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営業現場のメンバーの愚痴を聞くと、「ウチの会社には、営業戦略がないんですよ…」という言葉が
よく出てくる。営業リーダーの皆さんも、メンバーからの同じような問いかけに、ちょっと困ったこ
とはないだろうか。
今回は、営業戦略を現場の営業活動に反映させる際のポイントについてお伝えしたい。

イラスト/室木おすし

営業戦略とは？立て方から現場に
反映させるまでのポイント

1

営業戦略とは？なぜ営業に戦略が必要なのか？

企業の戦略には、いろんなものがある。経営戦略、事業戦略、製品戦略、人事戦略などなど…。
その中で「営業戦略」を簡潔に言うと、
「何を（商品・サービス）」「どこに（対象顧客）」「どのように売るか（売り方の要点）」を表したも
のだ。

「どのように売るか」の部分には、以下の 2つの意味が込められている。

　　・自社の商品やサービスのこんな機能特徴を活かして、こんな顧客ニーズを満たせ！
　　・自社の商品やサービスのこんな機能特徴を活かして、このように競合と差別化せよ！

「ウチの会社には、営業戦略がないんですよ…」と営業メンバーが愚痴をこぼすのは、

       1 ）どこに営業したらいいのか？
       2 ）お客様はどんなニーズを持っていて、商品のどんな部分をアピールすると売れるのか？
       3 ）競合商品と、どのように戦い、差別化すればいいのか？



現場の営業メンバーを預かる営業リーダーが営業戦略を立てる場合、一番重要なのは「売りに行くべ
き対象顧客＝ターゲット顧客」をメンバーに明確に示すことだ。
理由は 3つある。

理由 1：ターゲティング精度の差が、業績に最も影響を与えるから

売れないメンバーの傾向として、売れないところ、もしくは売れても少ない売り上げにしかならな
いところにパワーを割いていることが多い。これでは、いくら商品説明が上手くても、コミュニケ
ーションスキルが高くても業績は上がらないのだ。
まずは、正しい売り先を明示することが、低迷する営業メンバーの底上げには最も有効だ。

理由 2：ターゲット顧客が明確になると、自ずと「売り方の要点」は
            見えてくるから

目指す姿の実現に向けて、営業の「勝ちパターン」を営業チーム内で共有し、磨いていく。
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この 3つが曖昧になっているからだ。逆に、この 3つが明確であれば、効率的で効果的な営業がで
きるのだ。

戦略とは、戦（いくさ）を省略すると書く。つまり無駄な戦いをして、貴重な営業資源を消耗しない
ために、営業戦略を明確にすることは非常に重要なのだ。

 営業戦略で最も重要なのは、ターゲティングだ！

理由 3：会社が示す方針で一番曖昧になっているのが、ターゲット
            顧客の部分だから

経営層も大きな戦略や方針を示しているはずだ。ただ、その表現としては抽象的な場合が多い。
例えば、「大手企業を中心に、リプレイス営業を強化することで、シェアアップを図る」という会
社の方針をそのまま伝えても、「大手企業って、どこ？」という疑問が営業メンバーからはでてく
る。
「競合製品×××を導入している、東京か大阪に本社があって、営業拠点が 10ヵ所以上ある会社
が最優先だ」「例えば、この前受注した○○会社のような企業だよ」と言えば、イメージがわいて
くるはずだ。
このように、優秀な営業リーダーは、会社が示す方針を、現場の営業メンバーが行動に移せるレベ
ルまで翻訳して伝えている。

経営層が立てた戦略や方針を解釈して、営業現場に接続することが、営業リーダーの需要な役割な
のだ。



営業戦略や営業戦術と聞くと、なんとなく難しそうだが、好業績を維持しているハイパフォーマー営
業は無意識に行っている。ただ営業リーダーには、そのデキル人の考え方、着眼点、実践ノウハウを
言語化してメンバーに伝えることが求められる。
今回は、営業戦略や戦術を明示していくポイントについてお伝えする。

営業戦略と営業戦術の違いとは？
チームを成功に導く 2つの筋道

営業「戦略」と営業「戦術」は別のもの

まず営業戦略とは、
何を（商品・サービス）、どこに（対象顧客）、どのように売るか（売り方の要点）
を表現したものだ。
「どのように売るか（売り方の要点）」には、以下の 2つの観点がある。
1）どんなニーズのお客様には、どんなメリットを訴求するか？
2）競合や代替手段と、どのように差別化するか？
つまり、取り扱う商品ごとに、「狙うべきターゲット顧客はココだ！」「ここをアピールして、こうや
って競合と差別化しろ！」というメッセージを明確にすることだ。

次に営業戦術とは、
営業戦略をチームメンバーが遂行できるように、上記の「どのように売るか」の部分をより具体的に
示したものだ。
例えば、A商品のターゲット顧客には、概ね「納期短縮ニーズ」と「人員削減ニーズ」の 2つニーズ
があるとすれば、 前者のニーズには、どんな営業ツールを使い、どんな営業トークが有効なのか？
後者のニーズには、X社の競合サービスと比較されるので、どのような差別化手法が有効なのか？
などのような営業場面で勝負となるところを、誰もが実践できるように営業メンバーに落とし込んで
いることがポイントになる。

イラスト/室木おすし
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 メンバーがリストアップできるレベルまで具体化して、ターゲット
 顧客の条件を言語化せよ

なたの営業チームで注力する商品が決まっている時、この商品のターゲット顧客の条件が、営業メン
バーとしっかりと共有できているかどうかを、まず確認するべきだ。これが営業戦略を明示する要諦
となるからだ。
実は、このターゲット顧客の条件がそろっていない営業チームは意外と多いのだ。

先ほど例示したA商品の場合、ターゲット顧客の条件を「納期短縮ニーズを持つお客様」というレベ
ルで営業メンバーに伝えているとしたら、これは大きな勘違いだ。
メンバーからしてみると、「納期短縮ニーズを持つお客様」を見出す方法がわからないから困ってい
るのだ。

例えば、「納期要求が強いことで知られるZ社が、主要取引先に含まれるお客様をリストアップせよ！
」という具合に、メンバーがアクションできるレベルまで言語化できていることがポイントだ。
このターゲット顧客の条件を言語化することは、営業リーダーが一人で抱え込む必要はない。メンバ
ーを巻き込みながらその条件を議論していけば、共通の要素が見えてくる。

ターゲット顧客の条件が決まれば、自ずとその顧客層が持つニーズは特定され、競合も特定されてく
る。つまり、勝負となる営業場面が見えてくる。そこが特定されると、営業戦術が立てやすくなるの
だ。



数多くのお客様を担当する場合、未熟な営業メンバーは、パワー配分の優先順位がつけられず場当た
り的なアプローチを繰り返してしまう。一方、優秀な営業メンバーは、受注確率が高く、高額受注に
つながるお客様層を直感的に見極め、限られた営業パワーを効率的に配分している。ただ、このよう
な属人的な感覚を教えることは難しい。
今回は、顧客フォローに掛けるパワー配分をメンバーが自分で考え、計画性をもってアプローチでき
るようになるための「顧客ポートフォリオ表」についてお伝えしよう。

「顧客ポートフォリオ」で洗練化！
顧客育成と営業の優先順位付け

 「顧客を仕分ける箱」をつくれ！

「顧客ポートフォリオ表」とは、言い換えると、「顧客を仕分ける箱」だ。
図を見てほしい。縦軸に「受注時に期待できる取引規模」、横軸に「受注確率」を置き、高・中・低
の 3段階に区分けをした箱だ。当たり前だが「Aゾーン」が、一番楽して稼げる顧客群だ。

ポイントは、この縦軸、横軸の大・中・小の基準をメンバーと合わせることだ。
例えば、縦軸の「受注時に期待できる取引規模」では、お客様の従業員数などがよく挙げられる。
ただし、同じ従業員数でも医薬業界の方が取引規模が大きくなるなど、嗅覚の鋭い優秀なメンバーが
判断しているキーワードを共有することが重要だ。

横軸の「受注確率」は、商品の競合優位性もしくは顧客親和性が高いと受注確率は高くなる。それも
同様に、簡単にリプレイスができる競合商品Ａが導入されている会社は受注確率が高く、ローテーシ
ョン人事で決裁者が異動してしまったところは、今期は難しそうだなど、メンバーが客観的に判断で
きそうな基準を定めていくことがポイントだ。

イラスト/室木おすし
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営業努力によって、受注確率が高まる案件に注力させよ！

「顧客ポートフォリオ表」ができれば、メンバーに担当顧客名、そして期待できそうな売上規模を記
入させてみるとよい。すると、大半の営業メンバーは、楽して稼げる顧客群（Aゾーン）のお客様の
数は少なく、今期の営業目標には程遠い数字であることに気づき、ドキッとするはずだ。
そうなると、足りない数字を獲得するために、BゾーンかCゾーンのどちらにパワー配分するか迷
うところだ。

売れないメンバーが陥りがちな行動パターンは、仲良しなBゾーンのお客様ばかりに足を運び、無
理なお願い営業をしてしまうことだ。受注できても少額なので件数がかさみ、納品活動にパワーが取
られ、余裕がなくなるという悪循環になる。
縦軸は、お客様のポテンシャルなので、営業努力によっては変えられないのだ。

一方、横軸の「顧客親和性」は営業努力によって右にシフトさせていくことができる。
優秀なメンバーは、敢えてCゾーン顧客に対する高額受注にチャレンジしている。そして、お客様
と関係性を築きながら、少しずつAゾーン顧客を増やし、安定的に楽して稼げる顧客構成に変えて
いるのだ。

担当する顧客構成を見える化し、注力すべき顧客群をメンバーにしっかりと認識させることを、営業
リーダーの皆さんには取り組んでいただきたいと思う。
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営業戦略を期初に立てたものの、実際その戦略どおりに遂行できているのか。その検証がしっかりと
できているチームは意外と少ない。そもそも営業戦略の検証とはどうすることなのか？「PDCAサイ
クルを回せ」とよく言われるが、日々の営業をDoすることに終始してしまっているのが現実かもし
れない。
今回は、立案した営業戦略のPDCAの回し方について解説する。

【効果が出る】営業戦略のPDCAサイクルの
回し方のポイントとは？

①

 営業戦略のPDCAサイクルをまわす効果

営業戦略とは、何を（商品・サービス）、どこに（対象顧客）、どのように売るか（売り方の要点）を
表現したものだと、「営業戦略と営業戦術を明確にしてメンバーを導け！」で述べた。その中でもタ
ーゲット顧客の条件が、明確になっているかどうかが営業戦略の要であることをお伝えした。

ただ、いったんPlan（計画）レベルでターゲット顧客の条件を設定したものの、それが的を射てい
るかどうかは営業 (Do) してみないとわからない。まさに、そのターゲット顧客の精度を高めていく
ことが、営業戦略レベルで行うPDCAの主目的である。
優秀な営業パーソンは、自分の営業目標を達成するためには、どんなお客様にアプローチすれば効率
的なのか、PDCAサイクルを回しながらその嗅覚を磨いている。
言い換えると、営業戦略のPDCAサイクルをまわす効果とは、（1）売上単価が大きくて&（2）受
注しやすいお客様の条件が研ぎ澄まされてくることなのだ。

イラスト/室木おすし
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営業戦略のPDCAサイクルを回すためのポイント

では、営業チームでどんな取り組みを行い、営業メンバーに何を意識づければ、営業戦略のPDCA
サイクルがうまく回り始めるのか。そのポイントについて解説しよう。
結論から先にお伝えすると、まずはCheck（振り返り、検証する）部分を徹底することがポイント
だ。

では、何をCheck（振り返り、検証する）すればいいのか？
それは、営業訪問した顧客が、（1）売上単価が大きくて&（2）受注しやすいお客様だったのかどう
かを振り返り、検証すればいいのだ。
例えば、企業向けに管理職研修を営業する場合、当初は従業員規模が大きければ管理職数も多く、売
上単価も大きくなるはずだと見立てていたとしよう。ところが、実際に営業してみると、従業員規模
が大きいのに期待していたほどの売上単価にはならなかったとすると、当初の見立てが違っていたと
言うことだ。
検証してみると、新任管理職に昇格した人が対象となる場合が多いので、単純に従業員数だけの判断
軸ではなく、従業員の大量採用、管理職の中途採用の有無などもターゲット顧客の条件とする方がい
い、という修正ができる。

いざ商談に臨んで営業活動が始まると、どうやってこの商談を成約につなげるかと言う、「戦術レベ
ルの思考」になってしまう。もちろんそれも大事だが、その「営業戦略レベルの検証」をするために
は、そもそも今回の営業対象とした顧客は、狙いどおりだったのか？その会話を営業メンバーと交わ
すことを心がけて欲しい。



営業戦略編では「営業戦略」のPDCAの回し方において、ターゲッティングの精度を上げていく検
証（Check）部分が重要であることを述べた。一方、「営業戦術」のPDCAとは、営業戦略をチーム
メンバーが遂行できるように、その効果的な売り方の精度を高めていく活動だ。
今回は、その要点について解説する

【効果が出る】営業戦術のPDCAサイクルの
回し方のポイントとは？

②

イラスト/室木おすし
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 営業戦術の計画 (Plan) のポイント

営業戦術の計画 (Plan) の第 1のポイントは、以下の (1)(2) の観点を踏まえて営業メンバーと「訪問
のゴール」を設定することだ。

（1）：お客様の購買心理（どんな考えや気持ちになって欲しいか）
（2）：お客様から引き出したい発言や行動

例えば、競合サービスのリプレイス営業をする場合の初回訪問のゴールとして、

（1）：お客様が「競合サービスとの違いを実感したい」と思って、
（2）：デモンストレーションの実施に合意する

と設定する感じだ。

営業戦術の計画 (Plan) の第 2のポイントは、お客様が示すネガティブ反応を想定し、その対処策
を営業メンバーが実践イメージをもてるまですり合わせることだ。
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例えば、「デモを行うとしても準備が大変そうだ」というお客様の反応が予想できるとしたら、それ
を払拭する説明の仕方をシミュレーションしておくことなどが挙げられる。

この 2点を訪問前にメンバーとやりとりをしておく面談を、フィードフォワード面談という。まさに、
営業戦術のPlan をメンバーとすり合わせる面談だ。これをしっかりと行うことで営業の精度も上が
り、訪問後の検証 (Check)・改善 (Act) も活きてくるのだ。

営業戦術の検証（Check）のポイント

では、営業戦術の検証（Check）とは、どうすることか。
それは、想定していたお客様の反応とのズレを訪問後に振り返ることだ。
つまり、計画（Plan）の時に設定したゴール、つまり（1）お客様の購買心理と（2）お客様から引
き出したい発言や行動が、実際にはどうだったのか？を、事実ベースで確認することだ。

例えば、顧客訪問してきたメンバーに、「どうだった？」と声をかけると、
「なんとか、デモはできそうです」という返答だったとしよう。でもこれは、事実ベースの確認では
ない。
「ちょっと微妙な感じだけど、実際にはお客様はどう言われたの？」と、お客様の反応を意訳せずに
メンバーから聞くことがポイントだ。
「“デモをして頂くことは、構いませんよ”という言い方でした」となれば、お客様はあまり積極的な
姿勢ではないことがわかる。この事実確認を正確にすることで、リカバリー策の精度も高くなり、ど
うして想定とズレたのか、その原因をメンバーと考えることができるのだ。

営業戦術の改善（Act）のポイント

PDCAのAct の部分を、営業の次の一手を練ることだと思いがちだが、そうではない。
例示のケースのように、デモの快諾を想定していたが、必ずしも乗り気ではない反応だった場合、そ
の善後策としてどうするべきか？を考えることは、もちろん大事だ。
ポイントは、それだけで終わるのではなく、今後、同様のケースの時に、どうすればより上手くいく
のかをメンバーとすり合わせることが、“Act”すなわち改善のポイントだ。
訪問後にこのようなやりとりをする面談を、フィードバック面談という。

最後に、“改善”というミュアンスを強調すると、思わしくない結果ばかりに着目してしまいがちだ。
それだけだとメンバーが萎縮したり、自信をなくしてしまう可能性もある。
うまくいったこと、狙い通りの結果になったことに着目して、成功要因についてメンバーとやりとり
をして欲しい。メンバーのテンションは必ず上がる！
往々にして、結果が良かった時は、振り返らないことが多いのだ。メンバーに成功パターン、勝ちパ
ターンを意識づける良い機会なので、ぜひ、心がけて欲しい。



チームを率いていくには、「これを目指して行くぞ！」という目指す方向や方針を示し、メンバーと
認識を一致させることが求められる。ただ、言うのは簡単だが、なかなか難しい。
実際に「あなたの営業チームの目標は？方針は？何を目指しているの？」と、メンバーに聞いてみる
と、認識がそろっていないことが多いものだ。
優れたリーダーは、チームのベクトルをどのようにそろえているのか、そこを考えていこう。

イラスト/室木おすし

営業チームメンバーにビジョン・戦略・方針を
伝える効果的な方法とは？

６

 営業目標数字だけでなく、達成状態をリアルに伝えよ！

「今期のチーム売上目標は、対前年比 20％アップで 12億円だ。頑張ろう！」
と伝えればベクトルがそろうかと言うと、それでは不十分だ。
数字としては理解しているかもしれないが、達成できている状態がメンバーと共有できていなければ、
リアリティーがないのだ。

優れたリーダーは、このように伝えている。
「メンバー 5名で昨年度より 2億円を上乗せするわけだから、一人あたり 4000 万円の新規売上の獲
得が必要だ」
「平均取引単価は 500 万円だから、一人 8社くらいの新規獲得が必要になる」
「A君の場合だと、今担当しているＸ社のような取引を年間で 8社獲得するイメージだ」
「年間 8社だと、四半期ごとに 2社のペースだ」
「A君、自分の商談リストを見て欲しいんだけど、上半期では何社くらい見込めそうかな？」
という具合に、具体的なレベルに落とし込んでいる。

つまり、営業目標を無機質な数字で伝えるのではなく、リアルな営業実感を伴ったものとして伝わる
ように工夫して欲しいのだ。
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 営業方針や戦略と共に、目に浮かぶようなビジョンを伝えよ！

我が店の方針は
「CS（顧客満足）を高めて、リピート客を増やし、利益率を高めていくことだ！」
と、店長から言われても、聞いているメンバーからすれば、
「まあ、そりゃ、わかるけどね…」
という受け止め方かもしれない。

以前、優秀なガソリンスタンドの店長に取材をしたことがある。
その石油販売会社の方針は、上記の通りなのだが、その優秀な店長の伝え方は違っていた。

「私はこの店を、高級外国車が行列をなして洗車を待つような店にしたい！」
「そうなれば、CSアップと利益率アップは、すでに実現できている」

この 2行だけの簡潔なメッセージには、強烈なインパクトがある。実現したい店の姿がパッと目に
浮かぶのだ。

そうなると聞いているメンバーは、
「でも、どうして外国車なの？」「なんで洗車なの？」「どうしたらできるの？」
と、疑問が湧いてくる。

この店長は、「待ってました！」とばかりに、

　　・ガソリンを売るだけでは薄利で、差別化ができない。

　　・利益率が高い手洗い洗車をお勧めすることが得策だ。

　　・そのターゲットとしては、車にお金を掛けることができる外車オーナーだ。

と戦略を語り、その話にメンバーは引き込まれ聞き入っていた。まさにこの店長は、方針や戦略とビ
ジョンを織り交ぜ、ベクトルを合わせているのだ。

このように少しの工夫することで、チームのベクトルが合い、メンバーが前のめりになってくるはず
だ。その手ごたえがつかめると、リーダーとしての仕事にも面白さがでてくる。
是非、チャレンジして欲しい。

この後も、「ではどうしたら、それが実現できるのか？」という実現プロセスについて、店長の話は
続いた。
チームビルディングには、ベクトルを合わせ、プロセスを定めることが重要な要素となる。
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営業責任者からよく聞く言葉がある。
「ウチの営業部の戦略は明確なんだ。でも、その実践ができない…」
「だから、営業メンバー向けの営業研修をして、営業テクニックを教えてやって欲しい」
テクニックを教えたら売れるのか？実際はそんな単純な話ではないことが多い。
今回は、営業方針や戦略を伝えても部下が動かない場合の対処法についてお伝えしたい。

動かない部下への伝え方！
営業方針・戦略を伝えるポイントとは？

イラスト/室木おすし

７

 部下への伝え方のポイント 1：
 戦略だけでなく、行動レベルで戦術を伝えよ

例えば、新サービスが発売となり、そのメインターゲットは、年商〇億円以上で、従業員〇人以上の
IT 管理部門だという方針が出たとしよう。これは「営業戦略」を伝えているメッセージだ。一方、こ
の方針を聞いた営業メンバーの受け止め方としては、往々にして次のようなつぶやきが出てくる。

     「それは分かるんだけど、IT 部門の誰に、どうやってアポとればいいのかな？」
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     「これまでのサービスは、人事総務向けの営業だったから、アプローチリストの準備もしやす
       かったけど、IT 部門はどうしたらいいのかな？」

     「ウチの会社は、まだ IT 部門での実績がないのに、どうやってアピールすればいいんだ？」

と言うように、営業メンバーはその実行イメージを模索し始める。



     「未取引の会社ではなく、すでに既存のAサービスを導入済みの人事総務部門から IT 部門の部長
      クラスを紹介してもらえ！」

15
Copyright (c) Sapuri Co.,Ltd. All rights reserved.

というように、営業リーダーが行うべきことは、組織の営業戦略をそのまま伝えるだけではなく、
「営業戦術」にまで落とし込んでメンバーに伝えることが重要なのだ。

     「紹介をお願いする時のトークは、＊＊＊＊＊＊＊だ！」

ただし、営業戦略を聞いただけで自分なりにその実行方法を考え、やりながら工夫できる人は実際に
数少ない。

 部下への伝え方のポイント 2 ：
 営業の難所を絞りこみ、before⇒after を伝えよ

「営業戦術」を伝える時のもう 1つのポイントは、つまずきがちな営業の難所をピンポイントで絞り
こむことだ。
例えば、勝敗を分ける重要場面を絞り込み、「従来のサービス窓口の人事総務部門から IT 部門につな
いでもらう時が重要だ！」という感じだ。

そして、「IT 部門のご担当者をご紹介いただけませんでしょうか…」と遠慮がちにお願いするとキー
パーソンには会えず、失敗パターンになることを説明する。

その上で、成功するためのコツとして、「システム運用人材の育成や調達における問題解決について
お話したいので、ぜひ部長クラスの方におつなぎいただけますでしょうか…と、明確に意図を伝え
よ。」というように、これまでのやり方から改善すべき部分をクローズアップして、before⇒after
で分り易く伝える工夫が必要だ。

営業メンバーへ方針や戦略を伝える際に、更に具体的な戦術レベルまで踏み込んだ補足を行っている
かどうか、改めて確認をして欲しい。
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