
営業マネージャーお役⽴ち資料

営業マネジメントの教科書第3章

プロセスマネジメント
〜ワークシート付き〜



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。

第3章ではプロセスマネジメントのポイントや⼿順についてステップごとに解説をしていき
ます。また、付録として⾃社の定期ミーティングやプロセスマネジメントについて棚卸しで
きるワークシートをご⽤意していますのでご活⽤ください。

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。

営業戦略と営業戦術 1

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
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プロセスマネジメントとは

営業戦略と営業戦術 3

仕事の流れ・⾏程を管理することによって、結果を最⼤にするマネジメント⼿法。
そのために
・業務の流れを分解し、プロセスで把握（⾒える化）しておくこと
・各プロセスにおいて具体的な達成⽬標を掲げておくこと
が必要である

プロセスマネジメントとは

まずはプロセスマネジメントの定義について確認しておきましょう。

何事も⼩さな仕事に分けてしまえば、
特に難しくない

from レイ・A・クロック



プロセスマネジメントとは
なぜ、昨今のビジネスのマネジメントに置いて

プロセスマネジメントが重視されているのでしょうか？

つまり業績を向上させるためには、
「仕事の進め⽅」や「⽬標や役割についての認識」を明確にし、

共有化することが必要になります。

そのため、プロセスマネジメントが重要なのです。

営業戦略と営業戦術 4

ビジネスマンが求められる⾏動をとらなかったり、
成果を上げられない理由の原因は、

「仕事の進め⽅がわからない」と感じている、
もしくは「⽬標や役割の認識不⾜」であることが圧倒的に多い

from ロバート・メイジ



営業プロセスマネジメントを実施する上でのポイント
プロセスマネジメントを実施する上でのポイントは以下の3点です。

営業戦略と営業戦術 5

G＝ゴールの設定からス
タート。ただし、サイクル
の途中では、C＝チェック
からスタート。

営業プロセスマネジメントは、
⾔い換えれば「属⼈性からの
脱却」。メンバーと⽬的と⽅
法（進め⽅）をしっかり共有
して⾏動を促し、⼀丸となっ
て初めて成果が出る。

⼩さなナレッジや改善に
よってプロセスは磨かれ
る。短期的な視点では、
正確な評価も軌道修正も
実⾏できない。

❶ G(⽬標）-PDCA
サイクル ❷メンバーの動機づけ ❸徹底継続



営業プロセスマネジメントの⼀般的な⼿順
ここではまずポイントのみ記載します。

次ページ以降で具体的なステップについて確認していきましょう。

営業戦略と営業戦術 6

⽬標数字＝最終業績⽬標−（確定＋⾒込み）。⽬標をい
かに正確に⾒⽴てるかが、成果に⼤きく影響する。

必須なのは「活動テーマ」と「ゴール」。⼀般的な営業
プロセスを元に⾃社でキーとなるプロセスを検討する。

KPIは、⽬標数字（KGI）から逆算して、KGIが達成でき
る数値に設定する。

活動内容に加え、プロセスのゴール、使⽤するツール、
事前準備項⽬、必要な活動量は必須項⽬。

サイクルは商談のレンジによって決定。単なる確認では
なく、問題を発⾒し、解決策の検討・提⽰まで⾏う。

プロセスごとに「⼩さなPDCA」回す。質を上げる活動は、
メンバーを巻き込み、主体性の強化と育成も実現する。



STEP１：⽬標数字（ターゲット⽬標）を明確にする

⽬標数字＝最終業績⽬標−（確定＋⾒込み）。
残⽬標予算のことであり、⼀⾔でいうと「⾜らず」です。
これを正確に出すためには、現商談の受注確度を正確に把握することが求められます。

営業戦略と営業戦術 7

ポイントは「④商談中」からどれだけ受注に
つながりそうか（つなげるか）を、確からし
く把握出来るかどうかです。
以下の点を材料に把握していきます。
・個々メンバーの⼒量と⾒込みの正確度
・営業進捗の充実度
（必須の情報を掴んでいるか？カウンターはキーマン
か？顧客のポテンシャルは？既存であれば過去取引
と⽐較してどうか？etc）

・「必ず受注する」というマネジャーの意志

⽬標数字を明確にする際の留意点



STEP2：営業プロセスを決める
⼀般的な営業プロセスを参考に、⾃社の営業活動においてキーとなる営業プロセスを追加し
ていきます。粒度は、⼤きすぎず・⼩さすぎず、数は多すぎず、少なすぎず。
必須項⽬は「活動テーマ」と「ゴール（⽬指すべき状態）」です。

営業戦略と営業戦術 8

活動プロセスとゴール



STEP３：重要指標（KPI)を決める
重要指標（以下KPI）は⽬標の達成度合いを計測・監視するための定量的な指標として設定
します。ただし、必ず過去実績は参考にしてください。
理想KPIが過去実績数値（⾃分たちの実⼒値）とかけ離れていた場合は、段階的にKPIを設
定していくことも検討すべきです。

必須項⽬は「額 or 件数 or 回数 or率」

必須要件は「SMART」
（具体的、測定可能、達成可能、上位⽬標に関連している、時間成約がある）

KPIは複数設定すことも可能ですが、多すぎるとメンバーの活動が散漫になることがあるの
で、最重要指標はできる限り１つに絞り込んで設定すること

KPIは項⽬も設定数値も定期的に⾒直す（⼩さなG-CAPDを回してゆく）ことが⼤事です。

営業戦略と営業戦術 9



STEP３：重要指標（KPI)を決める

注意）現状の受注額・件数が⽬標
に対して⼤幅に未達成状態の場合、
⽬標が実績よりアップしている場
合、さらにはメンバーの異動など
で戦⼒がダウンした場合などは、
KPI指標の達成難易度が極端に上
がります。
打ち⼿の王道は「量の増加」か
「質のアップ（率の向上）」です
が、KPI指標を段階的に上げてゆ
くことも検討しましょう。
KPI指標の達成の難易度があまり
に⾼く未達成の状態が続くとメン
バーのモチベーションダウンを引
き起こしかねません。マネジャー
は常に「あるべき状態」と「現
実」を⾒⽐べながら、指標を設計
していかなければなりません

営業戦略と営業戦術 10

重点指標（KPI）の設定⼿順（例） 四半期受注⽬標 1億円 受注平均単価 500万 ⇒受注件数⽬安 20件の場合



STEP4：プロセスごとの活動内容を決める
プロセスごとの活動内容は、プロセスマネジメントのキーポイント。
過去のナレッジや現場の優績者の活動内容を参考にしながら、可能であればメンバーと協議
しながら決定します。

活動内容と共に、各プロセスごとの活動のゴール（⽬指すべき状態）、必要な事前準備、活
⽤するツールや資料なども決定します。

ゴール（⽬指すべき状態）は、⾃社の観点に加え、顧客の観点（顧客とどんな関係性を⽬指
すか）も同時に検討し決定します。

営業戦略と営業戦術 11



STEP4：プロセスごとの活動内容を決める

営業戦略と営業戦術 12

営業プロセス全体像（例）

５.納品・フォロー４.クロージング３.提案２.顧客課題明確化１.アプローチ・初期接触

ゴ
ー
ル

・アポイント獲得
・初期関係性構築

・顕在ニーズ収集

・必須情報の収集
・本質課題の確定

・期待値の調整

・納得の獲得
・ギャップと疑問点の解消

・受注確度の判定

・契約の獲得
・各種契約事項の締結

・失注理由の確認

・価値提供のスタート
・パートナーシップの構築

重
点
指
標

アプローチ総数（●●件）
一次接触数（●●件）

案件数（●●件） 提案件数（●●件） 受注件数（●●件） 納品品費消時間（●●時間）
クレーム件数（●●件）

活
動
内
容

・インバウンドには即日コール
・ヒアリングシートをもとにヒア

リング

・事前に課題の仮説を立てた
うえでディスカッションを行

う

事
前
準
備

・提案書の作成と論点、流れ、
ミスチェック

・事前ロープレ

・切り替えしトークの作成

ツ
ー
ル

活
用
部
署

・アカウントプランシート
・全社共通プレゼンシート
・技術部メンバーの同行推進

・営業本部長の同行推進
・切り替えしトークシート

顧
客
と
の

関
係
性

・課題解決のためのサービス提供
者として認識されている

・必要な事実情報や周辺情報
を本音でやり取りできる

・意思決定者に近いキーマン
から提案の承認を得ている

・信頼をベースに継続的な取
引を期待され構築できている

チ
ェ
ッ
ク

ポ
イ
ン
ト

まずは総件数をチェック。慢性的
に足りてない場合は原因を分析し

改善策をアドバイス
事前の情報収集もチェック

一番のチェックポイントは顧
客側の面談者。キーマンでな

いと判定出来たら、同行など
行い面談者の軌道修正を行う

提案内容はもちろん、顧客側
の出席者と課題認識の把握は

必ず確認。提案後は各参加者
の評価を事実ベースで確認

先方での検討が止まった場合、
誰に何を確認するか明確に決

めておく。各種契約関連につ
いては厳密にチェック

顧客と継続的に接点を持って
いるか、要望を定期的に収集

しているか確認。顧客内の人
脈づくりについてアドバイス

取るべきアクションは具体的に決定する。
ポイントはメンバーがアクションを理解して

主体的に動けるレベルになっているかどうか

マネジャーの腕の見せ所！事後アドバイスではなく、
事前アドバイスの流れを組織として習慣化

・キーは効果性と効率性の向上



STEP5：マネジメントサイクルを決める
マネジメントサイクルとは、企業や組織が⽬標達成を⾏うための管理システムのことです。

マネジメントサイクルの基本はG-PDCA。ただし、より効果的に成果を出すためには、
まず現状把握と分析から⼊ることが⼤切です（G-CAPD）

営業戦略と営業戦術 13



STEP6：マネジメントサイクルを実践する
マネジメントサイクルは、⽬的や⽬標によってタイムサイクルを分けて⾏うのが基本。
通常は、通期、半期、四半期、⽉次、週次、⽇次毎に設定し実践します。

サイクルごとに⾏うミーティングは、⽬的ごとに内容を吟味する必要がありますが、
いずれのミーティングにおいても⼤切な⽬的は成果を出すための“打ち⼿”の決定です。

営業戦略と営業戦術 14

サイクル 目的 対象 費消時間 メインのアジェンダ

週次
・活動進捗確認
・改善ポイントのアドバイス

・チームメンバー
・30分
（最長45分）

・各自トピックスの発表と共有、質疑
・共通問題事項へのアドバイス
・その他連絡

月次
・月次目標の進捗確認
・活動修正ポイントの議論と決定

・チームメンバー
・〇〇部長

・60分
（最長90分）

・業績＆活動進捗の共有
・顧客情報の共有
・活動修正ポイントの議論と決定

四半期
（半期）

・四半期（半期）目標の進捗確認
・結果の振り返りと戦略戦術の見直し

・チームメンバー
・〇〇部長
・企画統括部メンバー

・90分
（うち15分はベス
トプラクティスの
共有）

・業績&活動進捗の共有（事業含む）
・戦略・戦術の実行状況の共有と修正ポイントの
議論と決定
・成功事例の共有

日次
（毎日）

・当日の行動予定の把握とアドバイス
・結果共有と次アクションのアドバイス

・PMの進捗が著しく
遅れているメンバー
（適宜）

・15～20分
・前日の活動結果の確認とアドバイス
・当日の活動予定の確認とアドバイス

定期ミーティングの設計（例）



プロセスマネジメント 整理シート

営業戦略と営業戦術 15

このシートは⾃社のプロセスマネジメントについて検討する際にご活⽤ください。

タ
ス
ク

ゴ
%
ル

KPI

ナ
レ
)
ジ

KFS

数
・
率

営
業
プ
ロ
セ
ス

件 % 件 % 件 % 件 % 件 % 件 % 件 % 件 %



定期ミーティング 整理シート
このシートは現状⾏われている⾃社の定期ミーティングについて整理する際にご活⽤ください。成果を出すための“打ち
⼿”の決定のために必要な、もしくは不要なミーティングが⾏われていないか確認し、マネジメントサイクルを検討してい
くのに活⽤してください。

営業戦略と営業戦術 16

サイクル 目的 対象 費消時間 メインのアジェンダ

週次

月次

四半期
（半期）

日次
（毎日）



営業サプリ「営業マネジメントコース」のご紹介

13

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。

14

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

