
第１回  King of Threee 結果報告

全国No.1 販売店決定戦

エリア会 対 抗 戦

受賞枠 30（エントリー1080社）のうち、
エコアグループから12社 が入賞 !!

全国 8エリア中、エコア連合会（九州）は惜しくも4 位!!

※ 2020 年 2月21日（金）開催予定だった「第１回 King of Threee 表彰式」は、新型コロ※ 2020 年 2月21日（金）開催予定だった「第１回 King of Threee 表彰式」は、新型コロ
ナウイルス感染症の拡大と皆様の健康 ･ 安全を最優先と考慮し、中止となりました。ナウイルス感染症の拡大と皆様の健康 ･ 安全を最優先と考慮し、中止となりました。

競技内容や開催期間など、前回までの「ドリームマッチキャンペー競技内容や開催期間など、前回までの「ドリームマッチキャンペー
ン」から大きく様変わりした初の３社共催キャンペーン『King of ン」から大きく様変わりした初の３社共催キャンペーン『King of 
Threee』の令和初・初代王者が決定しました。今回はエコア通信誌面Threee』の令和初・初代王者が決定しました。今回はエコア通信誌面
にて、結果発表と入賞したご販売店様のコメントをお届けいたします。にて、結果発表と入賞したご販売店様のコメントをお届けいたします。

前年伸び率前年伸び率 107.46107.46％キープの健闘％キープの健闘
前回の実績比を基準とした伸び率で前回の実績比を基準とした伸び率で
競うため、基準値が高いエコアグ競うため、基準値が高いエコアグ
ループには不利な戦いとなりましループには不利な戦いとなりまし
た。しかし、前回実績をしっかり上た。しかし、前回実績をしっかり上
回る伸び率 107% を達成し、総合順回る伸び率 107% を達成し、総合順
位４位につけました。位４位につけました。

順位順位 エリアエリア 伸び率（％）伸び率（％） 伸びポイント伸びポイント

1 関東 116.27 699

2 中部 120.34 549

3 関西 121.64 416

44 九州九州 107.64107.64 856856

5 北海道 113.74 236

6 東北 107.49 235

7 西日本 109.87 179

8 四国 113.40 71

位 位 位 位 位エコマザー株式会社 代表取締役

濱﨑 輝彦 様

GREEN GROUP

2年連続入賞と、前回目標に掲げていた上位入
賞を果たすことができ、とてもうれしく思います。
日頃の営業活動においては、キャンペーン対象
商品を積極的に販売してまいりました。社員一
丸となり、目標に向
けて販売活動に取り
組んできたことが結
果に結びついたと感
じております。
今後もお客様のニー
ズに応えて、新たな需
要を生み出せるよう
邁進していきたいと
思っております。

位 位 位 位 位株式会社ヒラオカ 営業課長

渡部  真人 様

YELLOW GROUP

令和元年度のキャンペーンで優勝という素晴ら
しい賞を受賞することができました。昨年の表
彰式でのコメントの際、次年度も必ず優勝する
と皆様の前で宣言し、有言実行となったことを
非常にうれしく思う
とともに、YELLOW 
GROUPで3連覇を
果たせたことに大変
満足しております。
今後の営業活動で
も、お客様のニーズ
を的確に捉え選ばれ
続ける販売店になり
たいと思います。

位 株式会社奥村商会 取締役

奥村 幸大 様

ORANGE GROUP

初開催の「King of Threee」にて入賞することが
できたのは、エコア様・メーカー様の献身的なサ
ポートによるところが大きいと感じています。
昨今では、ガス業界への風当たりが強く、悔しい
思いをする場面も多
くあります。このよう
な中で、日々取り組ん
できたことを評価して
いただける機会を得
られ、大変うれしく感
じています。今後とも
お力添えの程、何卒
よろしくお願いいたし
ます。

位 位 位 位 位有限会社フカヤ 代表取締役

深谷 誓志 様

BLUE GROUP

令和元年度のキャンペーンで上位入賞を果たす
ことができ、大変うれしく思ってります。試行錯
誤を重ねながら様々な施策で販売活動を行った
結果が、この様な形に結びついたのではないか
と感じております。
次回キャンペーンでも
高い目標を掲げ、機
器販売・燃転を中心
に取組みを行い、必
ず上位に入賞すると
いう熱い思いをもって
キャンペーンをスター
トさせたいと思ってお
ります！

位 位 位 位 位株式会社古屋産業 代表取締役社長

岩永 良成 様

BLUE GROUP

前々回に続き1位を取ることができ、大変うれしく
思っています。これも日頃、社員一丸となって取り
組んだ商品知識・燃転提案（シミュレーション）
の勉強会等の結果、自信をもってお客様に提案す
ることができたからだ
と思っています。
次回も1位という目標
を掲げ、常にお客様
の立場に立って提案
営業を行い、お客様
から信頼される販売
店になれるように頑
張っていきたいと思い
ます。

位 位 位 位 位有限会社小森商会 代表取締役社長

小森 一平 様

BLUE GROUP

今回もキャンペーンにて入賞できうれしく思いま
す。また、日頃よりご協力くださっている皆様に感
謝したいと思います。今年度はガス数量確保の
為、新規獲得・既存顧客先への燃転提案に力を
入れてキャンペーンに
取り組みました。今回
の入賞も社員一丸と
なって挑んだ成果だ
と実感しております。
「提案する」ことを意
識して、来年度のキャ
ンペーンにおいても
上位を目指して取り
組みます。

位 位 位 位 位永光ガス株式会社 代表取締役社長

鹿嶋 信幸 様

ORANGE GROUP

この度、ORANGE GROUPで優勝できたことを
大変光栄に思っております。今年度は燃転事業
をメインに、お客様にとって最適な商品をご提案
できるよう、社員一丸となり営業活動を行ってま
いりました。
業界として厳しい風
が吹く中、お客様か
ら求められ信頼され
る販売店を目指し、
今後も努力を惜しま
ず邁進します。来期
も上位 入賞を目標
に、社員一同頑張っ
てまいります。

位 位 位 位 位有限会社オキエネ 代表取締役

末吉 健 様

YELLOW GROUP

2019年度に引き続き入賞し、さらに今回は順位
を一つ上げることができ、非常にうれしく思いま
す。これは社員一人ひとりの日々の営業活動の積
み重ね、エコアグループ全体で定期的に実施して
いる実践研修の成果
だと感じております。
これからもお客様に
対してより良い提案が
できるよう努力してま
いります。そして、来
年こそは念願の1位を
獲得できるよう、社員
一丸となり頑張ってい
きます。

位 位 位 位 位株式会社タイプロ 代表取締役

野口 佳孝 様

RED GROUP

この度の入賞は、大変うれしく身に余る光栄でござ
います。弊社が属する熊本エコア会では毎年機器
増販キャンペーンの中で会員各社全ての営業社員
による販売コンテストが７カ月間展開されます。
今期は社内会議のリー
ダーに２名の若手社
員を加えました。２人
の成長で社内全体が
盛り上がり、入賞につ
ながったのだと思い
ます。次年度も熊本
エコア会で社員の活
躍をバックアップして
いきたいと思います。

位 位 位 位 位株式会社ソノダ 代表取締役社長

園田 昌德 様

ORANGE GROUP

2019年度は、３年連続入賞を目指すため、社員
一丸となって燃転を中心とした営業活動とエコ
アクラブに積極的に参加し、社員のレベルアップ
を図りました。その結果、ORANGE GROUP３
位に入賞することが
でき、大変うれしく感
じております。
次回2020年度の全
国No.1販売店決定戦
では、GROUP優勝で
きるよう、さらなる努
力を重ねてまいりま
す。今回は誠にありが
とうございました。

位 位 位 位 位 株式会社新光  代表取締役

中野 英三 様

YELLOW GROUP

今回、「King of Threee」にて初入賞することが
できました。その中で、全国のガス事業者の皆様
が、本キャンペーンの入賞を目標に、さまざまな
努力をされていることを知りました。
当社においても、より
一層社員一丸となっ
て努力し、今回は、
YELLOW GROUP５
位での入賞となりまし
たが、来期は一つで
も順位を上げて入賞
することを目指してま
いります。本当にあり
がとうございました。

位 位 位 位 位 府内プロパン株式会社 代表取締役社長

石川 博文 様

RED GROUP

第１回「King of Threee」RED GROUPにて入賞
を果たすことができ、喜ばしく思います。今年度
は、燃転はもちろんですが、燃焼機器の販売に
も力を入れ営業展開を行いました。今回入賞す
ることができたのは、
社員一人一人が高い
目標を持ち、日々努
力を積み重ねた賜物
だと思います。
今回の入賞を励みに
さらに邁進し、さらな
る高みを目指して上
位入賞できるよう、取
り組んでまいります。


