
営業サプリ
導⼊事例集

eラーニング×コーチング
オンライン型営業⼒強化プログラム

INDEX
導⼊企業様インタビュー
事例⼀覧
株式会社サプリご紹介

売り上げが上がる！メンバーが育つ！



導⼊企業様インタビュー



全社で「Jストリームの営業」に対する共通認識が⽣まれた。
短時間で営業のマインドを論理的に学び、実践的なスキル
を獲得できた。
オンラインで受講で時間的制約を排除。各⼈の進捗も可視
化できた。

株式会社Jストリーム様

業種 情報・通信

事業内容 動画配信プラットフォーム、CDN、動画・Webサイト企画制作

営業先 ⼀般企業

営業拠点 東京、⼤阪

従業員数 200〜499名

課題 ノウハウ・知⾒の共有、研修の効果の可視化、集合研修形式に
よる負担

受講コース 売れる営業養成講座ベーシックコース

受講対象 20代前半から30代後半まで18⼈

＜ご担当者様＞

左：上席執⾏役員営業本部⻑

⼭下徳夫様

中：営業本部カスタマーリレーション部⻑

兼マーケティング推進課⻑

⼩室賢⼀様

右：営業本部営業戦略部マネージャー

井出春良様

研修後1ヶ⽉で新⼈2⼈が初受注にこぎつけました

Jストリーム様インタビューの全⽂はこちらから

https://www.sapuri.co.jp/case/jstream

⼭下様
新⼈が「コミュニケーションには技術があることに気付いた」と⾔ってい
て、驚きました。対応パターンを事前に準備することで難しい局⾯も突破
⼝が⾒つかるという⽰唆を得て、「⾃分も整理しておこう」と思ったよう
です。どういうスキルを得れば、どんなことができるのか、成⻑の段階が
⾒えると確信をもって仕事に取り組むことができるでしょう。

⼩室様
研修でやったことや評価を社内で同僚に話す、という場⾯に何度か遭遇し
ました。話を聞いた⼈達も「⾃分も受けてみたい」と。また、３カ⽉とい
う期間があったので、実際に現場で使いながら定着していったのでは。研
修後1カ⽉で新⼈2⼈が初受注にこぎつけて、嬉しかったですね。

井出様
ある中堅が「⻑年やっているといつのまにか⾃⼰流になっていて、あらた
めて基本を振り返ることで抜けていた部分や忘れていたことを思い出した
」と⾔っていたのが印象的です。⾃分⾃⾝のスキルやマインドの⾒直しと
共に、後輩の指導にも役に⽴つと⾔っていました。

https://www.sapuri.co.jp/case/jstream


営業メンバーに考えるクセがついたことで、お客様との商
談前の事前準備をしっかりと⾏うようになり、商談化が促
進された。
中堅・ベテランメンバーの知識や営業ノウハウを洗い出す
ことができ、⾃社流の“営業の型”が構築できた。

三井不動産リアルティ株式会社様

業種 不動産

事業内容 事業法⼈・投資家に対する不動産の仲介・コンサルティング

営業先 ⼀般企業・投資家

営業拠点 東京、名古屋、⼤阪、他

従業員数 500名以上

課題 新⼈・若⼿営業の教育、ノウハウ・知⾒の共有, 営業の型の構
築

受講コース 売れる営業養成講座基礎コース（現：ベーシックコース）

受講対象 若⼿19名

＜ご担当者様＞

左：ソリューション事業本部事業推進部⻑

吉⽥裕様

右：ソリューション事業本部事業推進部

事業推進グループグループ⻑

⼭本将之様

社内の「営業の型」を構築でき、今後に期待が持てます

三井不動産リアルティ株式会社様
インタビューの全⽂はこちらから
https://www.sapuri.co.jp/case/mfrealty

吉⽥様
私はお客様とお会いするのは「試合」だと思っているんです。事前にいか
に段取りをして、臨めるか。このサイクルこそが⼤事。研修を通じて、メ
ンバー⾃⾝がその⼤事さを実感できたのではないかと感じています。
また、中堅・ベテランメンバーのフィードバックコメントには私⾃⾝も頷
かせられるものが多くありましたね。⼿前味噌ではありますが、将来に期
待が持てるなと感じました。受講した若⼿メンバーは勿論ながら、フィー
ドバックをした中堅・ベテランメンバーこそ、学びが多かったのではない
かと思っています。

⼭本様
研修と⾔うとどうしても閉じられていてその場限り、というイメージでし
たが、営業サプリでは、私達も常に、いま誰がどんなスキルを学んでいて、
どんなお客様にどんな提案をしようとしているのかがわかるので、⾮常に
有り難かったですね。
また、ロールプレイングの演習などでは特に、⾃分⾃⾝の思う⾃分と、他
者から⾒た⾃分のギャップが明確になるので、⾃⾝の強み・弱みの理解に
役⽴ったと感じています。

https://www.sapuri.co.jp/case/mfrealty


全体の営業レベルの底上げができた

若⼿営業には営業の型を持たせた上で、やっていることを
「ちゃんと⾒て」「状況に応じてすぐにフィードバックす
る」ことがどれだけ⼤切なのか、社内の中で共有された

株式会社マーケティングデザイン様

業種 広告

事業内容 スポーツクラブ・教習所など店舗集客に特化した広告代理店/
紹介キャンペーンアプリ「クチコプレミアム」の販売

営業先 スポーツクラブ、⾃動⾞教習所

営業拠点 東京、名古屋、福岡

従業員数 50名未満

課題 新⼈・若⼿営業の教育、ノウハウ・知⾒の共有

受講コース 売れる営業養成講座基礎コース（現：ベーシックコース）

受講対象 インサイドセールス3名

＜ご担当者様＞

右：代表取締役 廣⾒剛利様

左：最⾼マーケティング責任者 CMO

三宅毅様

営業の質が上がり、教える側の意識も⾼まりました

株式会社マーケティングデザイン様
インタビューの全⽂はこちらから
h6ps://www.sapuri.co.jp/case/goodsalespromo9on

廣⾒様
中⼩企業には⾮常にマッチすると思います。やはり中⼩企業では教育専任
のような⼈材はなかなか⽤意できないですし、営業部⻑もプレイングのこ
とが多いですから、営業の育成には悩んでいてもなかなか⼿が回らない、
みたいなところもあるかと思います。
営業サプリのように、型があって、WEB上でいつでもどこでもできて、か
つ受講者それぞれの具体的な商談についてアドバイス貰えるというのは、
預ける側からすると「⼀緒に育ててもらえる」感があって本当に有り難い
ですね。

三宅様
やっぱり、彼らのトークを聞いていても、グンとレベルが⾼まったと思い
ますね。社内の⼈間だけでなく、社外の⼈間（サプリコーチ）にも「⾒ら
れている／聞かれている」と思うと、準備にせよコールにせよ、ひとつひ
とつの動作の質が⾼まると⾔うか。本⼈たちにも刺激的だったんだろうと
思います。
今回、受講させてみて、若⼿営業にはある程度の営業の型を持たせてやっ
て、その上でやっていることを「ちゃんと⾒て」「状況に応じてすぐに
フィードバックする」ことがどれだけ⼤切なのかを痛感しました。

https://www.sapuri.co.jp/case/goodsalespromotion


若⼿営業の知識レベルアップと平準化を実現できた
職場コーチ制度のおかげで、職場コーチをした先輩社員が
改めて知識を⾒直す機会になった
組織の活性化と成⻑をさらに促すことができた

フジッコ株式会社様

業種 ⾷料品メーカー

事業内容 惣菜製品・昆布製品・⾖製品などの⾷品の製造販売

営業先 ⼩売、卸、⼀般企業

営業拠点 兵庫、東京をはじめとする全国23拠点

従業員数 500名以上

課題 新⼈・若⼿営業の教育、営業スキルの属⼈化, 営業現場の活性
化、新しい研修様式の検討

受講コース 売れる営業養成講座基礎コース（現：ベーシックコース）

受講対象 営業経験1年⽬〜2年⽬の営業若⼿社員約30名

＜ご担当者様＞

営業本部 研修ご担当 伊藤良⼀様

職場コーチ制度によって、組織の活性化と成⻑を促すことができました

フジッコ株式会社様
インタビューの全⽂はこちらから
https://www.sapuri.co.jp/case/fujicco

伊藤様
受講者は研修で学んだことが実践に活かせたことで研修の効果を体感でき
たこと、職場コーチは受講者の成⻑を感じられただけでなく、⾃らの成⻑
を振り返るきっかけになっていたことがわかり、それ⾃体も研修の成果と
感じています。
そして、私は今回の研修の最も⼤事な成果は、組織全体でこれに取り組め
たということにあると思います。これはこれまでの座学の研修ではなかっ
たことだと感じています。
⼀つはオンライン研修という仕組みにより、所属⻑はもちろん組織全体で
メンバーの研修の状況を把握することができました。そして、もう⼀つは
職場コーチ制度です。職場で受講⽣と職場コーチが話し合いやロープレを
している姿を所属⻑はもちろん周囲にいる職場の全員が⽬にしていたと思
います。それによって若⼿の成⻑を組織全体で⾒守るという弊社の元々の
社⾵とマッチした形で研修を進めることができたと感じています。受講者
にとっても、周囲の関⼼が⾃分に向いていることを感じられたことで主体
的に取り組むことができたのではと思います。

https://www.sapuri.co.jp/case/fujicco


受講者各⼈の性格やスキルに合わせたアドバイスにより、
指導⽅法を客観的に振り返り、今の時代に合わせた新たな
育成スキルを⾝につけることができた。
職場コミュニケーションだけでなく、お客様とのコミュニ
ケーションの質を向上させることに繋がった。
「事業の成⻑」や「メンバー育成」に対する意識が⾼まり、
リーダーのポジションを任せられる⼈材へと成⻑した。

佐川急便株式会社様＜SGホールディングスグループ＞

業種 陸運業

事業内容 宅配便など各種輸送にかかわる事業

従業員数 58,527名（2021年3⽉末時点）

課題 指導者⼈材の育成強化

受講コース 部下育成スキルアップコース

受講対象 課⻑1名 係⻑20名

＜ご担当者様＞

左：営業開発部部⻑

吉⽥誠明様

右：営業開発部営業開発課係⻑

星野聡様

⼀⼈ひとりに合わせた指導で、育成スキルを⼿に⼊れることができました

佐川急便株式会社様
インタビューの全⽂はこちらから
https://www.sapuri.co.jp/case/sagawaexp

営業サプリの研修を受けた受講者がチームの牽引役となるリーダーという
⽴ち位置につくことができました。もともと持っていたポテンシャルもあ
るのですが、営業サプリは彼らにとってプラスアルファの糧となり、リー
ダーに選出されるまでに成⻑するためのモチベーション・アップに繋がっ
ていたのだと思います。

彼らが、これまで私たちが課題と感じていたスキルを含め、様々なメン
バーに対応する指導⽅法を⾝につけることができたということを感じてい
ます。受講後に皆の意⾒を聞くと、⼀番多かったのが、⾃分の指導⽅法を
⾒直すことができたということでした。実践形式のプログラムや個別指導
で、サプリコーチのアドバイス⼀つ⼀つを理解しながら研修を進められた
ことが成⻑効果として⼤きかったのではないかと実感しています。

次に、思考のバランスが⾮常に良くなったなと感じております。⼀⽅通⾏
になりがちだったコミュニケーションが、相⼿から⾒た時にどう⾒られて
いるか、これは部下―上司のコミュニケーションだけではなくて、⽇頃の
営業活動を⾒ていても感じますね。

https://www.sapuri.co.jp/case/sagawaexp


若⼿のメンバーが漠然と抱えていた不安や課題感を解消し、
⾃信や成⻑に繋げることができた。
マネージャーが若⼿メンバーのコーチ役と育成スキル研修
の受講を同時に実施したことで、知識の補完と研修内容の
実践機会を提供でき、育成スキルを確実に修得できた。
組織内に統⼀された営業の仕事の共通概念を持つことがで
き、コミュニケーション機会も増えたことで、組織全体の
チーム⼒を作る⼟壌ができた。

株式会社ビーワークス様

業種 デザイン業

事業内容 出版サービス事業、広告・販促事業、Web制作事業、ゲーム開
発事業

従業員数 209名（2021年7⽉1⽇時点）

課題 新⼈・若⼿営業の教育、マネージャーの育成⼒強化

受講コース 売れる営業養成講座基礎コース（現：ベーシックコース）、
部下育成スキルアップコース

受講対象 若⼿営業4名、営業マネージャー4名

＜ご担当者様＞

取締役 稲垣正信様

若⼿のスキルアップ・上司側の育成⼒アップを両⽴し、
組織の⼀体感が⾼まりました

株式会社ビーワークス様
インタビューの全⽂はこちらから
https://www.sapuri.co.jp/case/beeworks

営業サプリを導⼊して良かったなと感じることは、オブザーバーとして組
織の上位層が、研修プログラムの過程を全て閲覧することができたことで
す。サプリコーチの⽅が⼤変きめ細やかに対応してくださったこともあり、
⽇頃、マネージャーやメンバーがどのような悩みや課題を抱えているのか
ということを具体的に知ることができました。
⽇頃なかなか知ることのできない現場の状況を具体的に知ることができる
というのは、⾮常にありがたいツールだと思いますね。

また、今回、営業の仕事を体系的に学ばせていただいたことで、⼀般的な
営業スキームというものを知ることができました。弊社は制作会社であり、
⾃社の営業体制をどこかと⽐較してみたいと思っても、中々難しい状況で
した。ですが、今回⼀般的な営業スキームと⾃社の営業スキームを⽐較す
ることができ、⾃社業界の特有の動きが何であるのか、また、取り⼊れる
ことで改善できる点などを知る機会になりました。

https://www.sapuri.co.jp/case/beeworks
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事例⼀覧

会社名 株式会社ネクスウェイ様

受講コース ベーシックコース

事業内容 ネットワークサービス、情報サービス提供

営業所在地 東京

営業先 ⼀般企業

従業員数 300名

背景・課題

l 営業配属の新⼈を早期に戦⼒化したい。
l これまでは、⼈事主導の導⼊研修1ヶ⽉の後に、
現場に配属となるが、現場にもOJTの型はなく、
属⼈的になっていた。

l 上司・先輩によるOJTの標準化をはかりたい。

会社名 株式会社ユウクリ様

受講コース 基礎Ⅰコース（現：ベーシックコース）

事業内容 クリエーター・デザイナーの⼈材派遣、⼈材紹介

営業所在地 東京

営業先 ⼀般企業

従業員数 58名

背景・課題

l 営業⼒強化の取り組みが現場任せになっていたた
めメンバーの成⻑に差がでてしまっている。

l 若⼿のメンバーが多いので、営業の基礎スキルを
じっくり学べる研修を探していた。

l 特に、お客様の「⼈材ニーズの背景」を、しっか
りヒアリング出来るようになってもらいたい。

⼈材サービス情報・通信



事例⼀覧

会社名 株式会社NTTデータCCS

受講コース 基礎Ⅰコース（現：ベーシックコース）

事業内容 情報システム開発・運⽤・ソリューションの提供

営業所在地 東京、北海道、⼤阪、岡⼭

営業先 ⼀般企業

従業員数 700名

背景・課題

l 属⼈的な営業の伝承が中⼼で、体系的に営業を
学ぶ環境が不⾜している。

l お客様によって、営業パーソンの業務内容が様々
であり、求められるスキルが⼀律ではなく、全て
の営業職社員にマッチする研修プログラムが⾒
つからない。

l 外部の集合研修では、⼀時的な学びとして終わ
るケースが多く、実践で使えるスキルとしては、
⾝に着きづらい。

受講コース 部下育成スキルアップコース

事業内容 クリエーター・デザイナーの⼈材派遣、⼈材紹介

営業所在地 東京近郊

営業先 ⼀般企業

従業員数 100名

背景・課題

l 保育園には園⻑、主任、保育⼠というマネジメン
トラインがある。

l ⼈間関係をうまく保ちつつ理念に沿った活動をし
てもらうためには、園⻑の働きかけが極めて重要。

l ビジネスと教育では違いもあるが、むしろビジネ
ス感覚を持たせたい。

社会福祉法⼈IT
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受講コース 基礎Ⅰ／基礎Ⅱコース（現：ベーシックコース）

事業内容 ⼤学向け各種サービス(学⽣のキャリア⽀援、学⽣
募集⽀援、教職員向け研修)

営業所在地 東京、岡⼭

営業先 主に教育期間

従業員数 31名

背景・課題

l これまで系統⽴てた営業教育を⾏ってこなかった
ので、この機会に実施したい。

l 若⼿には営業の基礎を学ばせたい。
l 中堅にはこれまで⾃⼰流でやってきたことを⾒直
させたい。

受講コース 基礎Ⅱコース（現：ベーシックコース）

事業内容 美容室専⾨の求⼈媒体運営

営業所在地 東京、名古屋、⼤阪
営業先 美容サロン

従業員数 150名

背景・課題

l 営業のヒアリングや切り返しトークに課題感が
あった。

l 優しいタイプが多く、クロージングなどに苦⼿意
識が⾼い。

l 離職率にも課題を感じており、⼀⼈ひとりをきち
んと教育・育成して⼀⼈前になってほしい気持ち
があった

l 近年は社内講師での研修は実施していたが、社外
の研修は実施していなかった為、オンライン研修
だけでなくリアルの研修も実施したい。

⼈材サービス S社様教育



事例⼀覧

受講コース 基礎Ⅱコース（現：ベーシックコース）

事業内容 BPO(ビジネスプロセスアウトソーシング)、デジタ
ルマーケティング

営業所在地 東京、名古屋、⻘森、沖縄、⽯巻
営業先 ⼀般企業

従業員数 1,700名

背景・課題

l 営業パーソンによって⼒量に差があるので、営業
スキルの平準化を図りたい。

l 育成を担当する中堅メンバーの育成スキルにもか
なりばらつきがあるので、そこも⼒量や教える
ポイントのレベルを合わせていきたい。

l 業務の特性上、お客様に出向いている時間が⾮常
に⻑く、メンバーを集めて⼀括で研修を実施する
のが⾮常に難しい。

受講コース 基礎Ⅰコース（現：ベーシックコース）

事業内容 宿泊施設向けの予約通知データサービス、宿泊施設
の統合管理サービス

営業所在地 本社東京
営業先 宿泊施設

従業員数 100名

背景・課題

l 競合との競争環境が厳しくなる中、営業パーソン
の営業基礎スキルの強化は全社の喫緊の課題であ
る。

l 営業活動エリアが全国に及ぶため、メンバーが集
まれるタイミングは多くて週1⽇しかない。その
ような状況の中、メンバー個々⼈がオンラインを
通じて「いつでも、どこでも学べる」プログラ
ムは⾮常に魅⼒的

l 営業パーソン同様、営業リーダーの営業スキルや
コーチングスキルも⼤きな課題がある。まずリー
ダークラスに営業基礎スキルを習得させ、彼らの
アドバイス⼒も強化してゆきたい。

ITサービス



事例⼀覧

受講コース 基礎Ⅰコース（現：ベーシックコース）

事業内容 法⼈企業や⼀般消費者への引越輸送サービス

営業所在地 本社東京
営業先 ⼀般企業

従業員数 450名

背景・課題

l ビジネススキル研修は本社機能⼀括で実施してい
るが、営業⼒強化の研修や施策は少なく、また、
体系的なものはない。

l 営業⼒強化の取り組みは、各⽀店や部署でのOJT 
にほぼ限られており、指導側の⼒量で、成⻑にか
なりばらつきが出てしまっている。

l 「先輩社員による後輩の育成」が全社⽅針として
掲げられている中で、先輩がアドバイスを⾏うプ
ログラムは⾮常にニーズマッチだった。

受講コース 基礎Ⅰコース（現：ベーシックコース）

事業内容 ITコンサルテーション、システムインテグレーショ
ン、ITサービス、アプリケーション開発

営業所在地 本社東京
営業先 ⼀般企業

従業員数 2,300名

背景・課題

l OJTが中⼼で教育内容が教育者間で共有されてい
ない。

l 営業業務が多忙でまとまった学習時間が確保でき
ず、外部の研修に参加が難しい。

l 営業サプリを選んだ理由は3つ。上司、先輩との
OJTのツールとして利⽤でき、OJTの内容が⾒え
る化されることです。内容がわかりやすく、す
ぐに実践できることです。オンラインで短い時間
で受講ができること。

l 今後は営業サプリを利⽤し、「外部、内部の営業
ノウハウを融合し新たな営業スタイル」を確⽴し
ていきたい。

IT運輸



営業サプリご紹介



営業サプリとは？

様々なバックグラウンドを持ったコーチ陣から、御社にぴったりのコーチをアサインします

®
伴⾛型オンライン研修

リクルート出⾝者を中⼼とする
豊富なコーチ陣が、

オンラインでティーチング&コーチングを⾏う
伴⾛型の営業⼒強化プログラムです。

顧客の課題を
把握するスキル

詳細なヒアリング
をするスキル

次の商談機会を
作り出すスキル

…and more

ラーニング
システム 個別指導

体系化された
コンテンツ



営業サプリとは？

◎△効果が⼀過性 効果を維持・継続させる

リクルート役員も務めた代表の酒井の

「営業パーソンの成⻑を真に⽀援し、豊かな営業ライフを送ってほしい」という思いから、

従来の営業研修に感じてきた課題を解消した研修を作り出しました

◎
◎△

△⾮⽇常（現場から離れている） 現場と密着・連動させる

理屈を教える 理屈だけでなく
実践させる



課題

営業の教育、何かやらなければならないのだが、本部も現
場も忙しい中、あまり⼿間をかけたくない。

❶営業の、いろはの習得

課題

営業経験の無い若⼿に、営業の基本を学ばせたいが、現場
でのOJTに任せっぱなしで、教育らしい教育をしてこなかっ
た。

営業の基礎を、

体系⽴てて教えられていない

すべてオンラインだから講師
や場所の⼿配が必要なし。最
短1週間で研修を始められます。

売れる営業パーソンにインタ
ビューを重ねて体系化した法⼈
営業の原理原則を学びながら、
具体的なお客様を選定いただき、
コーチが個別指導します。

体系⽴てた営業スキルを、オンライン

でコーチが個別指導

すべてオンラインだから

講師や場所の⼿配が必要なし

オンラインコーチ で解決！ オンライン研修 で解決！

営業サプリでできること

何かしらの営業教育が必要だ

でも何をすれば良いのか…



課題

営業としてやるべき事の共通認識、共通⾔語が持ててい
ない。

ベテランから若⼿へ、

営業ノウハウが伝授できない

❷営業ノウハウの体系化

課題

営業ノウハウが属⼈化しているため、異動や退職で業績
への影響が出る。できる⼈とできない⼈の差が⼤きい。

営業スタイルが属⼈化し、

営業格差が開く⼀⽅…

みんなで勝ちパターンコース で解決！ 職場コーチ制度 で解決！

売れる営業養成講座ベーシック
コースでは、現場の上司先輩が
コーチ役として教育に参加する
ことで、活きたノウハウが伝わ
ります。

職場コーチ制度(オンラインOJT)で、

⾃然にノウハウ伝授ができる

みんなで勝ちパターンコースで
は、貴社独⾃の営業のノウハウ
を可視化でき、さらに伝授の仕
⽅も⾝につきます。

⾃社の営業ノウハウを、

勝ちパターンとして⾒える化できる

営業サプリでできること



課題

メンバーの成⻑意欲も低いし、育てる側が育て⽅・教え
⽅が分かっていない。

⼈が成⻑しない、

育てる側も育て⽅がわからない

❸営業⼈材の育成

課題

営業のマネジメントとは何をすべきなのか、が把握でき
ていない。

営業マネージャーの

マネジメント⼒が弱い

営業マネジメントコース で解決！ 階層に応じたコース で解決！

戦略・戦術の⽴案、⽬標マネジメ
ント、プロセスマネジメントなど、
営業だからこそ必要なスキルを習
得することができます。

若⼿層、中堅層それぞれに合わせた

多様なコースで営業組織全体を強化

メンバーには営業スキルを、マ
ネージャーには部下育成スキルを、
営業サプリなら同時に実現できま
す。

業績を上げるための営業マネジメント

の全体像を具体例を元に徹底指導

営業サプリでできること



営業サプリコース紹介

独り⽴ち 成果を出す メンバー指導 チームづくり
マネジメント

営業若⼿ 営業中堅 リーダー マネジメント

テーマ

対象者

全5コース

ベーシックコース（12単元）
l 営業とは
l 会社紹介
l 商品説明
l お客様を知る

l 商談の進め⽅
l 提案書づくり
l クロージング
l アフターフォロー

アドバンスドコース（開発中）
部下育成スキルアップコース

l 教えるスキル
l 問いかけるスキル
l フィードバックスキル

l 聴くスキル
l 考えさせるスキル … etc

営業マネジメントコース
l 営業戦略と営業戦術の⽴て⽅
l 営業プロセスマネジメントと⽬標マネジメント
l 営業会議・営業同⾏・メンバーへの個別指導の⽅法
l 強い営業組織の作り⽅ … etc

みんなで勝ちパターンコース l 成約に⾄る営業シナリオの作り⽅
l 勝ちパターン営業が実践できるしくみとしかけ

若⼿からマネジメント層まで
それぞれに対応したコースを揃えています



ご不明点・お打ち合わせはお気軽にお問い合わせください。

また、デモ画⾯で実際の受講イメージをご覧いただけます。
ぜひお申し込みください。

オンライン研修「営業サプリ」の各コースのテキ
スト、講義動画の⼀部、演習問題を閲覧いただく
ことができます。

無料デモ画⾯ 閲覧お申し込みお問い合わせ

ご不明点やお打ち合わせのご希望はこちらからお
気軽にお問い合わせください。
営業サプリと他の研修⽅式との⽐較表など、ご検
討の参考になる資料もご⽤意しております。

https://www.sapuri.co.jp/contact/trialhttps://www.sapuri.co.jp/contact/contact

お問い合わせ・デモのご紹介

こちらから直接オンラインミーティングの
ご予約も可能です。

https://www.sapuri.co.jp/contact/trial
https://www.sapuri.co.jp/contact/contact
https://meetings.hubspot.com/kakiuchi


会社名

本社所在地

代表者

設⽴

資本⾦

事業内容

株式会社サプリ

〒100-0005
東京都千代⽥区丸の内2-2-1 岸本ビルヂング6F

酒井雅弘

2017年8⽉

9,000,000円

オンライン研修「営業サプリ」の開発・運営
マネジメント研修/チームづくり研修の開発・運営

すべての営業に良質な営業教育を

1978年株式会社⽇本リクルート
センター (現リクルートホール
ディングス)に就職。数多くの事業
責任者を務める。1995年取締役
就任。2006年退任し、現在株式
会社サプリ代表取締役社⻑。2021
年CTI認定プロフェッショナル・
コーアクティブ・コーチ
（CPCC）を取得しコーチング活
動を開始
https://coach-masa.love/

代表酒井雅弘プロフィール

私達は、営業⼒強化の専⾨集団です。
オンライン型営業⼒強化プログラム「営業サプリ」を提供しています。

会社概要

会社概要

https://coach-masa.love/

