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鈴木雅
福岡千晃
／

ルミネストを通じて一
歩踏み込んだ接客が
できるようになりまし
た。 応 援してくれた
両 親に
「ありがとう」
と伝えたいです。

／

「九州屋」ルミネ立川

高橋慶一

今回のロールプレイング審査を経て
「ルミネストゴールド」に輝いたのは9人。
それぞれの認定者は、長年の目標にしてきたルミネストゴールドに喜びがあふれる人、
練習を通じて自分のショップスタッフとしての成長を実感する人、
この経験を糧にして
後進の育成を見据える人など、ルミネストにかけてきた思いや努力の様は9人9色だ。
ゴールド認定に際して、
それぞれの胸中や今後の目標を聞いた。

／

望月祐紀
／

ショップスタッフ
を育てることが
次のミッション
です。

「トゥーアンドフロー」
ニュウマン横浜

今回のゴールド認
定に満足せず、経
験やノウハウを店
舗に還元していき
たい。お客さまを
「顧客化」できる

／

輝く瞬 間 が、私 の
喜びです。

金敷友里子

人前で 緊 張しやすく、
これまでは本来の私が
出せ ずにいましたが、
念 願のゴールド！お客
さまの 表 情 がぱっと

「ローリーズファーム」
ルミネ横浜

／

です！

小村智穂

「グローバルワーク」
大船ルミネウィング

和田一葉

いただけるような心地
よさを提 供していき
たいです。

「アフタヌーンティー・リビング」
大船ルミネウィング

ステイホームの 世の中。
接客を通じてお客さまに
は、私たちの店、館がもう
一つの
“家”だと感じて

大船ルミネウィング
は
「居 心 地 が い い」
と言われますが、新
鮮な刺激も提供でき
るよう、日々レベル
アップしていきたい

ルミネスト 2021
シルバー・ブロンズは
こちらをCHECK!

「お客さまの期待を超える体験価値」
を追究するコミュニティーへ
「ルミネスト」は21年度認定会において、審査の基準を抜本的に見直

ルミネ本社営業本部営業部

小出さくら ／

石木田彩 ／
ルミネ本社営業本部
営業部

した。
「新型コロナでお客さまのマインドが大きく変化する中、ショップス
タッフには目の前のお客さまと向き合い、その期待を超える力がさらに
求められている」
（石木田彩ルミネ本社営業本部営業部）からだ。

経験は財産。より多くのショップスタッフにチャレンジしてもらいたい」
と話す。
「ルミネストは館とショップの垣根を越えるコミュニティー。これが
『100点満点の接客だ』と押しつけるのではなく、お客さまにとっての最

「例えば
『商品は3個以上提案したか』
『言葉遣いは適切だったか』のよ

高の体験価値を一緒に考える場所にしたい」
。認定証の受け渡しがゴー

うな、形式的な正解・不正解の積み上げでは、本質的な接客力は測れな

ルではない。認定式の後には認定者9人を集め、接客や顧客体験価値

い」。お客一人一人に寄り添う
「精神」、気持ちや価値を感じ取る
「感性」。

などについてディスカッションした。2月22日には
「ルミネストゴールドア

その上で、豊富な知識と言葉で商品の価値を提案する
「理論」と
「技

カデミー」を開催し歴代ルミネストゴールド40人が参加。
「お客さまへの

術」。ルミネのショップスタッフとして必要な4つの資質を定め、あらかじ

新しいライフバリュー提案」について意見交換した。

め審査の視点や基準、人財像を共有した。
「ゴールド認定者は
これらの基準を解釈し、商品や自分たちの個性と掛け合わせ
てどうしたら感動を提供できるかを考え抜いていた」
（小出さく
らルミネ本社営業本部営業部）。
今回はゴールド認定者の人数上限も撤廃。自身がゴールド
認定経験者である石木田氏は、
「ルミネストを通じて得られた
（左）
「ルミネストゴールドアカデミー」の様子
（右）
認定会の後に行われたディスカッション

ルミネストと共に紡ぐ

店は接客機会が多くないからこそ、一回
一回の対応を大切にしていきます。

「ビームス」ルミネエスト新宿

私が所属する店舗は1月末で閉店。でも、
ショップスタッフは私の天職です。正解
がないからこそ絶えず学び、レベルアップ
していきたいと思います。

本番は目の前のお客さま役の俳優さんを

「楽しませよう！」という気持ちでした。書

／

「ブックファースト」ルミネ大宮

青 果 専 門 店では 商 品 の
味、見た目と同じよう
に、接客も
「質」が重
要。枠 組みにとら
われず、お客さまに
感動を与えられる接
客を追求していきます。

萩元七重

いきたいです！

期待を超える
“感動体験 ”

※現所属は「ライチ」ルミネエスト新宿

／「カンナビス」ルミネ新宿

／

ません
（笑）
。目の前にいるお客さまの感情
が高ぶる瞬間を、常に見逃さないようにして

畑屋和美

「フレームワーク」ルミネ新宿

緊張で、認定会本番のことはあまり思い出せ
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新たな
「ルミネスト」が目指すもの
ルミネスト認定者は獲得した称号に応

れと
“重み
あこが
”の
あ

じて、ゴールド、シルバー、ブロンズの名

名札
色の
黒
る

札を胸につける。ルミネ・ニュウマンで
働くショップスタッフの一つの目標であ
り、憧れでもある。名札が持つ意味に
ついてはルミネファンにも一定の認知
度があり、質の高い接客を期待される。
店頭に立つルミネストたちは、名札をつ
けることで背筋が伸び、さらなる自己研
鑽に励む

新たに9人の
ルミネストゴールドが
誕生
2021年度ルミネスト認定 会のゴールド
認定者たち。前列左から、福岡千晃さん
（
「ビームス」ルミネエスト新宿）
、萩元七
重さん
（
「ブックファースト」ルミネ大宮）
、
鈴木 雅さん
（
「カンナビス」ルミネ新宿※
現所属は
「ライチ」ルミネエスト新宿）
、小
村智穂さん
（
「グローバルワーク」大船ル
ミネウィング）
、
和田一葉さん
（
「アフタヌー
ンティー・リビング」大船ルミネウィング）
。
後列左から、望月祐紀さん
（
「トゥーアンド
フロー」ニュウマン横浜）
、
金敷友里子さん
（
「ローリーズファーム」ルミネ横浜）
、畑屋
和美さん
（
「フレームワーク」ルミネ新宿）
、
高橋慶一さん
（
「九州屋」ルミネ立川）

2021年度ルミネスト認定会の審査は動画
撮影による遠隔方式で行われ、物販、飲食
などの店舗で働く約1300人がエントリーし
た。最高グレードの
「ルミネストゴールド」
に認定された
「カンナビス」ルミネ新宿
（現
所属は
「ライチ」ルミネエスト新宿）の鈴木
雅さん。洗練された接客動作と、お客の気
持ちをくみとり潜在ニーズを掘り起こすスキ
ルが評価された

分らしい接客について考え、
切磋琢磨できる施策として捉え

式では、高橋社長が一人一人に花束と認定証を手渡すと、ス

運営側も、
ルミネとショッ

直した」と話す。

ピーチに立った認定者からはルミネスト認定会にかけてき

プスタッフ、ファンの関係をこれま

定会」を実施した。アパレル、ビューティ、ライフスタイ

審査は感染予防対策として、ビデオカメラを通じた遠隔

た思いがあふれた。
「ローリーズファーム」ルミネ横浜の金敷

で以上に強固にする仕組みとしてルミネスト認定会を捉え

ル雑貨および飲食、食品など、エントリーしたショップス

方式で実施した。
「ルミネスト」は回を重ねるたび、時流に即

友里子さんはほっとした表情を浮かべ、一昨年に着任した

なおす。認定者には販売や資質などにまつわるセミナーを

タッフ約1300人の中から、最高グレードの
「ルミネスト

した形で審査の形式・基準をブラッシュアップしているが、

際、
ルミネストゴールドを目指すと周囲に宣言したことを明か

開催するなど、
フォローアップにも一層力を入れる。
「ルミネス

ゴールド」9人を認定した。1月26日、東京・新宿のルミネ

今回は
「リアル店舗の存在意義に直結する、
本質的なスタッ

した。それを実現すべく自己研鑽に努めたことで、
結果につ

トへの挑戦を通じ、販売という仕事に誇りを持っていただ

本社でルミネストゴールド認定式を行った。

フの資質を測る方法」を模索した。そこで想定客として、買

ながった。
「カンナビス」ルミネ新宿
（現所属は
「ライチ」ルミ

ければ、館の魅力向上、ひいてはお客さまの幸せにもつなが

いたい物をあらかじめ決めて来店する客と、
目的意識なく来

ネエスト新宿）
の鈴木雅さんは、自身の販売のキャリアにお

る。そのためにはルミネストをスタート地点にする。スタッ

店した客の2パターンを用意。前者への応対ではスムーズ

ける一つの集大成として認定会に臨んだ。4度目の挑戦で

フがますます輝ける環境を創っていきたい」
（石木田彩・ルミ

な接客案内など基本的なスキルを評価した一方、後者では

ゴールドをつかみ、
「接客を通じて、業界をもっと盛り上げて

ネ本社営業本部営業部
「ルミネスト」担当）
。

新型コロナの影響で、2019年以来2年ぶりの開催となっ
た今回。運営サイドも接客コンテストのあり方を一から
見直した。ルミネスト認定者の上限をなくし、
採点による順位付けもやめた。これによ
り、高い資質をもつ優秀なショップス
タッフを見出し、認定する仕組みを
強化した。小出さくら・ルミネ本

接客のロールプレイング対策や教科書通りの接
客が通用せず「
、お客さまが潜在的に秘める
悩みやニーズをくみとり、それを引き出す
コンサルティング力」
（高橋眞ルミネ社
長）
がものを言った。

ルミネストゴールド認定者は以下の通り
（順不同）
。萩元

いきたい」と決意を新たにした。

七重
（
「ブックファースト」ルミネ大宮）
、畑屋和美
（
「フレーム

「ルミネストゴールドに認定されたことがゴールではない」
と話したのは、
「トゥーアンドフロー」ニュウマン横浜の望月

ワーク」ルミネ新宿）
、鈴木雅
（
「カンナビス」ルミネ新宿※現

祐紀さん。表情には決意がみなぎり、
「自分を目標にしたり、

所属は
「ライチ」ルミネエスト新宿）
、福岡千晃
（
「ビームス」ル

ルミネストに出場しようと思う後輩が出てきて初めて、僕が

ミネエスト新宿）
、高橋慶一
（
「九州屋」ルミネ立川）
、金敷友
里子
（
「ローリーズファーム」ルミネ横浜）
、
小村智穂
（
「グロー

社営業本部営業部
「ルミネスト」

その結果、
「普段の接客に近い感

ゴールドを獲った意味がある」と前を向いた。式の最後に

担当は、
「競争の場としてのロー

覚でできた」
「自分らしさが出せた」

登壇した高橋社長も、出場者をねぎらう一方で、
「これは一

バルワーク」大船ルミネウィング）
、和田一葉
（
「アフタヌーン

ルプレイング大会から、ショップ

と満足感をにじませる参加者が例

つの通過点。店舗の仲間や館に戻り、
この経験をぜひ還元

ティー・リビング」大船ルミネウィング）
、望月祐紀
（
「トゥーア

スタッフ一人一人が顧客感動や自

年以上に多かった今認定会。認定

してください」と期待を込めた。

ンドフロー」ニュウマン横浜）
。

す。そばで見ていると、ショップスタッフの方

した。2人を陰で支えてきたルミネ大船店営

がお客さまと本気で向き合っていることを改

業部の貫名沙友美イシェンさんを交え、
「チー

めて感じます。身が引き締まる思いでした。

ム大船」の団結力の秘けつを語ってもらった。

小村：
（グループ練習は）自店のメンバーと練
習するよりも違った視点が養えます。横のつ

いんですね。

ながりもできて、
「大船ルミネウィング」としてお

貫名沙友美イシェン
（以下、貫名）：
（認定が）

客さまをお迎えする意識が一層強くなりました。

決まった時、3人で抱き合いましたね
（笑）。

和田：今では、スタッフ皆でつくる居心地の

小村智穂
（以下、小村）：普段からお客さまが

いい大船ルミネウィングが好き！と胸を張って

欲しいものが自店にないなら、他店に促しま

言えます。ステイホームの中でも、お客さまが

す。
「ハンドクリームなら､
『アフタヌーンティー・

ほっと安らぐ、もう一つの
“家”になれたら。

リビング』がいいですよ」とか。

貫名：こんな風にルミネのこと、大船のことを

和田一葉
（以下、和田）：お客さまの満足感を

考えてくださるスタッフさんは大船ルミネウィ

第一に考えると、そうなりますよね。

ングの宝ですね。このムードを絶やさないよ

WWD：接客の合同練習はいつから？

う、全力でサポートしていきたいです。

ルミネストゴールド
小村智穂／
「グローバルワーク」
大船ルミネウィングスタッフ

限られた練習の反省点は普段の接客にしっか

部操香さん
（同）
。彼女と二人三脚の練習で

り生かしてほしいと伝えていました。

ルミネストを目指した福岡さんは、
最高の形で

福岡：学んだのは、一歩踏み込んだ接客。レ

恩返しを果たした。ルミネストにかける思い

ストランに行くというお客さまには
「どういう

の強さとその理由を2人に聞いた。

方がご一緒ですか」と聞いてみる。するとご

WWDJAPAN
（以下、WWD）：ビームスス

要望やお悩みをお客さまから話してくださり、

タッフにとって、
「ルミネスト」はどんな存在？

信頼関係ができてよりよい提案もできる。
「ま

福岡千晃
（以下、
福岡）
：社内に
「サービスマス

たビームスに来たいな」と思っていだだける

ター」という一握りの販売スタッフだけに与え

お客さまを1人でも増やしていきたいです。

られる称号があるんですが、ゴールドの受賞

岡部：ルミネストの練習が店舗全体の成長

歴がある人もとても多いんです。

につながりました。接客経験が浅いスタッ

岡部操香
（以下、岡部）
：
「本当に接客力があ

フにも、お客さまの立場になって考えたり、接

る」ことを示す称号として説得力がある。私

客へフィードバックをしてもらったりして、自

はブロンズ、シルバーを受賞しましたが、やっ

分の接客を省みるきっかけになったと思い

ぱりゴールドはうらやましいな。

ます。

WWD：店舗一丸で練習に取り組んだ？

福岡：岡部さんは視野が広くて、
常にお店のこ

岡部：私が出場したとき
（2017年）は週1回本

とを考えて行動しているのがすごい。これか

社に集まり、他店の出場者と練習をしました。

らも、お手本にさせていただきます。

報ではなく、
「リアルだとこんな提案をしてもらえるんだ」と
いう新鮮な驚きを求めています。
今回の審査のように、ときには購入するモノやサービスを
決めず来店するお客さまもいます。ただ、ルミネに足を運ん
でくださったのなら、何かを
“期待”
してわざわざお越しになっ
ているはずです。そういったお客さまの潜在的な欲望をうま
く引き出し、その期待を超える提案をしなければなりません。
スタッフの
「コンサルティング力」にかかっているのです。
数多くのショップスタッフの中からつかみ取ったルミネス
トゴールドは、皆さんにとっても、ルミネにとっても誇りです。
ただこれはゴールではなく、
通過点の一つに過ぎません。さ
らなる自己研鑽に励むとともに、ここで持ち帰った経験や
知識を自店、ひいては館の未来のためにしっかり還元してく
ださい。

岡部操香 ／
「ビームス」ルミネエスト新宿
年度ルミネストシルバー

WWDJAPAN
（以下、WWD）：本当に仲がよ

今年はあまりそういった機会は持てない中、

格情報などはインプットして来店されます。ありきたりの情

ルミネストゴールド

を超えて練習に励み、
ゴールドをそろって獲得

ルミネストゴールド

アパレル、ビューティ、飲食など業種も混合で

和田一葉 ／
「アフタヌーンティー・リビング」
大船ルミネウィングスタッフ

スト出場歴のある方にも加わっていただき、

ルミネ大船店営業部

ティー・リビング」和田一葉さんと、
「グローバ
ルワーク」の小村智穂さん。ショップの垣根

福岡千晃さん
（
「ビームス」ルミネエスト新

宿）とゴールド認定の喜びを分かち合った岡

うか。今のお客さまはあらかじめデジタル上で商品情報、価

福岡千晃 ／
「ビームス」
ルミネエスト新宿
スタッフ

をグループに分けて練習しています。ルミネ

リアル店舗の価値を突き詰めて考えると、スタッフとお客
さまの間に生まれる
「購買体験」こそが答えではないでしょ

お客さまの立場で
一歩踏み込む
ことが大切！

が2人。大船ルミネウィングの
「アフタヌーン

PROFILE：
（たかはし・まこと)1958年東京生まれ。東京大
学法学部卒業後、81年国鉄入社。国鉄分割民営化に伴い、
87年 JR 東日本入社。経営企画部門、財務部門 、取締役
総合企画本部経営企画部長、常務取締役 IT・Suica 事業本
部長を経て、2016年 JR 東日本リテールネット副社長、17年
同社長。21年4月から現職

LUMINE EST SHINJUKU

お客さまにとっての
もう一つの
“ホーム”
に

ルミネストに向けた練習が
ショップ全体のスキルアップに直結

貫名：2017年頃から、出場意欲がある方たち

ルミネ

PHOTO : SHUHEI SHINE

認定 式で、仲むつまじい様子のスタッフ

貫名沙友美イシェン ／

ショップの垣根を超えて作るムード
地元住民の心地よい居場所に

OFUNA LUMINE WING

高橋眞／ルミネ社長

お客さまの潜在欲求を引き出す
コンサルティング力がスタッフの価値

ルミネはこのほど、同社の商業施設
（ルミネ、ニュウマ
ン）で働くショップスタッフを対象とした
「ルミネスト認
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