
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5章

営業コーチングと⾃⼰強化
〜メンバーのソーシャルスタイルチェックと

スタイル別対応法付き〜



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5章では営業マネージャーが⾏うべきコーチングについて解説していきます。巻末では
コーチングの際に役⽴つメンバーのソーシャルスタイルチェックと、それぞれのスタイルに
対する対応法についても解説しています（※株式会社リテラシー提供）。

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
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営業マネジャーが⾏うべきコーチングとは
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メンバーの営業活動の改善と営業⼒強化⇒メンバーの業績（⽬標）達成

⇒組織チームの業績（⽬標）達成の公式を実現すること

具体的には…

メンバーの知識やビジネススキル全般を“中⻑期視点”で強化する活動

メンバー個々⼈の営業⼒を“短中期視点”で強化する活動

の両⽅を実践することが営業マネージャーには求められます。



営業コーチング実施のポイント
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メンバーは⾃⼰成⻑意欲の無い
（低い）マネジャーにはついてこ
ない。メンバーを育成コーチする
⽴場のマネジャー⾃⾝も常に⾃⼰
研鑽を⾏う必要がある

強みと弱点（改善すべきポイン
ト）を、知識やスキルレベルで掴
むとともに、メンバーの⾃⼰認識
としっかりすり合わせる

可能な限りメンバーの状況を事実
ベースで掴む。そのためにも、通
常のコミュニケーション、営業
ミーティングや⽇々のレビュー、
営業同⾏時の顧客対応のチェック
とフィードバックなど、密に連携
を取る

問いかける（⽬的と⽅向性はヒン
トとして提⽰する）➡考えさせて、
必要に応じアドバイスを⾏う➡信
頼してやらせる➡⾃⼰評価をさせ
る➡承認・評価を⾏い、次ステッ
プへのアドバイスを⾏う

メンバーのスキルレベルや顧客や
商談の難易度などをみて、状況に
よってはティーチングも⾏う
※ティーチングについては次ペー
ジを参照

❺成⻑を意識した
活動の実践

❶メンバーの
営業⼒の把握と共有 ❷活動状況の把握 ❸コーチングの

流れを活⽤

❹ティーチングとの
バランス



コーチング、ティーチング、営業コーチングの違い
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一般的なコーチング 営業コーチング ティーチング

目的 自己の発見 営業活動の強化改善と
営業力向上

知識、技能の習得

対象 自分の中の意識 営業活動と営業力
（知識とスキル）

足らない知識や技能

関係 フラット マネジャーとメンバー 教える人、教わる人

考え方 本人の考えを尊重 最適解を
協同で検討し確定

習得したかが大切

やり取り 聴いて気づきを促す 問いかけ
⇒承認・アドバイス⇒納得

理解させ質問で確認

成長の要因 本人に答えがある PDCAサイクルの実践 正解を教える

評価 本人が評価 本人とマネジャー
および顧客が評価

トレーナーが評価



営業コーチングの進め⽅
営業コーチングは、営業戦略、営業戦術、プロセスマネジメント活動と同期をとらねばなら
ない。そのうえで、中⻑期的視点に⽴ってメンバー個々の営業⼒強化を実現する策も同時に
実⾏していく必要がある。
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⽬的 現状分析 改善策の決定 能⼒強化策の提⽰
関わり⽅ 問いかけと⾃⼰分析 アドバイスと共感 徹底と⽀援

アプローチ
初期接触

顧客課題
明確化

提案

クロージング

納品
フォロー

・⽇々のコミュニケーショ
ンや営業同⾏、プロセスマ
ネジメント指標の状況など
から、メンバーの各プロセ
スごとの問題点やGoodポイ
ントを⾒つけ出す
・メンバーの⾃⼰認識を確
認すると共に問題点やGood
ポイントの背景にある原因
や要因を分析させる
・分析結果と⾃⼰評価を⾃
らの⾔葉でプレゼンさせる

・⽇々の活動を通じて⾒え
たメンバーの営業上の強化
ポイントを知識・スキルの
観点で分析する
・改善・強化のための⽅策
をメンバーに提⽰し納得を
得たら継続的に実施・フォ
ローしていく
メンバーの状況によっては、
半強制的に施策を実施して
いく

・問題点の解決策やGoodポ
イントのさらなる強化策を
検討・提⽰させる
・策の背景確認と評価を⾏
い、効果が⾒込めれば承認、
不⼗分であればアドバイス
や追加策を提案
・メンバーの状況によって
は、マネジャーから策を提
⽰し実⾏を指⽰する
・納得度と理解度を確認す
る

営業戦略・営業戦術

プロセスマネジメント
必ず同期をとる

短・中期視点→P.7 中・⻑期視点→P.8



短・中期視点に⽴ったコーチングのポイント
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会話の準備
コーチング（コミュニケーション）を⾏う前に、メンバーの状況をしっかり理解しておく

ことが⼤切。ポイントは「事実情報」を把握しておくことと、⾃分なりの「課題の仮説」

を⽴てておくこと

関係の確認
メンバーがコーチ（マネジャー）を受け⼊れ、聞く⽿を持たなければ有効なコーチングは
実施できない。業績管理と明確に区別して、メンバーが安⼼してコーチングを受けられる
よう場を設定する

期待すべき⾏動の理解
メンバーにどんな⾏動をとってもらいたいか、とらせようとしていたか、明確に整理して
コーチングに臨む。単に現状に対する評価・批評ではいけない。あくまでもあるべき姿と
のギャップがテーマ

変えるべき⾏動を明確にする メンバーが理解納得するよう、変えるべき⾏動を伝える。その際、理由を客観的な視点、
例えば顧客から⾒た視点などを織り交ぜて伝えると同時に、得られる期待成果も提⽰する

新しい⾏動を組み込む コーチングプログラムを1回きりのイベントに終わらせないために、定例のOne on Oneなど、

定期的なコミュニケーションイベントに制度化してしまう



⻑期視点に⽴ったコーチングの進め⽅（GLOWモデル）
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プロセス ⽬的 問いかけ（例）

Goal
⽬標の設定

最終的に達成したい⽬標や実現したい像を

明確にする

・どんな営業パーソンになりたいのか？

（具体的な先輩営業、担当したいクライアント、達成したい業績、

〇〇の⾼いスキルを要したプロフェッショナル）

Reality
現状の把握

⽬標に対する現在の状況と課題を可視化す

る

・今⽬標の何％まで達成できてると思うか？

・事実として現在何が起きているか？

・今、何が問題だと思うか？

Resource
資源の発⾒

⽬標達成のために活⽤できる資源を整理す

る

・今いまどんなスキルや知識、強みを持っているか？

・今までの成功体験・失敗体験で得たものは何か？

・周囲でサポートしてくれそうな⼈物は誰かいるか？

Options
選択肢の創出

⽬標を達成するための⽅法を網羅的に洗い

出し決定する

・これまで実⾏した中で⼀番効果のあった⽅法は？

・これまでやろうと思ってやらなかった取り組みは？

・⾃分がお客様だったらどうしてほしいか？

Will
意志の確認

アクションプランを⽴て達成に向けて意志

を確認する

・⽬標を達成するための⾏動計画を⽴てませんか？

・活動の最初の⼀歩はどこから始めるか？

・⽬標を達成したら、どんな気持ちになるか？

Reality
現状の把握

Resource
資源の発⾒

Options
選択肢の創出

Will
意志の確認

Goal
⽬標の設定

ギ
"
#
プ

GROWモデルは「コーチングスキル」の1

つ。コミュニケーションは「問いかけて、
考えさせて、聴いて、承認してやる」と
いう流れで実施します。メンバーが返答
に窮した場合の助け⾈は必要ですが、で
きるだけ答えやマネジャー⾃らの希望や
意思をメンバーに押し付けないよう注意
する必要があります。
※危険なワード「多分こうじゃないか、
こうしたほうが良いと思う、あくまで私
の考えだが…」



イノベーションを起こすコーチング（⾃⼰強化）
環境変化が激しい中、マネジャーの知識やノウハウだけでは、軌道修正の最適解が導き出せ
ないこともある。その場合は、マネジャーもメンバーと共にオープンでクリエーティブな発
想を駆使して、⾰新的で新しい⼿法を共に導き出す必要があります。
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営業戦略・営業戦術

プロセスマネジメント

期待成果とのギャップ
↑

原因：求められる活動がとられていない

営業コーチング
「知⼰の知⾒の提⽰と気づき」

メンバーの⾏動変容と
求められる成果の獲得

期待成果とのギャップ
↑

原因：？？？？？

イノベーションを起こすコーチング
「新たな課題を設定し、メンバーと共に解決策を

創り上げてゆく」

メンバーの⾏動変容、期待成果の獲得と共に
マネジャー⾃らの視点の拡張と知⾒の強化

営業コーチング イノベーションを起こすコーチング



イノベーションを起こすコーチングの考え⽅
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他にどんな選択肢が
考えられるか？

どれが最適の
選択肢か？

現存する選択肢を⽐較検討し
解決策を⼀つ決める

選択肢を広げ
創造的な代案を出す

マネジャーの
普段の思考回路
「絞り込み思考」

イノベーションを⽬指した
批判的思考
「拡散思考」

■思考を広げる問いかけ

・そもそも⼀から取引するとしたら何を提案するか？

・顧客のCEOだったらどんな選択をするだろうか？
・顧客の予算がもっとあったらどんな提案をするか？

・⾃分が競合だったらどんなアプローチをするか？

・⼀からサービスを開発するとしたらどんなサービスか？

キーワード 内容

置き換え 代わりに何が使えるか？

統合 他のサービスとどう統合できるか？

転⽤ 他に活⽤できる場⾯はないか？

拡⼤ 強みをもっと強調・強化できないか？

修正 マイナス⾯をプラス⾯に出来ないか？

応⽤ もっと⾼度な活⽤⽅法はないか？

取り除き そもそもやめることは出来ないか？

再配列 順序を変えることで成果が変わるか？

逆転 全く逆のアプローチは出来ないか？

10

イノベーションを起こすコーチングで⼤切な考え⽅ フレームワーク



付録：ソーシャルスタイルチェック
メンバーとの相互理解を促進するためのツールとして「ソーシャルスタイル」を紹介します。これは⼈々
がある程度の緊張が伴う場⾯でどのようにふるまうのかに着⽬して分析を⾏い、４つの特徴としてまとめ
たものです。メンバーの、そして⾃⾝のソーシャルスタイルを把握しておくことで、営業コーチングにお
いてより適切な対応を取りやすくなります。
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High

High

Low
＜意志表現度＞
⾃⼰主張が強い

＜感情表現度＞感情が表に出やすい

現実派
（ドライビング）

社交派
（エクスプレッシブ）

友好派
（エミアブル）

理論派
（アナリティカル）

Low

感情表現度
⽇頃の⾏動や発⾔において、どれぐらい
の強度で⾃⾝の感情を移⼊したり表現し
たりするか

意思表現度
その⼈の考えや主張がどのくらい⼒強い
か、また、まわりがその⼈にどのくらい
影響されるか。
本⼈の内⼼の思いの強さはさておいて、
表現したり⾏動したりする時、相⼿が“ま
わりの⼈に影響を与えコントロールしよ
うとする傾向が強いな”と感じれば意志表
現度が⾼い、“弱いな”と感じれば、意思
表現度が低い、ということになります。



理論派（アナリティカル）の特徴とその対応法

□ 感情を出さずに、穏やかな声で、間を取りつつ、淡々と話す、⾝振り⼿振りは使わず、
視線を外すことが多い

□ 論理的で、秩序だった話し⽅を好む冷静で、ビジネスライクな印象
□ 慎重、細かなことも⾒落とさない
□ 時間をかけ、プロセスを⼤事にする
□ ⼈間関係より、仕事、課題に興味を⽰す
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●傾聴（ヒアリング）の⼯夫
・急かさず、先ずは話を聴く、沈黙を恐れない（⼝が重い）
●承認（ほめ⽅）の⼯夫
・具体的な事象や結果を詳細に褒める
・承認する理由も必ず伝える（褒める理由、認める理由を述べることが重要）
●質問（問いかけ）の⼯夫
・⾒落としている検討項⽬を提⽰する、論理的な質問を繰り返す
●提案（指導・アドバイス）の⼯夫
・論理の流れ、ロジックが前提、情報の⼀覧表・⽐較表は有効
・じっくり検討することを尊重し、必要な情報を提供しようとする姿勢（意思決定を急かさない）

特徴

対応法



友好派（エミアブル）の特徴とその対応法

□ 声にも態度にも、穏やかさをにじませ、皆に⽬配りをしながら、同意を得るように、ゆっくり話す
□ 問いかけ、相談を持ちかけるように話す、温和で、縁の下の⼒持ちという印象
□ まわりの⼈の感情に気を使い、決断をためらう
□ 皆を励まし、サポートしようとする
□ いい⼈間関係の中で、楽しくことを進めようとする
□ 何よりもまずは、⼈間関係を築こうとする
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●傾聴（ヒアリング）の⼯夫
・話しやすい雰囲気を作る、全て話し終わるまで⼝を挟まない

●承認（ほめ⽅）の⼯夫
・周囲からの感謝、影響を中⼼に褒める（本⼈を褒めるより効果的）

●質問（問いかけ）の⼯夫
・取り巻く影響を受ける⼈々の思い、考え、希望などを伝えた上で質問する
●提案（指導・アドバイス）の⼯夫
・信頼関係の構築が重要
・相⼿の⽴場を理解し、相⼿本位の姿勢が不可⽋
・虚偽や操作は⾒抜かれる

特徴

対応法



現実派（ドライビング）とその対応法

□ 感情は出さないが、メリハリ、⼒強さのある話し⽅をする、アイ・コンタクトしながら話す、短めの
⽂章で、はっきりと話す

□ キビキビした、あるいはダイナミックな印象、⽩⿊をはっきりさせ、決断が速い
□ ⼤筋をつかんだら、どんどん進めていく、より短い時間で、よりよい結果を出そうとする
□ ⼈間関係より、仕事、課題に興味を⽰す

営業コーチングと⾃⼰強化 14

●傾聴（ヒアリング）の⼯夫
・話の腰を折らない、感情的にさせない

●承認（ほめ⽅）の⼯夫
・曖昧な表現、ほめ⾔葉は使わない（良い⾯・悪い⾯をはっきり伝える）

●質問（問いかけ）の⼯夫
・選択肢を⽤意（基本⼆択）し、メリット・デメリットを明確にして質問する
●提案（指導・アドバイス）の⼯夫
・選択肢を⽤意する（押し付けない）
・本⼈の決定を原則、尊重する（反対する場合は根拠を明確に）
・情報、事実、データを重視する

特徴

対応法



社交派（エクスプレッシブ）とその対応法

□ ⾔葉、声、態度などすべてを使い、豊かに 主張し、感情を表現する
□ 相⼿の視線をとらえ、感情を込めてアップテンポで話す、まわりを巻き込むような、話し⽅をする
□ 明るく、⾃信があり、直感的な印象、直感的に決断するので、即決即断
□ 皆を巻き込み、楽しませようとする、細かいことにとらわれず、いいノリの中で、楽しく、にぎやか
にことを 進めようとする

□ まずは強い⼈間関係を築こうとする

営業コーチングと⾃⼰強化 15

●傾聴（ヒアリング）の⼯夫
・良く聴いて、話の整理を⼿伝う（話があちこちに⾶ぶ）

●承認（ほめ⽅）の⼯夫
・⼤げさに褒める、しかし、調⼦に乗らせない

●質問（問いかけ）の⼯夫
・夢が広がると感じているエピソードなどをさりげなく伝えながら質問する
●提案（指導・アドバイス）の⼯夫
・相⼿のイメージ、夢、などを尊重し共有することが前提
・相⼿が繰り返し好んで使う⾔葉や表現を活⽤する
・少なくとも「〜ができたらいいな」などのイメージに⽔を差さない

特徴

対応法



チェックシート 1/2
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各項⽬の空欄に当てはまる場合＝1、
当てはまらない場合＝0を記⼊してください。

（１） 話すペースが速い

（２） 視線をソフトに合わせて話す

（３） 周りと⼀緒に仕事を進めることが好き

（４） ポーカーフェイス（表情を変えない）

（５） ⽥舎で暮らしたい

（６） 間を取らずに話す

（７） まずはまわりの意⾒を聞く

（８） まずは⼈間関係を築くことが⼤事

（９） 声に抑揚は少ない

（10） 字はきれいな⽅だ

（11） 話す時は語尾がはっきりしている

（12） 順を追って話す

（13） 例え話やエピソードを交えてわかりやすく話す
（14） 話す時に⾝振り、⼿振りはあまり交えない
（15） どちらかというと寒がりだ
（16） 話すときの声が⼤きめ

（17） 発⾔は他の⼈が発⾔した後からが多い
（18） やさしい⾔葉を使うことが多い
（19） ビジネスライクな雰囲気
（20） あついお茶が好きだ



チェックシート 2/2
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各項⽬の空欄に当てはまる場合＝1、
当てはまらない場合＝0を記⼊してください。

（21） ⾃分から話の⼝⽕を切る
（22） 話すときの声が⼩さめ
（23） カジュアルな雰囲気である
（24） かしこまった⾔葉、固い⾔葉を使うことが多い
（25） ウソをつくことはない
（26） 結論から話す
（27） 話す時は語尾はソフト

（28） ⾝振り、⼿振りを交えて話す
（29） 情報・データ・数字を重視する
（30） 都市での暮らしは楽だ
（31） まずは⾃分の意⾒を⾔う
（32） 間を取りながら話す

（33） 声に抑揚がある

（34） 仕事の取りかかりが早い
（35） ⻩⾊の信号では⽌まる
（36） 視線をしっかり合わせて話す

（37） 話すペースがゆっくり
（38） 表情が豊か
（39） ⼀⼈で仕事を進めることが好き

（40） 朝は仕事がはかどる

合計
A               B              C              D              E



診断結果
以下の数値を出して下のグラフのどこに当てはまるかを確認してください。

A（ ） − B（ ） ＝（ ） …意思表現度（横軸の数値）
C（ ） − D（ ） ＝（ ） …感情表現度（縦軸の数値）

営業コーチングと⾃⼰強化 18

４−４

−４

８

８−８

−８

意
志
表
現
度

感情表現度

理論派
（アナリティカル）

現実派
（ドライビング）

社交派
（エクスプレッシブ）

友好派
（エミアブル） ４



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。
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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

