
お客様の声一覧（スーモアンケートより）

理解力：4.7 整理力：4.6 提案力：4.6

No ニックネーム 年代 性別
来店
成約

評価点 カスタマーコメント 回答コメント
掲載日

（取り込み
日）

1 ラン 40代 女 来店 5.0
良かった:すごく、熱心に接客してくれました。
言葉づかいも非常に丁寧でした。 気になった:
特にありません。

ラン様 この度はスーモスタッフアンケートにご回答頂
きありがとうございました。 今後ともお客様のご要望
にお答え出来るよう対応させて頂きますので 不動産
でお困りなことがございましたら遠慮なくご連絡下さ
いませ。 スタッフ一同お待ちしております。

2020年06
月

2 はる 50代 女 来店 5.0
良かった:とても親身になって話を聞いて下さっ
た。笑顔が素敵でした。 気になった:ありませ
ん。

はる様 この度はスーモスタッフアンケートにご協力頂
きありがとございました。 「笑顔が素敵でした」のコメ
ントにニヤニヤしております。 お客様にも笑顔になっ
ていただけるようなお手伝いを今後とも心がけていき
たいと思いますので いつでも遠慮なくご相談下さいま
せ。 お待ちしておりますね。

2020年06
月

3 こたつ猫 50代 男 来店 5.0
良かった:親切で丁寧、好印象だった。 気に
なった:特にありません。

こたつ猫様 この度はスーモアンケートにご協力いた
だきありがとうございました。 お褒めのお言葉を頂き
感謝しかございません。お客様とのご縁はこれからも
大切にしたいと思っております。 頂きました貴重なご
感想・ご意見は今後の運営の参考としスタッフ一同
精進して参ります。 いつでもお気軽に立ち寄り下さい
ませ。

2020年06
月

4 はる 50代 女 来店 5.0 良かった:丁寧に接してくれた 気になった:なし

はる様 この度はスーモアンケートにご協力いただきあ
りがとうございました。 また、数ある不動産会社の中
からご来店いただき誠にありがとうございます。 コロ
ナ対策もしっかり対応させておりますので、またお近
くを通られた際はお気軽にお立ち寄り下さいませ。 ス
タッフ一同お待ちしております。

2020年06
月

5 まさ 50代 男 来店 5.0
良かった:対応が丁寧でした 気になった:特にな
し

まさ様 この度はスーモアンケートにご協力いただきあ
りがとうございました。 今後ともお客様の対応につき
ましては、失礼のないよう心がけていきたいと思いま
す。 不動産の事で、ご不安な点などございましたら遠
慮なくご相談下さいませ。 またお会い出来るのを楽し
みにしております。

2020年06
月

6 ねーさん 30代 女 来店 4.6
良かった:分からないことなど質問しても返信も
早く信頼出来ると思いました 気になった:特に
なし

ねーさん様 この度はスーモアンケートにご協力いた
だきありがとうございます。 また、弊社に足を運んで
いただき誠にありがとうございます。 ご購入やご売却
の相談などございましたら今後ともこのご縁を大切に
し、遠慮なくご連絡下さいませ。 頂きました貴重なご
感想・ご意見は今後の運営の参考としスタッフ一同
精進して参ります。 お近くにいらした際は、いつでもお
気軽にお立ち寄り下さいませ。

2020年06
月

接客評価点：4.6



7 為 70代以上 男 来店 4.6 良かった:接し方が良かっ 気になった:なし

為様 アンケートのご回答、誠にありがとうございま
す！ お褒めのお言葉も頂きより一層お客様第一精神
を大事にしていきたいと改めて感じております。 今後
もより一層、お客様に満足していただけるサービスを
提供できるよう励んでまいります。 また、何かお困り
ごとや、ご相談等ございましたら、お気軽にご連絡く
ださいませ！ 今後ともどうぞ宜しくお願い致します。

2020年06
月

8 ノゾ 30代 男 来店 5.0

良かった:こちらの都合のいい時間に対応して
頂けて、返信などのレスポンスも早かった。不
明点に関して、納得できるまで回答してもらえ
た。 気になった:打ち合わせ時間に、少し遅れ
てこられることがあった。

ノゾ様 この度はスーモアンケートにご協力いただきあ
りがとうございました。 どのようなお仕事もお互いの
信頼関係が大事だと思っておりますので、ご指摘ご
ざいました点につきましては，これから気をつけて参
ります。 今後、頂きました貴重なご感想・ご意見は今
後の運営の参考としスタッフ一同精進して参ります。 
また何かお手伝い出来る事がございましたら、遠慮
なくご連絡下さいませ。

2020年06
月

9 ラッコ 50代 女 来店 5.0

良かった:アポもとらずに訪問しましたので、打
ち合わせ中でしたが、丁寧な対応と手短な説
明があり、信頼感が持てました。お会いするま
ではメールでのやり取りも誠意のあるものでし
た。上司の方も紹介され、それぞれの方が接
遇でも申し分なかったです。帰ってからの挨拶
のメールも届き、常識のある会社だと思いまし
た 気になった:ないです

ラッコ様 この度はスーモアンケートにご協力いただき
ありがとうございました。 また、弊社に足を運んでいた
だき誠にありがとうございます。お目にかかれたこと、
とても嬉しく思っております。 このご縁を大切にし、ご
不安な点やご不明な点などございましたら、遠慮なく
ご連絡下さいませ。 頂きました貴重なご感想・ご意見
は今後の運営の参考としスタッフ一同精進して参りま
す。

2020年06
月

10 りん 40代 女 成約 5.0

良かった:対応が速やかに言葉遣いもとても丁
寧です。親身になって、いろいろアドバイスして
いただきました、感謝します。 気になった:とて
も親切です、説明もわかりやすいです。

りん様 この度はアンケートに回答いただき、誠にあり
がとうございます。 またお褒めのお言葉、誠にありが
とうございます。 りん様が今後、快適にお過ごしが出
来ますようこのご縁を大切にしていきたいと思ってお
ります。 今後ともご要望やご質問にはより丁寧かつ
具体的にお答えできるよう、スタッフ一同努めてまい
りますので、 今後も気になる点がございましたら、お
気軽にお声がけくださいませ。

2020年06
月

11 くま 40代 男 成約 5.0
良かった:突然訪れましたが、丁寧な対応でし
た。 気になった:特になし

くま様 この度はご成約、誠にありがとうございます！ 
また、接客に関しまして、お褒めの言葉をいただきま
してありがとうございます。 今後もより一層、お客様に
満足していただけるサービスを提供できるよう励んで
まいります。 このご縁を大切にし、成約後も何かお困
りごとや、ご相談等ございましたら、お気軽にご連絡く
ださいませ！

2020年06
月

12 ヤッコ 40代 男 来店 5.0

良かった:相手の立場になって提案下さったり
安心して任せられる素晴らしい人間性に感動
感謝しておりますありがとうございました 気に
なった:ありません

ヤッコ様 スタッフ評価アンケートのご回答ありがとうご
ざいます！ お褒めのお言葉、大変嬉しい限りです。
今後ともお手伝い出来る限り対応させて頂きますの
でいつでもご来店下さいませ。 スタッフ一同、これか
らもお客様にご満足いただける接客ができるよう努
めて参ります。 今後ともよろしくお願い致します。

2020年05
月



13 オレンジ 30代 女 来店 5.0

良かった:接客が丁寧で印象がとても良かった
です。親身に話を聞いてくださり、的確にアド
バイス頂きました。次回また相談したいと思い
ました。 気になった:特にありませんでした。

オレンジ様 スタッフ評価アンケートのご回答ありがとう
ございます！ このご縁を大切にオレンジ様のサポー
トをさせて頂ければと思っております。 いつでもお気
軽にご来店頂き、ご相談くださいませ。 スタッフ一同、
これからもお客様にご満足いただける接客ができる
よう努めて参ります。 今後ともよろしくお願い致しま
す。

2020年05
月

14 けん 30代 男 成約 5.0
良かった:親身に対応して頂き感謝しておりま
す 気になった:ございません

けん様 スタッフ評価アンケートのご回答ありがとうご
ざいます！ 「感謝しております。」のお言葉、本当に嬉
しい限りです。 スタッフ一同、これからもお客様にご満
足いただける接客ができるよう努めて参ります。 今後
ともよろしくお願い致します。

2020年05
月

15 うみちゃん 50代 女 来店 5.0

良かった:最初にお会いした時から熱心な方だ
と思いました。この方に任せておけば大丈夫と
思いました。手続きに至るまで色々ありました
が、無事に終わりほっとしております。有難う
ございました！ 気になった:連絡は頻繁には無
く少しですが不安でした。

うみ様 この度はスーモアンケートにご協力いただきあ
りがとうございました。 また、数ある不動産会社の中
から弊社を選んでいただき誠にありがとうございま
す。 進行に伴い、ご指摘の連絡の対応にてご不安な
お気持ちにさせてしまいましたこと、この場をかりまし
てお詫び致します。 頂きました貴重なご感想・ご意見
は今後の運営の参考としスタッフ一同精進して参りま
す。

2020年05
月

16 OTK 30代 女 来店 4.1

良かった:ローン計画などわからない事も丁寧
に教えてもらえてよかった。話しやすい方だっ
たので楽しくお話ししながら内見できた。 気に
なった:特になし

OTK様 この度は、アンケートのご回答誠にありがとう
ございます！ 温かいお言葉頂戴し心より感謝申し上
げます。 OTK様にさらに満足頂けますよう、スタッフ一
同精進して参ります。 今後とも宜しくお願い致します。

2020年04
月

17 ラパイッチ 20代 男 成約 5.0
良かった:素人では分からない事も事細かく丁
寧に説明していただけたので、安心して頼め
ました。 気になった:特になし

ラパイッチ様 この度はご成約、誠にありがとうござい
ます！ 接客に関しまして、お褒めの言葉をいただきま
してありがとうございます。 今後もより一層、お客様に
満足していただけるサービスを提供できるよう励んで
まいります。 また、何かお困りごとや、ご相談等ござ
いましたら、お気軽にご連絡くださいませ！ 今後とも
どうぞ宜しくお願い致します。  

2020年04
月

18 fujipanda 40代 女 来店 4.3
良かった:親身になって相談にのってくれて安
心しました。 気になった:物件の説明に一生懸
命でこちらの話を聞き流すことがあった

fujipanda様 この度はアンケートに回答いただき、誠に
ありがとうございます。 当社では、初めて不動産をお
探しのお客様にもわかりやすく安心して頂ける接客を
心掛けております。 説明に熱くなり、お話を聞き流し
てしまったというご指摘、誠に申し訳ございませんで
した。 お客様の要望や質問により丁寧かつ具体的に
お答えできるよう、スタッフ一同努めてまいりますの
で、 今後も気になる点がございましたら、お気軽にお
声がけください。

2020年04
月

19 はるお 40代 女 来店 4.1
良かった:とても親しみやすく、楽しかったで
す。有り難うございました。また、宜しくお願い
致します。 気になった:ありません。

はるお様 アンケートのご回答、誠にありがとうござい
ます！ はるお様にご満足いただき、喜ばしい限りで
す。 今後もより一層、お客様に満足していただける
サービスを提供できるよう励んでまいります。 また、
何かお困りごとや、ご相談等ございましたら、お気軽
にご連絡くださいませ！ 今後ともどうぞ宜しくお願い
致します。

2020年04
月


