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設　立 昭和55年2月　トヨタビスタ浜松株式会社設立
平成16年5月　ネッツトヨタ静浜株式会社に社名変更
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Netz Toyota SHIZUHAMA

ひま
わりのような、笑顔で

ネッツトヨタ

ひまわりの
ような笑顔で



ネッツトヨタ静浜株式会社　採用担当の米山祥子です。
まずは当社の会社案内を手に取っていただき、ありがとうございます。
これから説明会や採用試験でお会いする機会も多いと思います。学生のみなさんの
窓口、そして当社とみなさんの架け橋となれるように様々な情報発信をしていきます
ので、どうぞよろしくお願い致します。
当社では採用専用のホットラインを用意しています。説明会では聞けなかったこと、
会社のこと、採用のこと、何でもお問合せください。
私が1件1件対応させていただきます。気軽に利用してみて下さい。

ネッツトヨタ静浜はクルマを買ったり、点検したり、それだけじゃない！気軽に立ち寄れる地域密着型ディー
ラーです。
「ひまわりのような笑顔で」をコンセプトに笑顔いっぱいの販売店を目指して日々活動しています。私たちの
仕事はお客様のおかげで成り立っています。そのお客様の為に何ができるのか？全社員で考え、まずは社員
が笑顔になる取り組みからチャレンジしています。
その取り組みのひとつとして当社では毎月、店舗ごとのオリジナルイベントを開催しています。当社に興味の
ある方は一度お店に足を運び、体感してみてはいかがでしょうか？
イベントの情報はLINE＠を利用してお客様への配信も行っています。会社や店舗の
雰囲気を知ることもできますし、お得なクーポン配信も行っていますので、是非、登録
してみて下さい。

就職活動はしっかりと情報収集を行うことが重要です。
聞いてみないとわからない事、触れてみないと知らずに終わってしまう事、たくさんあ
ると思います。入社後、後悔しないためにもたくさんの情報を集め、会社に触れ、たく
さん質問をしてみて下さい。入社して良かったと思ってもらえるように私たちもできる
限りの情報提供とみなさんの就職活動のお手伝いをしていきたいと思います。
まずは先輩社員の声を動画でチェックしてみてください。
そして、少しでもディーラーの仕事やネッツトヨタ静浜に興味を持っていただけたら、
是非、会社説明会にエントリーしてください。
説明会や面接でみなさんにお会いできるのを楽しみにしています！

採用担当からのメッセージ

就活生の、あなたへ。

ひま
わりのような笑顔で

ネッツトヨタ

採用担当  米山 祥子

代表取締役社長

上田 雅己

2011年入社　
サンストリート浜北店にて6年間
営業スタッフ勤務
中高とソフトボール部に所属
社内ゴルフコンペにも参加！
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動画
インタビュー

採用専用
ホットライン（LINE）

あります

ネッツトヨタ静浜 社長からのメッセージMessage
みなさん こんにちは。
「ひまわりのような笑顔で」がわが社のコンセプトです。
ひまわりは漢字では「向日葵」、英語では「Sun Flower」、
太陽にむかって元気よく咲く花です。
いつも ひまわりのように明るく元気に「社員を大切にする」
「お客様を大切にする」ことを考え行動しています。
明るく元気なあなたも仲間になりませんか。



Netz TOYOTA

WO R K S  P r e v i e w !

じっくり待てるのも
大事な才能。

営業スタッフ
クルマを売る営業の仕事は簡単ではない。

でも、得られる「達成感」は大きい。だから嬉しい。

SHIZUHAMA!

男性営業と違うのは「女性ならではの視点」で商品説明が
できることです。色の豊富さや、運転に自信の無い方には
小回りのきく車をお勧めしたり、女性が気になる日焼け予
防のUVカットガラスなどのポイントを説明します。なので
旦那さまだけではなくご一緒された奥さまとも仲良く
なったりします。

また「結果を急がない」のも女性営業の強みではないで
しょうか？私の場合ですが、お客様訪問時に不在の時は、
自分の車の中で直筆のお手紙を書いてポストに入れてお
きました。そうしたところ「いつもありがとう」とお客様が
ご来店され結果クルマを購入していただくことができま
した。手紙やお電話などマメなフォローを焦らずに継続
できるのは女性ならではのポイントです。

お客様から信頼を頂くため、
日々を努力する。
ネッツトヨタ静浜に入社した理由の1つには、やはり世界
的にも有名な「トヨタ・ブランド」への憧れがありました。
また先輩が会社にいたため仕事には良い環境だと感じ
たからです。
私は福井県の出身なのですが、大学が浜松市だったこと
と、地域の人々が温かく優しい人が多い事で好きになり、
この地を第二の故郷として本当に愛しています。

営業は「信頼」が大事です。車の状態だけでなく、お客様
の健康などにも気遣いをすること。また車を売るだけで
なく、自動車保険のお勧めや、事故対応・バッテリーのトラ
ブル等の救援などもこなし、お客様に安心してカーライフ
を楽しんでいただくこと積み上げていくのが信頼に繋が
るのだと考えます。

営業の魅力は、お客様を通じて、
成長できること。

1年目の時に、とんでもない大失敗をしたことがあります。
お客様のお車のナンバーを間違えて登録してしまったの
です。正直この時は、このお客様とはもう関係が途切れて
しまうのだろうと落ち込みました。

その時はまず謝罪をして、お客様にお詫びをしました。謝
ることは誰にでも出来ることなので、今後どのような対応
をするか？同じことを繰り返さないようにどのような対策
が有るのか？もちろん、店長や先輩スタッフへも報告・連
絡、そして相談をし、最善の対応・対策のアドバイスも頂
きました。そうしてそのお客様とは何度も連絡や訪問を重
ねるうちに仲良くさせていただくようになり、今では旅行
先のお土産をいただいたりする程です。私にとってはか
けがえのない大事な失敗経験です。

話せる人より、聴ける人。

SH
IZUHAMA

マッチング
ポイント♥

営 業
スタッフ

営 業
スタッフ

営 業
スタッフ

営 業
スタッフ

サンストリート浜北店

2016 年入社　常葉大学
本塚 拓也

葵町店

2014 年入社　名古屋商科大学
浦田 圭佑

藤枝内瀬戸店

2015 年入社　常葉大学
中島 ひかる

磐田今之浦店

2015 年入社　名古屋女子大学
小倉 真美

動画
interv

iew
紙面には載せきれないスタッフの素顔がわかる動画インタビュー。
各個人写真右下のQRコードを、スマートフォンでリードして
動画をぜひご覧下さい。
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動画
インタビュー

動画
インタビュー

私たちが住むこの街・地域ではクルマは必要不可欠です。
だからこそお客様のニーズに合わせてぴったりのクルマ
を提案していきたいです。お車を購入していただくために
はその「ニーズ」をお客様から聴き出すこと。通勤距離や
燃費、女性には乗り降りや取り回しのしやすさなど、まず
はお客様のお話にゆっくりと耳を傾け、どんなことにお悩

みなのか、興味があるのかをお聴きします。
私はそれほどしゃべるのは上手ではないかもしれませ
ん。でも、巧みに話すことよりも、まずお客様の立場になっ
て考えるためにしっかりとじっくりとお話を聴き、ご要望を
整理できること。これが営業として大事だと思います。

動画
見てね

◎元気で明るい
◎負けず嫌い

◎運動部経験者など体力と持久力に自信がある
◎気分転換が上手
◎話をするのが好き、話を聴くのも好き



◎ゲームやアニメが好き
◎一晩寝ると嫌なことを忘れられる

◎とにかく車や機械が好き
◎困った人がいるとほっておけない
◎からだを動かすのが好き

WOR K S  P r e v i e w !

整備も大事ですが、
接客業であることを常に意識。

サービススタッフ
先輩や仲間と日々クルマ整備の技術を鍛錬。

しずはまエンジニアは会社の大事な駆動系。

エンジニアとして入社し一番印象深い作業は、2年目には
じめて1人でまかされた「エンジンのオーバーホール」で
す。本来なら3日ぐらいの作業なのですが、2年目で経験や
知識不足なこともあり、作業完了まで4日もかかってしまっ
たんです。でも先輩達がサポートしてくれて1人で作業を
やり遂げたことが、私には大きな自信につながりました。

ネッツトヨタ静浜ではエンジニアがお客様と直接お話す
る事が多々あります。お預かりした車の不具合状況や、作
業後の説明などをするからです。車についてのアドバイス
や、世間話などで盛り上がることもありますよ。
この仕事は接客業でもあると考えています。なのでツナギ
の汚れや身だしなみ、言葉遣い、もちろん笑顔にも普段か
ら注意をしています。

憧れで目標の先輩エンジニア。
自分もそんな先輩になりたい。

サービス
スタッフ

SH
I ZUHAMA

マッチング
ポイント♥

サービス
スタッフ

ナンバー付き車両によるワンメイクレース、Vitzレース！ オンリーワンのお車づくりのお手伝い
TOYOTA主催の、ネッツの代表車種であるVitzを
使ったレースが毎年開催されています。当社に
入社したエンジニアには必ず1度はこのレース
にピットクルーとして参加してもらいます。
カスタマイズとチューニングを施された市販車
ベースのVitzで、各ディーラーの意気込みをかけ
た白熱のレースが展開されます。
新人エンジニア達はこのレースを通じて、クルマ
の構造や整備について、またチームワークの重
要性について実践を経て体得してもらいます。

新しい車の楽しみ方を提案するための当社独自ブランド「ASK」。パーツ等を販売。
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動画
インタビュー

掛川大池店

2016 年入社　愛知工科大学自動車短期大学
池田  皓

藤枝内瀬戸店

2010 年入社　静岡工科自動車大学校
長澤 瑞希

Netz TOYOTA SHIZUHAMA!
動画
interv

iew
紙面には載せきれないスタッフの素顔がわかる動画インタビュー。
各個人写真右下のQRコードを、スマートフォンでリードして
動画をぜひご覧下さい。

実を言うと入社する前、自分はネッツトヨタ静浜の「お客
さん」だったのです。愛車を点検に出していたのですが、
その時に感じたのが「ここのスタッフ、何か楽しそうだな」
ということ。そのことと、元々車が好きということもあってエ
ンジニアとして応募してネッツトヨタ静浜に入社しました。
入社後は、先輩エンジニアの整備のスピードや的確さに
憧れ、自分でも改善や努力をして整備の腕を磨いていま
す。オフの時は、飲みに連れていってもらったりと先輩達

には本当にお世話になっています。次に新人エンジニア
が配属されるときには自分が良い先輩になりたいです。

ネッツトヨタ静浜では人事異動もあり、自分が対象になっ
た時は「折角、仲良くなれ、工具場所も覚えたのに…。」と
悩みました。でも現在の店舗に異動してみると、すぐに
打ち解けて仕事も問題ありませんでした。スタッフの温
かさ、それがこの会社の良い所だと思います。



紙面には載せきれないスタッフの素顔がわかる動画インタビュー。
各個人写真右下のQRコードを、スマートフォンでリードして
動画をぜひご覧下さい。

WO R K S  P r e v i e w !

笑顔ではじまる、おもてなし。

フロアスタッフ
来店されるお客様を一番最初にお出迎えする、

カーディーラーの「顔」ともなる重要なポジション。

店舗にお客様がご来店されたとき一番最初にお出迎えす
るのがフロアスタッフのお仕事です。もちろんひまわりの
ような笑顔で元気いっぱいのご挨拶を心がけています。

お客様を席にご案内し、ドリンクのお好みを伺いコーヒー
等の湯茶をお出ししたり、雑誌をおすすめしたりします。
また、夏ならエアコンが冷えすぎていないか、冬なら寒く
てひざ掛けが必要かなど、お客様のお気持ちを察しなが
ら気をつけるのも大事ですね。

その他には季節に合わせての装花や、女性やお子様にも
快適に過ごしていただけるようなショールームのレイア
ウトを工夫するのもフロアスタッフの役割のひとつ。
また、営業スタッフが不在の時は、私がお客様のご用件を
聞いたり、一緒にクルマを見たりして営業スタッフにつな
げることができるようにしています。

私が入社したきっかけは、自宅近くのしずはま店舗で女
性スタッフが外に出て、お客様をしっかりお見送りする姿
を見たからです。それはとても印象的で、私もそんな仕事
ができたらいいなと憧れを持ちました。
ネッツトヨタ静浜では、ニューフロア体制という取り組み
を行っていて、私達フロアスタッフが中心となり他スタッ
フと連携して接客をしています。
カーディーラーは男性が多いイメージかもしれませんが、

SH
I ZUHAMA

マッチング
ポイント♥

フロア
スタッフ

フロア
スタッフ

育児休暇制度などKAIZ
EN

「良い仕事は短時間に」「短時間で良い仕事を」具現化する

ための小集団活動です。先輩後輩関係なく、仕事の効率化を

はじめ働きやすく、より良い店舗づくりのために様々な意見

交換をします。店舗での成果はレポートにて他店舗に情報

展開をし、全社一丸となって改善活動に取り組んでいます。

ネッツトヨタ静浜では、会社規定による育児休暇制度を定め
ています。しっかりと働いてもらい、育児で休む時はしっかりと
休んでもらいます。店舗の社内スタッフにも理解とサポートを
求めていますので、安心して制度を活用できます。
◎育児休業／育児のために希望する従業員で、1歳未満の子
供と同居および養育する者は、規則により育児休業が認めら
れます。
◎育児短時間勤務の制度／従業員で3歳に満たない子供と
同居・養育する者は、会社に申し出て育児短時間制勤務制度
の適用を受けることができます。

ネッツトヨタ静浜ではauの携帯電話も取り扱って
います。手続きだけでなく、スタッフの丁寧な使
い方の説明はお客様からも好評です。入社後に
しっかりと研修を行います。
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全社員対象。店舗ごとに週一回
のミーティングを実施 〈 改善 〉

動画
インタビュー

沓谷店

2017 年入社　東海大学短期大学部
松田 沙紀

湖西鷲津店

2010 年入社　浜松開誠館高校
佐藤 真美

Netz TOYOTA SHIZUHAMA!

目配り、気配り、こころ配り。
みんなが安心できる
店舗づくりを。

女性の営業スタッフも在籍していますし、お店の雰囲気も
良く、男女関係なく和気あいあいと仲良くやっています。

私には小さな子供がいて、出産時には「育児休暇制度」を
活用させていただきました。産休に入る前も周りのみん
なが仕事の協力をしてくれる環境だったのがとても嬉し
かったです。そして出産後にはまたこの職場でぜひ働き
たいと、ネッツトヨタ静浜に復帰して現在に至っています。

携帯電話も
しずはまに
お任せ！

動画
interv

iew
◎POPやレイアウトを作ったり、
　考えたりするのが好き
◎世話好き

◎年齢や性別に関係なく人と喋るのが好き
◎気配りができる
◎ポジティブで常に笑顔でいられる



毎月1回の、各店舗ごとの楽しい宿題。

店舗オリジナルイベント
「ひまわりのような笑顔で」をコンセプトに行っている取り組み(活動)の
ひとつです。テーマは『全員参加型』、お客様も社員も一緒に楽しめる
イベントを月に一度開催しています。
店舗でローテーションを組み、新人もベテランも様々な企画を考え、
準備&運営しています。
ひとりひとりが当事者意識を持つ事が、会社という人の集合体の
原動力の要となっていくのです。
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●シーズンイベント

「お子さまを対象に、エンジニア体験をしてもらう
キッズエンジニアスクールなど、ディーラーならでは
の企画も展開しています。

PKO活動

「ポイ捨て、危険物、ゼロ」を目指す
しずはま独自の取り組みでもある地域清掃活動で、
平成3年より約27年間も続いています。
地域の街や自然を守り、少しでもより良くしたいという気持ちで
楽しく頑張っています。コミュニティ休暇制度とあわせて
地域と地域の人々に慕われる店舗づくりと人づくりの一環です。

お揃いのTシャツを着て一致団結。清掃活動のあとはみんなでBBQ。
奉仕活動も楽しみのひとつとなっています。

02

2011年3月の東日本大震災、
2016年の熊本地震の復興支援と
して、社員から参加希望者を集
め、施設内の片付けやパーティ
ションの組立て、子供向けの支援
などを年に数回実施しています。

11

●海岸清掃

●被災地ボランティア

毎年、静岡県内の幼稚園・保育
園・こども園に新入園児の為の
交通教材(絵本・紙芝居)をプレゼ
ントしています。（トヨタグループ）

●交通安全教材贈呈

300名超の
マンパワー
を集結

みん
なで

楽し
く

でき
まし
た

大変だ
けど

充実感
と

楽しさ
満点

チラシやPOPも手作り

の、しずはまスタイル。

地域の街や自然をぴかぴかにする
清掃活動や、被災地ボランティアなど
地域貢献活動にも真剣です。

●キッズイベント

企画を考えるのに当たって重視するのは季節感。ディーラーで季節を
感じられる趣向を凝らした企画がいっぱい！ 店舗ごとの独自カラーも面白い。
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しずはま野球部

ゴルフコンペ

東海地区のトヨタディーラー相手に全力ファイト！

お客様との楽しいつながりを構築する為に、早い段階から
LINE＠でのお友達ユーザー登録を進めてまいりました。

特に頑張った人には、会社からご褒美もあります！

社員旅行

報奨旅行
LINE＠お友達、12,000人突破！

この時ばかりは、上司も部下も関係ない？
スコア次第で社内の有名人になれる！

0503

04

07

学生の修学旅行のような大人数
での旅行を大人になっても経験
できるのが会社員としての醍醐
味のひとつではないでしょうか？

普段は交流の少ない店舗間の
スタッフも、この旅行で知り合う
事もできますので、とても人気の
会社イベントとなっています。

LINE＠のお友達登録を使い、お客様にはいち早く「新車情報」や「イベント情報」をなどを
積極的に配信。限定クーポンやプレゼント企画などもあり大変好評をいただいています。

参加は自由の年2回のゴルフコンペで、関連企業やお取引先など
からの参加もあり毎回盛り上がっているゴルフコンペです。

ピッチャー募集中！！

しず
はま
の

エー
ス

探し
てま
す

上司も熱く教えてくれる？

沖縄旅行の首里城

4～7月の会社の定休日
を使い、各店舗からの野
球好きが集まって練習。
東海地区の野球大会優
勝を目標に楽しみなが
ら汗を流しています。
もちろん野球初心者でも
大歓迎です。一緒に楽し
もう！

石川
県の

加賀
屋さ
ん

に研
修旅
行

京都にも社友会旅行

ハワ
イの

カメ
ハメ
ハ

大王
と

会社規定により、成果をあげた社員には報奨旅行の
プレゼントがあります北海道や沖縄、ハワイなどへの実績あり。

大人数での旅行って、楽しいんです。
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全国の
トヨタディーラー
の中でNo.1
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ラインアット

※

※H30年3月現在



静岡県西部～中部地区に広がるネッツトヨタ静浜ネットワーク。
厳しくも、楽しく優しい仲間達が、あなたの活躍を心待ちにして笑顔で待っています。

店舗の、しずはまネットワーク！

1年間で優秀な成績を収めた社員や活躍した社員を全社員
の前で表彰します。その後、社長や役員から1年間の経営
方針の発表や各種プロジェクトの活動方針が発表されます。

トヨタ車の販売と同時にドイツの名車
「Volkswagen」の販売も展開しています。
「Volkswagen」はドイツ語で「国民車」
の意味。世界中で愛されるディーラー
の一員として活躍することもできます。

全員選手、全員審査員となって互いに確認しあう事を目的に
実施。仕事品質の向上で「今以上」の取り組みがされている
か、「選ばれる人・選ばれる店」への取り組みの実践度を確認
しています。

Volkswagen 袋井インター店
フォルクスワーゲンのカーディラーでもあります。11

入社後、1～２ヶ月の期間で
マナー研修・商品知識の勉
強・ 本部研修・店舗研修など
を行います。その後、年数、職
種、実績等に応じた個々の
レベルアップのための研修
も行われます。

新人教育・新人研修

新春社員大会 全社員
技術コンクール

09 10

入社
２年
目

から
挑戦
！

全員に表彰のチャンス！

17

Volkswagen

サンストリート浜北店 サンストリート浜北店

〒434-0041 浜松市浜北区平口5821
053-585-8311

〒434-0041 浜松市浜北区平口5821
053-585-8312

（本社）

U-car（中古車）展示場

新車展示場

・ASK

新東名高速道路

東名高速道路

三
遠
南
信
自
動
車
道

浜松いなさJCT

新城IC

森掛川IC

浜松浜北IC

三ヶ日IC

三ヶ日JCT

浜松いなさIC

浜松
いなさ北IC

鳳来峡IC

渋川寺野IC

浜松西IC

浜松IC

袋井IC
掛川IC

菊川IC 相良牧之原IC

吉田IC

焼津IC

静岡IC

清水IC
清水JCT

清水いはらIC

磐田IC

島田
金谷IC

藤枝岡部IC

新静岡IC

新清水JCT

浜松SA
スマートIC

スマートIC

静岡SA
スマートIC

遠州森町PA

掛川PA

藤枝PA

日本平PA

日本坂PA

小笠PA
遠州豊田PA

三方原PA

浜名湖PA

スマートIC

スマートIC
牧之原SA

・和田マイカーセンター（中古車）

←至豊田東JCT

大井川
焼津藤枝
スマートIC

ネッツ
静浜
の

お店と
隣接

してい
ます
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