのないようにお願いいたします



今年の地区大会・審査会は、平成29年8月31日(木)エム・ベイポイント幕張（NTT幕張ビル）において、県内44事業
所、163名による競技審査となり、審査委員6名による審査の結果、50名の皆様が各地区より選出され千葉県大会へ
の出場が決定いたしました。

出場されたすべての選手の皆様、そして各事業所様に、心より御礼を申し上げます。
選出された皆様、おめでとうございます。10月19日(木)の千葉県大会優勝を目指して頑張りましょう。

なお、千葉県大会は前年度優勝者1名を含む51名により実施いたします。※裏面応援メッセージをお願いします。
（敬称略、地区・事業所等順不同）

「平成29年度電話応対コンクール地区大会・審査会」終了のご報告並びに千葉県大会出場決定者について

No 地区協会名 事業所名 出場者名

1 NTTファイナンス株式会社　南関東総合料金センター千葉料金部門 大久保　春美

2 株式会社ニュー・オータニ　ホテルニューオータニ幕張 福田　奈緒美

3 キヤノンカスタマーサポート株式会社 小泉　樹弥

4 キヤノンカスタマーサポート株式会社 川口　真衣

5 キヤノンカスタマーサポート株式会社 相馬　悠子

6 キヤノンカスタマーサポート株式会社 熊崎　佑也

7 キヤノンシステムアンドサポート株式会社　カスタマーセンター統括本部 水木　有希

8 キヤノンシステムアンドサポート株式会社　カスタマーセンター統括本部 坪田　恵子

9 キヤノンシステムアンドサポート株式会社　カスタマーセンター統括本部 村上　勉

10 キヤノンシステムアンドサポート株式会社　カスタマーセンター統括本部 木村　孔哉

11 キヤノンシステムアンドサポート株式会社　東日本カスタマーセンター 渡部　真由美

12 キヤノンシステムアンドサポート株式会社　東日本カスタマーセンター 荻野　奈津美

13 キヤノンシステムアンドサポート株式会社　東日本カスタマーセンター 森田　智英子

14 キヤノンシステムアンドサポート株式会社　東日本カスタマーセンター 竹内　弘子

15 キヤノンシステムアンドサポート株式会社　東日本カスタマーセンター 飯野　由紀乃

16 株式会社ＮＴＴ東日本-南関東　サービス・サポート部千葉フロント 佐藤　昌代

17 株式会社ＮＴＴ東日本-南関東　サービス・サポート部千葉フロント 吉澤　恵

18 株式会社ＮＴＴ東日本-南関東　サービス・サポート部千葉フロント 中村　綾菜

19 株式会社ＱＶＣジャパン 鳥井　宏和

20 佐川急便株式会社　千葉中央営業所 唐内　里実

21 佐川急便株式会社　千葉南営業所 近藤　聡美

22 佐川急便株式会社　千葉北営業所 安川　紘子

23 山万ウィシュトンホテル株式会社 高橋　竜平

24 山万ウィシュトンホテル株式会社 村田　直子

25 日本食研ホールディングス株式会社 八木　慶太

26 いすみ市役所 吉岡　篤良

27 一宮町役場 早川　さとみ

28 佐川急便株式会社　茂原営業所 福山　さおり

29 株式会社オリエンタルランド 新山　きぬよ

30 株式会社オリエンタルランド 山﨑　恵子

31 株式会社ホテルオークラ東京ベイ 藤掛　紗矢香

32 株式会社ホテルオークラ東京ベイ 平井　泉

33 株式会社ユービーエス 中山　由花

34 ヤマト運輸株式会社　船橋営業所 直江　美智子

35 ヤマト運輸株式会社　船橋営業所 原田　一恵

36 佐川急便株式会社　千葉営業所 芳澤　千織

37 佐川急便株式会社　千葉営業所 石川　亜弓

38 佐川急便株式会社　八千代営業所 寺田　朋子

39 ＮＥＣプラットフォームズ株式会社 鈴木　雅美

40 アートコーポレーション株式会社 上澤　奈津美

41 ヤマト運輸株式会社　柏営業所 小山　由美子

42 佐川急便株式会社　柏営業所 大橋　悠

43 野田・関宿 佐川急便株式会社　野田営業所 小野　雅朗

44 株式会社江戸川 富江　明子

45 株式会社江戸川 葛山　陽子

46 佐川急便株式会社　松戸営業所 豊田　美保

47 君津グレニスクラブ 今津　みどり

48 佐川急便株式会社　木更津営業所 飯田　麻衣

49 日本賃貸保証株式会社 北村　麻佐美

50 銚子・香取・旭・匝瑳 佐川急便株式会社　銚子営業所 伊東　恵子

＜前年度優勝者＞

No 地区協会名 事業所名 出場者名

51 千葉・市原・東金 キヤノンカスタマーサポート株式会社 関本　由美子

柏・流山・我孫子・沼南

松戸

木更津・館山・鴨川

千葉・市原・東金

成田・佐倉

茂原・夷隅

市川・浦安行徳

船橋・習志野・八千代・鎌ヶ谷白井



平成29年度電話応対コンクール千葉県大会

ＴＯ（選手のお名前）

<応援メッセージ送付先 >
FAX 03-5820-2078 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ ｕ-kyo.chiba@jtua.or.jp
<到着確認先電話番号> ０３-5820－2077
※応援メッセージは、10月16日（月）17時00までにお送りいただきますよう宜しくお願い致します。

ＦＲＯＭ（事業所名：お名前）

9Ｈ


