
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。

2018/8/26 17:11 太田本店 普通 普通

2018/8/17 19:22 また何かの時にはお願いします 太田本店 普通 対応が丁寧

2018/8/12 14:14 太田本店 合格 店員さんの対応が良かったから

2018/8/5 13:18 太田本店 合格 対応が良い

2018/8/26 17:01 太田本店 合格 使いやすさ

2018/8/15 15:34 太田本店 合格 アイフォンのデータコピーをしてもらえるから

2018/8/18 18:05 太田本店 合格 対応が良かった

2018/8/20 13:59 太田本店 合格 丁寧な接客だったので

2018/8/20 14:00 太田本店 合格 てきぱき対応してくれたから

2018/8/16 17:01 なし 太田本店 合格 丁寧に話しを、してくれた、わかりやすく、

2018/8/19 17:16 太田本店 合格 定員さんの対応がとても丁寧でわかり易かった

2018/8/11 16:26 太田本店 合格 しんせつ

2018/8/25 13:33 太田本店 合格 安いプランがあった

2018/8/25 13:34 太田本店 合格
話が分かりやすかった。
聞いたことにたいして分かりやすい回答がもらえるた。

2018/8/8 20:10 太田本店 合格 対応が丁寧でした。

2018/8/12 19:10 太田本店 合格 丁寧なご説明。

2018/8/6 17:17 丁寧な対応でした。 太田本店 合格 この携帯を使ってみて、判断したいと思ったから。

2018/8/8 15:51 太田本店 合格 店員さんの説明が丁寧だったから

2018/8/8 19:18 太田本店 合格 店員が明るい方で説明もわかりやすく、気持ちよく取引できました。

2018/8/12 14:00 太田本店 合格 親切な対応でした!

2018/8/15 13:35 引き継ぎに時間がかかってしまったけど親切に対応してくれてよかった 太田本店 合格 店員さんの距離感がよかった

2018/8/18 14:52 太田本店 合格 話をよく聞いてくれた。

2018/8/25 12:10 太田本店 合格 親切丁寧に接客いただいた

2018/8/26 18:19
〇〇さんが可愛くて、親切でとてもいい気分になりました！子供が騒いでも、みなさん親切
にしてくれました！

太田本店 合格 とても親切でした

2018/8/31 13:17 太田本店 合格 親切な対応で、満足しました。

2018/8/5 16:23 太田本店 合格 対応が良かった

2018/8/12 16:12 太田本店 合格 親切な対応だったから

2018/8/16 15:08 太田本店 合格 親切なので

2018/8/16 17:25 太田本店 合格 親切な対応

2018/8/19 17:18 仕方ない事ですが、機種変更に時間かかりますね〜☆ 太田本店 合格 丁寧に説明いただきました！

2018/8/22 12:15 太田本店 合格 対応が丁寧

2018/8/3 14:13 太田本店 合格 雰囲気良い

2018/8/3 14:14 太田本店 合格 説明が丁寧

2018/8/9 18:35 太田本店 感動した わかりやすくて良かったです！

43343.67737 太田本店 感動した
初めての携帯からこちらでお世話になってます。対応がとても丁寧でわかりやすく、キャッシュバック
なども魅力的なので。

2018/8/5 18:12 太田本店 感動した 声は、かけるが、個人の自由であるため

2018/8/10 18:18 これからもお世話になります 太田本店 感動した 色々丁寧に教えていただいたので

2018/8/21 19:06 太田本店 感動した 丁寧だったから

2018/8/30 19:18 太田本店 感動した 説明が丁寧で良かったです。

2018/8/19 16:25 太田本店 感動した 親切

2018/8/18 19:33 太田本店 感動した 親切 データ移行をしてもらえる

2018/8/13 18:44 太田本店 感動した 店員さんが親切で丁寧な説明だったから

2018/8/17 15:56 太田本店 感動した 丁寧

2018/8/25 19:17 太田本店 感動した 接客が良かったので

2018/8/12 19:10 太田本店 感動した 説明が丁寧でわかりやすい

2018/8/17 16:47 太田本店 感動した 店員さんの接客が非常に良かったです。

2018/8/7 13:45 太田本店 感動した
対応が良かったです

2018/8/16 18:21 太田本店 感動した とても親切だったので！

2018/8/25 16:29 太田本店 感動した 対応かよい

2018/8/3 18:44 太田本店 感動した 店員の人柄が良い

2018/8/7 13:24 太田本店 感動した 分かりやすい説明だから

2018/8/17 18:41 親切 太田本店 感動した
対応が良かった

2018/8/11 16:16 太田本店 感動した 対応がわかりやすくて良かった

2018/8/2 14:33 太田本店 感動した とてもたすかりました

2018/8/16 15:09
いつも丁寧な対応、ありがとうございます ‼︎また買い換える時はよろしくお願いします＼( 'ω

')／
太田本店 感動した スタッフさんの対応が神＼( 'ω')／‼︎

2018/8/16 17:25 太田本店 感動した 対応が良かったからです

2018/8/26 18:36 いつも親切な対応有難うございます 太田本店 感動した 対応が良い

2018/8/12 15:16 太田本店 感動した 操作を的確に教えていただけるので

2018/8/8 19:03 太田本店 感動した ○○

2018/8/13 11:32 太田本店 感動した 説明やアフターフォローが丁寧



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。

2018/8/20 18:44 足利コムファースト店 普通 対応がよい

2018/8/19 17:20 特に無し 足利コムファースト店 普通 丁寧な対応

2018/8/11 18:54 足利コムファースト店 普通 待ち時間長い

2018/8/19 18:40 知恵のわがよかった 足利コムファースト店 普通 理由は特になし

2018/8/16 13:46 とても丁寧で良かったです _̂^ 足利コムファースト店 合格 丁寧だったから

2018/8/28 14:28 足利コムファースト店 合格 対応が良かった

2018/8/10 18:01 足利コムファースト店 合格 お世話様でした

2018/8/19 17:20 丁寧な対応でした 足利コムファースト店 合格 丁寧な対応でしたが時間がかかった

2018/8/4 14:58 足利コムファースト店 合格 丁寧に対応していただけたため。

2018/8/5 12:36 足利コムファースト店 合格 対応が丁寧だった

2018/8/5 17:34 足利コムファースト店 合格 分かりやすかった。

2018/8/12 14:34 足利コムファースト店 合格 親切だった

2018/8/12 17:01 とても親切で助かりました。 足利コムファースト店 合格 親切だから

2018/8/12 17:01 足利コムファースト店 合格 対応が親切だった

2018/8/12 20:17 足利コムファースト店 合格 スムーズにできた

2018/8/16 14:39 なし 足利コムファースト店 合格 対応良かった

2018/8/24 19:56 足利コムファースト店 合格 丁寧に説明していただいたので

2018/8/25 20:04 足利コムファースト店 合格 対応が良かった

2018/8/26 17:38 足利コムファースト店 合格 サービスが丁寧、バックアップもして貰える。

2018/8/4 19:35 良かった 足利コムファースト店 合格 良かった

2018/8/5 15:35 足利コムファースト店 合格 分かりやすく良かった

2018/8/11 13:26 足利コムファースト店 合格 分かりやすい説明で感じが良かった

2018/8/11 16:31 なし 足利コムファースト店 合格 親身になって対応してくれるスタッフが素晴らしいです

2018/8/12 12:44 足利コムファースト店 合格 丁寧だから良かった。

2018/8/14 15:22 足利コムファースト店 合格 丁寧でわかりやすかったから

2018/8/21 20:02 足利コムファースト店 合格 良かった

2018/8/25 17:53 足利コムファースト店 合格 対応が良いので

2018/8/28 16:28 長い時間対応してくださり感謝です 足利コムファースト店 合格 対応が良かった

2018/8/17 15:37 もう少しアクセサリーの品揃えを増やして欲しい 足利コムファースト店 合格
対応が良かった。ただアクセサリーの品揃えが少ない

2018/8/26 14:20 足利コムファースト店 合格 問題なしです合格

2018/8/16 18:33 足利コムファースト店 合格 対応が親切で分かりやすい

2018/8/8 20:33 足利コムファースト店 合格
親切丁寧

2018/8/12 13:48 接客態度が良かったです。 足利コムファースト店 感動した 説明がとても分かりやすかった。

2018/8/13 17:07 足利コムファースト店 感動した 自分も使ってるから

2018/8/19 18:43 足利コムファースト店 感動した 担当の方の対応が良かったのと説明が分かりやすいので。

2018/8/12 14:35 足利コムファースト店 感動した
とても親切で話しやすく、分からないことなど色々教えていただけたので。ありがとうございまし
た。

2018/8/16 18:07 足利コムファースト店 感動した 店員さんが丁寧だった

2018/8/20 18:43 足利コムファースト店 感動した 細かく説明してもらった

2018/8/6 12:19 足利コムファースト店 感動した 分かりやすく親切でした

2018/8/6 19:52 足利コムファースト店 感動した よかったです

2018/8/7 20:03 足利コムファースト店 感動した
対応が良かった

2018/8/11 20:32 足利コムファースト店 感動した とても丁寧な接客をして頂いたので

2018/8/30 13:38 足利コムファースト店 感動した 良かった

2018/8/21 13:09 足利コムファースト店 感動した 丁寧で良かったです

2018/8/21 13:16 足利コムファースト店 感動した 大変よくしてもらいました


