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営業マネジメントの教科書第1章

営業マネージャーの役割
-現状分析チェックシート付き-



はじめに
「営業マネジメントの教科書」では、強い営業組織を作るために必要な営業マネージャーの
役割や実務について全6章に渡って解説をしていきます。

この第1章では営業マネージャーに求められる役割と、現状の営業組織の分析⼿法について
解説しています。巻末には現状分析のためのチェックシートも付いていますので、ぜひ⽇頃
のマネジメント業務の振り返りにご活⽤ください。

営業チームのマネジメントにお悩みを抱えるマネージャーの皆様の⼀助となれば幸いです。
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1985年、慶應義塾⼤学法学部卒業。同年㈱リクルート⼊社。
企業の⼈材採⽤⽀援事業に配属。特に国内を代表する超⼤⼿企業の「新卒・中途採⽤」のプランニングから実⾏⽀援を中⼼に担当。その後、
複数のマーケティング⽀援事業の責任者を歴任。同時に企業の「営業組織強化コンサルティング事業」の新規⽴ち上げを担当。
2005年に独⽴し、現在は主に「企業の営業組織⼒強化およびそれに付随するマネジメント強化」のコンサルティングサービスを提供している。

株式会社シー・ブリッジ・コンサルティング
代表取締役
茂⽊慎司

講師プロフィール

3～6ページについては株式会社ブレインパートナー 和田一男氏の資料より引用しております
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マネジメントとは「マネジメントの定義」
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①⾃分がやる
②部下ができるようにする（⼈を育てる、考えさせる）
③誰でもできる仕組みを作る

やること ⇒ 育てること ⇒ 育つ環境作り
まねさせる（依存） ⇒ 考えさせる（⾃律）

経営資源を（効果的かつ効率的に）活⽤し、
成果を最⼤化する事

効果性＝成果の最⼤化、効率性＝資源の最⼩化、

マネージャーにとって成果を最⼤化するとは…⾃分の貢献を最⼤化すること

マネジメントの定義



参考）マネージャーの5つの仕事 by P・F・ドラッカー

❶投⼊した資源の総和よりも
⼤きな価値を⽣み出す
⽣産体を創造すること
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マネジメントの２つの課題

異質なものを組み合わせて
新たな価値（商品サービス）を
創造する
※企業活動が社会的価値を

⾼めているという証明

❷あらゆる決定と⾏動において、
直ちに必要ないものと、
遠い将来に必要とされる
ものを調和させること

現在と将来の双⽅における犠牲を
最⼩に留め、どちらの成果にも
責任を持つ
(現在と将来とのバランス）



仕事に求められる能⼒と個⼈が保有
する能⼒のギャップを分析し、⼀定
期間の中で、成果を発揮できるよう
指導する。分析の能⼒に加え、⼈間
関係をつくる特別な資質が必要とな
る。

参考）マネージャーの5つの仕事 by P・F・ドラッカー
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活⼒にあふれ成⻑する組織を⽣み出す５つの仕事

⽬標領域を定め、ゴール（到達
点）を決める。個⼈と組織、短期
と⻑期、資源と結果などのバラン
スを取り、その⽬標が関係者に
とって意味あるものにする。

⽬標達成のための仕事を活動別に分
類し、作業レベルにまで分割する。
それらを体系化し、組織構造にまと
める。
必要な⼈材を配置・分担し、マネジ
メントを⾏う⼈を選ぶ。

組織の中で仕事を⾏う者同⼠が
コミュニケーションを図り、⽬
標に向かって活動できるよう動
機付けを⾏う。

評価のための尺度を定め、⾃⼰管理を
可能にするために、尺度の意味と成果
を部下と上司、同僚に知らせる。

❺⼈材を育成する

❶⽬標を設定する ❷組織化する ❸動機付けする

❹測定し評価する



基本的なマネジメント活動の流れ

営業マネージャーの役割 6



営業マネージャーに求められる3つの役割
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つまり

営業マネジャーは
●資源、⼈的資源（メンバー・上司）
●社内資源（商品・サービス、予算、ブランド、関連部署）
●顧客資源
を最⼤限活⽤し、
期待される業績⽬標（結果⽬標）を継続的に達成するしなければなりません

経営資源を（効果的かつ効率的に）活⽤し、
成果を最⼤化する事

マネジメントの定義



営業マネージャーに求められる3つの役割
継続的⽬標達成のために営業マネジャーは３つの役割を遂⾏しなければいけません
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・組織⽬標、個⼈⽬標を設定し
戦略と戦術を⽴案する
・組織リーダーとして、
メンバーの活動を⽀援すると
ともに⾃らも実践する

・担当する顧客やマーケットの
抱える課題を多⾯的に理解し
解決策を考える
・成果の出た解決策を束ねて、
より影響⼒のある
顧客提供価値に仕上げてゆく

・メンバーの持ち味（強み）と
課題を把握し、特に持ち味を
活かし得る業務を差配する
・⽇々の活動に対してフィード
バックを⾏いながらメンバーを
動機付けしてゆく
・情報や知識が共有され
⽣かされる仕組みを構築する

❶戦略・戦術⽴案と
プロセスマネジメント ❷顧客価値の向上 ❸部下育成と

組織強化



資源（リソース）の分析 ❶顧客
⾃分たちの顧客分析において⼤切なのは、業種や業界、規模といった⽬に⾒える部分の
特徴のみならず、顧客の抱える潜在的なニーズや課題などを整理することです
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顧客が戦っている環境をダブル３Cフレームで
とらえ、顧客の強みや課題、今後の戦略等を分
析・イメージすることで、⾃分たちの顧客の特
徴を捉えます

⾃分たちにとって売り上げ（収益）貢献の⾼い
顧客を絞り込み、その顧客の特徴を多⾯的に分
析します
※逆にテールゾーン（売り上げや獲得収益の⼩
さい顧客群）の企業としての特徴を分析するこ
とも⼤切です。

■ダブル3Cフレーム ■顧客別獲得売上（収益）のパレート分析



資源（リソース）の分析 ❷提供価値
⾃分たちの提供価値（効⽤）の分析で⼤切なことは、顧客側の視点で捉えることです。
商品・サービスが顧客にとって効⽤を提供できているか、競合に⽐べアドバンテージを提供
できているかを重視して⾒ていきましょう。
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「４P」は企業側（提供側）から⾒た側⾯、
「４C」は顧客側（受益者側）から⾒た側⾯で
捉えている、顧客視点を重視するならば、「４
C」側から分析・検討をスタートさせなければ
なりません

商品・サービスの提供価値を、３層モデルで多
⾯的に捉えることで、顧客がどの価値に真に
「効⽤」を⾒出しているのか分析を⾏います
※例）携帯電話
・中核価値：「話す」「コミュニケーションする」
・実態価値：「機能」「スタイル」
・付随価値：「アフターサービス」「故障時の補償」
意外にも顧客は、付随価値にひかれて商品サービスを選択するケー
スが多い

■マーケティングの「４P」「４C」フレーム ■提供価値３層モデル

中核
価値



資源（リソース）の分析 ❸メンバー・組織
メンバーや組織そのものを分析する際は、⽬に⾒える⾏動や結果だけでなく、その背景や原
因を分析することが重要です。特にメンバーは、⾏動の背景を多⾯的に分析することで、
個々⼈の「持ち味」や「強み」を洗い出す必要があります
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メンバーの「強み」や「持ち味」を分析するた
めに、メンバーの成果を⽣み出している「⾏
動」を観察し、その背景にある「態度」「スキ
ル「知識」を分析し、洗い出すことが必要です
※性格や資質は変化する可能性が低いので、
育成段階においては理解することにとどめる

上記の要件の状態を分析するだけでなく、要因
や原因、さらには上記の状態を⽀える「仕組み
の有無」まで分析する必要があります。
メンバー同様、⾃組織の「強みはどこで、それ
は何ゆえか」を洗い出すことからスタートすべ
きです

■能⼒構造の氷⼭モデル ■成果を出す組織（チーム）の基本要件



資源（リソース）の分析 ❹営業マネージャー⾃⾝
担当組織やチームが、継続的に業績を上げてゆくためには、営業マネジャー⾃⾝が常に⾃⾝
のパフォーマンスを最⼤限に発揮する必要があります。それにはまず、必要とされる各種能
⼒（アセット）を⾃⾝でしっかり理解し、継続的に磨き上げてゆかねばなりません。
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■営業マネジャーの必要能⼒（アセット）
※出展CEB SLC調査

■営業マネジャーのパフォーマンスに対す
る影響※出展CEB SLC調査



現状分析チェックリスト：⽅針と⽬標
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チェック項⽬ 確認すべきこと

❶上位（全社や事業部）の⽅針と⾃⾝の職場
（グループ）が期待されていることは何か □

⾃分⾃⾝がしっかり理解し、メンバーに「⾃分のことば」で
語れるようになっているか

❷職場（グループ）のミッションは何か
「⾃分たちの使命」

□ 上位⽅針に則っているか？

□
職場ミッションは顧客やメンバーさらには関連部⾨に対し、
納得性の⾼いものであるか？

□ 職場ミッションはメンバーに⾃信と誇りを与えるものであるか？

❸職場（グループ）のビジョンは何か
「将来のありたい姿」

□ 上位⽅針に沿って、中⻑期的な視点で考えられているか

□
明確で分かり易く、必要な要件が備わっているか
（環境変化、期限：いつまで、何を：対象、到達点：具体的 な状態）

□ リーダーとしての⾃⾝の想いを反映したか？

❹職場（グループ）の
結果⽬標（定量・定性）は何か

□ ⽬標の背景や設定ロジックは充分に理解しているか

□ 定性⽬標に関しては、⽬指すべき状態が明確かつ具体的に設定されているか



現状分析チェックリスト：保有資源（リソース）
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チェック項⽬ 確認すべきこと

❶⾃分たちのお客様（担当マーケット）の
特徴と期待ニーズを分析する

□ お客様の特徴は？（業種。業界、規模、エリア、提供サービス、取引部署etc）

□
メイン（取引⼤）のお客様はどんな特徴や課題を持ち、
⾃分たちに何を期待しているのか（ニーズ）

□ 新規獲得のためにスコープしているマーケットの特徴やニーズは何か

❷⾃分たちの商品サービスと
提供価値を分析する

□ 中核価値、実態価値、付帯（不随）価値は何か

□ 提供する価値は顧客のどんなニーズに対応しているのか

□ ⾃分たちの提供価値は競合他社に⽐べてどこか強く、どこが弱点なのか

❸メンバーと⾃グループの戦⼒を分析する
□ メンバー個々の強みや課題は何か（スキル、知識、仕事に対する意欲）

□ メンバーの活動を⽀え⽀援するグループとしての仕組みや活動は何か



営業サプリ「営業マネジメントコース」のご紹介
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戦略策定にプロセスマネジメント、部下育成…
やることが多岐にわたる営業マネージャーには課題も多い

営業サプリ「営業マネジメントコース」は、
営業マネージャーに必要な能⼒を伸ばし

論理的に、⼒強く組織を率いて⾏く営業マネージャーを育成します。



営業サプリ「営業マネジメントコース」のご紹介
プログラムは全10単元。

チームで売上を上げるための勝ちパターンの作り⽅を実践しながら学びます。
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単元 名称

1 基本的な
マネジメント活動の流れ

•マネジメントの定義
•営業マネージャーのミッションと役割
•基本的なマネジメント活動の流れ

2 営業資源分析のやり⽅
•資源①顧客の分析
•資源②提供価値の分析
•資源③メンバー・組織の分析
•資源④営業マネージャー⾃⾝の分析

3 営業戦略と営業戦術の⽴て⽅

•営業戦略の⽴て⽅
•環境分析のやり⽅
•ターゲット決定のやり⽅
•商品・サービス決定のやり⽅
•営業戦術の⽴て⽅

4 営業プロセスマネジメントの
ポイントと⼿順

•プロセスマネジメントとは
•営業プロセスマネジメントを
⾏う際のポイント
•営業プロセスマネジメントの⼿順

5 「⽬標」によるマネジメント

•「⽬標」によるマネジメントとは
•「⽬標」によるマネジメントの
成功させるための要件
•「⽬標」によるマネジメントの流れ
•メンバーの活動内容への
修正アドバイスの⽅法

単元 名称

6 ⽬標達成と組織強化を
実現する会議の実施⽅法

•営業会議とは
•営業会議の3つの⽬的
•営業会議での営業マネジャーの
4つの役割
•営業会議での営業マネージャーの
4つのスキル
•営業会議でのマネージャーの5か条

7 個別指導⾯談
•個別指導⾯談の⽬的
•メンバー育成の⼤前提
•個別指導⾯談のポイント
•個別指導⾯談 3つのプロセス

8 営業同⾏コーチング
•営業同⾏の⽬的
•営業同⾏の進め⽅
•営業同⾏時の上司のスタンス

9 強い組織をつくる
•強い営業組織とは
•新たなことに挑戦するために必要な
4つのポイント
•贈る⾔葉

10 半年後の⾃⾝の姿を描く •マネージャーとしての⼼得
（from ハロルド・ジェニーン）



営業サプリのしくみ

従来の研修は、主に講師からの授業など
座学が中⼼。
これでは⽅法を理解した＝「わかった」
で⽌まってしまい、なかなか現場では活
かせません。
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従来のマネジメント研修 営業サプリ

講義

実践
（演習・⾯談）フィードバック

営業サプリは実践＋フィードバックの反復学習で現場で活きるスキルを⾝につけられます。

営業サプリでは授業に加え、演習・ミーティングといった実践と、
コーチからのフィードバックを繰り返し、習得したことが現場で
⾃然に出てくる状態まで繰り返し学習。「わかった」を「でき
た」に昇格させます。



くわしくはこちらから

より詳細なご紹介資料はこちらからダウンロードしていただけます。
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https://www.sapuri.co.jp/contact/docudl?ebook


そのほかコース・コンテンツのご紹介
「売れるチーム養成講座」以外にもこのようなコースやコンテンツを展開しています。

ご興味がありましたらこちらもぜひご覧ください。
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売れる営業養成講座
ベーシックコース

営業マネジメントの教科書
（コラム連載）

営業の基礎となるスキルを体系的・網
羅的に学べます。

強い営業組織を作るためのマネー
ジャーの役割や実務について解説して
います。

売れるマネージャー養成講座
部下育成スキルアップコース

部下の学びを⽀援するためのコーチン
グスキルと、育成計画の⽴て⽅・育成
⾯談の仕⽅を学んでいただけます。

https://www.sapuri.co.jp/training?ebook
https://www.sapuri.co.jp/144skill?ebook
https://www.sapuri.co.jp/management/textbook?ebook
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オンラインだから営業⼒がアップする

営業サプリで売れる営業に

https://www.sapuri.co.jp/?ebook
https://www.sapuri.co.jp/contact/contact?ebook

