
タイムスタンプ その他お気づきの点、ご要望等ございましたらお知らせ下さい ご来店頂いた店舗は？
ケータイプラザは
いかがでしたか？

上記のように評価した理由をお聞かせ下さい。

2018/6/11 19:05 太田本店 普通 いつも利用してるから

2018/6/16 20:26 太田本店 普通 そう思ったから

2018/6/17 19:31 太田本店 普通
わかりやすかった

2018/6/1 13:43 太田本店 合格 説明が丁寧で分かりやすかったし、対応がとてとよかったです。

2018/6/1 16:46 太田本店 合格
対応がすごく良くて、細かく説明して頂きました(^̂ )

雰囲気のいい方でした。また来店したいです♪

2018/6/2 17:41 太田本店 合格 質問し易かったから。

2018/6/2 18:28 太田本店 合格 丁寧で手際が良かった

2018/6/3 19:41 太田本店 合格 サクサク素早い対応が良かった

2018/6/9 13:09 太田本店 合格 気になったなってる人がいれば勧めたいと思います。

2018/6/9 17:43 太田本店 合格 対応が良かった

2018/6/10 11:51
○○さんには　以前から　大変　お世話になってまして　また　

○○さんの　いる店舗に　行かせて頂きます。
太田本店 合格 対応が大変ありがたいので。

2018/6/10 13:47 太田本店 合格 対応がいいから

2018/6/10 17:54 太田本店 合格 対応に過不足はありませんでした

2018/6/12 13:36 太田本店 合格 親切丁寧。

2018/6/14 13:40 特になし 太田本店 合格 特になし

2018/6/15 15:14 太田本店 合格 スタッフの対応が良かったので

2018/6/16 18:08 太田本店 合格 こちらの疑問点に真摯に答えてくれた。

2018/6/16 18:52 太田本店 合格 親切だったから

2018/6/17 13:53 太田本店 合格 親切に対応してくださり、とても助かりました。

2018/6/17 15:58 太田本店 合格 ていねいでした

2018/6/22 16:22 太田本店 合格 テキパキとした対応であった

2018/6/22 19:56 太田本店 合格 安い

2018/6/24 12:35 太田本店 合格 安くて丁寧

2018/6/26 19:37 特になし 太田本店 合格 品揃えが良い

2018/6/28 15:42 太田本店 合格 対応が良かった

2018/6/29 15:18 太田本店 合格 とても親切

2018/6/30 13:57 太田本店 合格 非常に丁寧な対応をしていただきました。

2018/6/30 17:22 太田本店 合格 わからない

2018/6/30 17:24 太田本店 合格 接客が丁寧だったから

2018/6/30 17:30 もう少し短時間で手続きできればいいです 太田本店 合格 丁寧に教えてくれたので

2018/6/16 20:15 太田本店 感動した 対応がわかりやすくてよかったから

2018/6/17 11:43 太田本店 感動した
店員さんがとても信頼出来る方ばかりなので、スマーク店の

時からずっとこちらでお願いしています。

2018/6/19 20:24 太田本店 感動した 優しくて親切でした

2018/6/23 17:13 太田本店 感動した 親切でわかり易い

2018/6/24 16:52
プランの比較など丁寧に説明して頂けてとてもわかりやすかっ

たです。ありがとうございました。
太田本店 感動した 親切に接客して頂いたので、機会があったら勧めたい。

2018/6/25 12:55 太田本店 感動した 対応がとても良い

2018/6/26 16:52 太田本店 感動した 担当の○○さんがとても丁寧で説明がわかりやすかった為です。

2018/6/28 18:11 太田本店 感動した 親身になって話を聞いてくれました

2018/6/28 18:18 太田本店 感動した わかりやすくお話をしてくれました

2018/6/28 18:20 太田本店 感動した 親切に対応してくれました

2018/6/30 17:25 スタッフさん、とても親切です。 太田本店 感動した 毎回、スタッフさんがいる親切だから！



タイムスタンプ その他お気づきの点、ご要望等ございましたらお知らせ下さい ご来店頂いた店舗は？
ケータイプラザは
いかがでしたか？

上記のように評価した理由をお聞かせ下さい。

2018/6/6 16:01 足利コムファースト店 普通 分かりやすい対応でした

2018/6/9 18:03 足利コムファースト店 普通 説明が上手

2018/6/10 16:25 足利コムファースト店 普通 大変良かった

2018/6/23 20:34 足利コムファースト店 普通 やすいので

2018/6/25 17:32 足利コムファースト店 普通 時間が長い

2018/6/28 21:01 足利コムファースト店 普通 特になし

2018/6/30 19:48 足利コムファースト店 普通 良かった

2018/6/2 13:55 足利コムファースト店 合格 対応が新設

2018/6/2 18:26 足利コムファースト店 合格 丁寧でしたが不明点も多かったです

2018/6/2 19:28 足利コムファースト店 合格 また家族の乗り換えの際来ます。よろしくお願いします。

2018/6/10 17:35 足利コムファースト店 合格 丁寧に説明してもらえたのでよかった

2018/6/10 17:36 足利コムファースト店 合格 分かりやすい説明だった。

2018/6/10 19:38 足利コムファースト店 合格 接客の仕方が良い

2018/6/12 19:39 足利コムファースト店 合格 丁寧に対応してくれた

2018/6/13 20:05 足利コムファースト店 合格 わかり易く、納得して契約できた。

2018/6/15 19:35 足利コムファースト店 合格 担当の人が良い人でした

2018/6/15 19:53 足利コムファースト店 合格
率直な感想です。ありがとうございました。また、何かの際

には、お願いいたします。

2018/6/16 13:50 足利コムファースト店 合格 迅速な対応をしてもらいました。

2018/6/17 18:05 足利コムファースト店 合格 対応が良かった

2018/6/19 13:08 足利コムファースト店 合格 無し

2018/6/19 15:10 特に無し 足利コムファースト店 合格
親切だったから

2018/6/19 18:08 足利コムファースト店 合格 丁寧に説明してもらえたので

2018/6/19 19:13 足利コムファースト店 合格 親切です。

2018/6/21 12:39 足利コムファースト店 合格 説明が丁寧だったから

2018/6/22 13:46 足利コムファースト店 合格 対応が早かった。感じがよかった。

2018/6/23 13:38 足利コムファースト店 合格 丁寧

2018/6/24 17:55 足利コムファースト店 合格 親切でした

2018/6/24 17:56 足利コムファースト店 合格 良かった

2018/6/24 20:02 足利コムファースト店 合格 お得がある

2018/6/27 14:31 足利コムファースト店 合格 親切だった

2018/6/28 20:10 足利コムファースト店 合格 携帯があるから

2018/6/30 14:20 足利コムファースト店 合格 対応が良い

2018/6/3 19:31 足利コムファースト店 感動した
対応が親切だから

2018/6/8 16:21 足利コムファースト店 感動した ○○

2018/6/13 18:30 足利コムファースト店 感動した 丁寧で素晴らしかった

2018/6/16 14:51 足利コムファースト店 感動した 優しかった

2018/6/17 12:55 足利コムファースト店 感動した とても親切でした

2018/6/17 18:40 足利コムファースト店 感動した 大変親切に対応して頂きました。

2018/6/20 13:52 足利コムファースト店 感動した 親切丁寧

2018/6/22 19:10 足利コムファースト店 感動した しんせつ

2018/6/24 15:57 足利コムファースト店 感動した わかりやすい。

2018/6/24 19:39 足利コムファースト店 感動した データのバックアップをしてもらえたから


