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本レポートは、実際のセミナーでの発⾔の書き起こしを元に、読みやすいよう⼀部を改変したものです。
また、当⽇のセミナー運営に関わるアナウンス部分は割愛しております。

サプリ：本⽇は皆様と⼀緒に「信頼される営業パーソン

まず営業というのはしゃべらないといけないと考える⽅

の育て⽅」というテーマで、セミナーをさせていただき

が多いんですが、まずお客様の話をよく聞くということ

たいと思っております。

が1番⼤事なことだと思います。あと当然なんですが正

本⽇、⼤体60名のお客様にこのセミナーを視聴いただい

直誠実に、お客様を宝物と⼤切に思う。

ているんですけれども、テキストマイニングでどのよう

あと、お客様のメリットがあるわけですね。ソリュー

なご部署ご役職の⽅にご参加いただいているのかなとい

ション提案の商品を買っていただく。その利点にマッチ

うのを調べましたところ、このように⼈材開発部様、営

した提案ができる営業かなと思います。

業部様、○○事業部様…そういった研修をご決定された
り、ご起案されたりする⽴場の⽅に多くご参加いただい

サプリ：⼩森さんにはこの図もいただいてまして…

ております。

▶▶▶スライド

信頼される営業パーソンとは？

⼩森⽒：私がいつも研修で使っているストーリーマップ
という⾯⽩い漫画を⾒ていただいて、全体像を紹介した

サプリ：それでは早速ではありますが「信頼される営業
パーソンとは？」。

いなと思います。これ全部できるともうトップ営業です
ね。コミュニケーションの上級者です。
まず中央、上の⽅に⼭があります。
「購買の原則の⼭」といいます。
そもそも⼈はなぜお⾦を出して物
を買うんですか。1番下の必要なも
のを買います。で、欲しいという
感情、好きになった時、好感を
持ったこと。好きだ、欲しい、必

まず、どのような⽅が信頼される営業パーソンなのか、

要だ。これがたった1つの購買の原則になります。そ

⼩森さんに聞いてみたいと思います。いかがでしょうか。

の⼭を3つの⼿のひらが⽀えてますという⾯⽩い漫画

⼩森⽒：はい、そうですね。こちらの資料をご覧いただ
きたいのですが。

なんですね。これが信頼関係の構築です。
まず左側、颯爽としたビジネス
パーソンが鞄を持って商談に⾏く
ぞと歩いてる漫画。これが正直誠
実な態度で接するということを表
す。
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下のですね、⾚いネクタイの⽅、

商談というのはお客様の⼼の窓を開くことです。今⽇か

これお客さんでその周りを営業の

らですねお客様の⼼の窓は開いてるかな、ここを⾃問⾃

みなさんが5⼈分⾝している。こ

答しながら商談をしていただければと。

れがコンタクト回数の法則ですね。

⼼の窓が開いた後に⾚い

特に新規開拓の⽅ですね、1回、2回ではなかなか⼼の窓

トラックに⼊ります。こ

が開かないと思います。4回、5回、6回たくさんの回数

れが商品プレゼンですね。

訪問するごとに少しずつ⼼の窓が開いてきます。私はい

これは営業の⽅がされて

つも新規開拓は5回で契約取って下さいと⾔います。

ると思います。

あと右側ですね。地球儀みたいな

これが5つの話法で、最

球を抱っこしていい⼦いい⼦って

後がクロージングですね。

拭いてます。これが、お客様を宝

11番⽬の1番右にクロー

物＝⼤切な⼈だと思いましょうと

ジングというのがありま

いうことなんですね。中には

す。

ちょっと難しい⽅でクレームのお
客様もいらっしゃると思うんです
が、すべてのお客様は宝物、必ず将来ご契約いただける。
この気持ちを持つということがね営業にとって⼤切なこ

まとめますとこのサッカーのイレブン話法、相⼿の話を
聞くのが商品説明に帰すということです。
多くの営業は喋ろう喋ろうとしてる⽅が多いのではない

とかなと。
この3つの⼿のひらができると基本の信頼関係ができて
きます。でも、どれか1つでもできないとなかな（信頼
関係が）できないということを表しています。

かなと。だいたいこの⾚い⽅、商品説明ばかりしようと
する⽅が多いと思いますので、まずしっかりお客様の話
を聞くというところ、ここを1番重要なポイントとして
ご紹介をしてる漫画ということになります。

その周りをぐるっと陸上トラックみたいなのが丸く囲ん
でます。向かって左側が⻘いトラック、向かって右が⾚
いトラックですね。

簡単ですが以上です。
サプリ：ありがとうございます。私⾃⾝は今、営業サプ

私の営業研修ではこの

リのマーケティングをメインに担当させていただいてる

左の⻘い⽅を中⼼にや

んですけれども、営業をやっていたこともございまして

ります。これが相⼿の

ですね。今の話は⾮常に⾃分の胸にグサグサと刺さる部

話を聞きましょうとい

分と、精進しなければと思う部分とたくさんございまし

うことで、6つの話法

た。

を紹介してます。
⼩森⽒：営業というのは根性だとかね、天性のものだと
シャッターみたいな絵
があると思います。こ
れは（お客様の）⼼の
窓を表しています。

いう⽅がいらっしゃいます。もちろん根性で売れる⽅も
いらっしゃるんですが、今の若い⽅ほど、根性でやって
来いと⾔っても響かないんですよね。
だから、この体系1つの形をしっかり覚えていただいて、

1番のところは⼼の窓が閉じています。お客様が初対⾯

⾃分の個性に合わせて売っていただいたらいいんです。

の営業に警戒⼼を持ってる状況ですね。
このストーリーマップの営業の⼿法は、性格とか年齢と
その状況で、この6つの話法を使って営業が⼀⽣懸命、
笑顔でお客様の話を聞くと、だんだんだんだん2番3番と
お客様の⼼の窓が開いてきて5番6番でお客様の⼼の窓が
全開になります。
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家族の⼈間関係も良くなってくるかなというところです

受けられたんじゃないかなって思いつつこのマップを拝

ね。

⾒しておりました。

サプリ：確かに私なんかも家にいる機会がすごく増えた

⼩森⽒：⼤塚さん、グッドポイントだと思います。おっ

ので、家でも使えたらいいですね。

しゃる通り、私はP&Gに17年間いたんですが、個⼈の

⼩森⽒：親⼦喧嘩、夫婦喧嘩、兄弟喧嘩たくさんあると
思うんですが、やはり⼼の窓が閉じてるわけなんですよ

キャラクター・個⼈のやり⽅に頼るというのを⾮常に嫌
う会社なんですね。

ね。相⼿の話を聞かないで⾃分の⾔いたい事ばっかり⾔

例えば優秀なトップ営業の⽅がいらっしゃいました。

う。相⼿を宝物と思ってないと、たまに嘘をついたりし

「彼は優秀だからできるんだよ」で終わってはいけない

て正直誠実に接しない。

と。彼の優秀なポイントは何なんだと。やっぱりお客さ

この3つの⼿のひらができないと、喧嘩になったらもう
会話しませんよね。コンタクト回数なくなっちゃいます。
ご家族の信頼関係回復にも使っていただければいいかな
と思います。
サプリ：ありがとうございます。私の家族がこのセミ
ナーに参加してないことを⼼から願っています！笑
⼤塚：このストーリーマップ、いかにすごいかっていう
ね。営業というものはこういうものですよっていうのを
1枚で⽰せるのって実はものすごい⾼度っていう⾔葉で
⾔い切れないくらいでですね。10年20年25年かかって作
りましたレベルですね。
営業ってこういうものなんですよっていうのを⽰すのは、
1年⽬の2年⽬の⽅3年⽬の⽅も、そして⼗何年⽬の⽅も、
また今⽇お集まりの営業指導される⽅にも、やっぱり分
かりやすいですよね。
ふわっとした営業…⻑嶋名誉監督のバッティング理論の

んの話しっかり聞いてるよねとか、業界知識を⼀⽣懸命
勉強してるとか、お客さんへレスポンス・企画書出すス
ピードが速いとか、ポイントってのはあるわけなんです
よね。それを引っ張ってきてマニュアル化する。
マニュアル化することによって営業のベストプラクティ
スをどんどん作っていくのに⾮常に⼒を⼊れますね。
⼤塚：合理的ですよね。
⼩森⽒：おっしゃる通りです。
⼤塚：属⼈化ってすごい⼈はすごいけど、そのすごいや
り⽅は私には出来ないって（ことが）実はすごい⽇本の
企業さんで多いですよね。
⼩森⽒：はい、そうですね。もう1つはですね、ヘッド
ハンティングがアメリカ企業は盛んですので、優秀な⽅
ほどすぐ会社を辞めてしまうリスクがある。
⼤塚：あー、そういうことなんですね。

ように、「スーッと来た球をガーンと打つ」的な営業の

⼩森⽒：ですので、優秀な⽅が会社にいる間にその⽅の

やり⽅って普通の⼈だと分からないですよね。

優秀なポイントをマニュアル化して学んで、その⽅が辞

だから、こう⼿取り⾜取りこういうものだっていうのを
1枚で⽰せるってのはものすごい価値のあることだ思っ
て。
ご著書は拝⾒してたんですけど、この絵は先⽇⾒せてい
ただいて衝撃を受けました。素晴らしいと思います。
と同時にですね、営業マニアがまだいたんだっていうこ
とですね。外資系のP&Gから⼩森さんのキャリアがス

めても学んだ⽅が5⼈も10⼈もまた出てくるというとこ
ろですね。
そういう、終⾝雇⽤の⽇本とは違うリスクがあるという
のも、⼤塚さんがおっしゃったマニュアル化していくと
いう1つのポイントかなと思います。
⼤塚：なるほど。やっぱり、そういう強さがずっと会社
の資産として蓄積されてるっていう事ですよね。

タートされてるってところにピンと来てですね。

⼩森⽒：おっしゃる通りです。

私達はアングロサクソンワールドと呼んでるんですけど、

サプリ：私どもサプリも、今まさに営業の形を作ってい

営業を概念化できるのは世界でアングロサクソンだけだ

るところですので、それがどんどんどんどん、この何年

と⾔われているので、その辺の流れをきっと⼩森さんは

何⼗年も蓄積されていって、いつかこのイラストに書け
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るように頑張りたいなという⾵に思います。ありがとう
ございます。

サプリ：⼤塚さんも型をお持ちでらっしゃるんですよね
⼤塚：私はたまたま運が良かったんですけど、リクルー

それでは続きまして、⼤塚さんにお伺いしたいんですけ

トの新規開拓の部隊に配属されて、当時天才と⾔われる

れども、⼤塚さんは信頼される営業パーソンというのを

リクルートを代表するような伝説的な営業パーソンの先

⼀⾔で⾔うとどんな⽅だと思われますか。

輩が何⼈もおりまして。たまたまその1⼈が⽣まれ故郷

⼤塚：はい。私はですね、顧客の期待を超える、そして
社内の期待に応え続けられる⼈というのが信頼される営
業パーソンだと思っています。

が近くて。その天才営業パーソンから⾊々こまかな営業
をこれでもかってくらい、家庭教師が毎⽇ついてるぐら
いに叩き込まれてですね。
そこで教えられたのは「営業ってのは⽅法の塊」。次の
⼀⼿はこうするっていう定⽯、スポーツのルールという
か将棋の定⽯、囲碁の定⽯のような、こう来たらこう返
すんだというのを全部その先輩から教えられたことがあ
りまして。
なおかつ、他流試合といういうことで、例えば電通さん
とか野村證券さんですとか、富⼠ゼロックスさんのトッ
プセールスの⼈と⼀緒に会いに⾏って、飲み会をして、

この顧客の期待を超えるということなんですが、まず顧

そこでまた営業教えてもらうだけでなくロープレをやっ

客の期待を超えるためには、顧客の期待されてるものが

てもらい、しまいには同⾏営業してくるっていうですね。

そもそも何なのかを把握しないといけないですよね。そ

そういう場でいろいろ武者修⾏させられてまして。各社

れはお聞きするしかないと思うんですけど、まず把握し

のすごい営業に触れて、そこからまたいろんな⽅法論、

ます。

マニアックな⽅法論を教えられて、⾃分はそこがきっか
けで売れるようになったんですけど。

今度、その期待に「応える」ということと、その期待に
「応え切る」って⾔う事じゃ、やっぱり違いますよね。

結論としてはまさに先ほど⼩森さんがおっしゃっていた、

そして、その期待に「応え切る」って⾔うことよりも

営業って属⼈的なものではなくて、必ず売れる型がある

やっぱり期待を「超える」営業ってのがやっぱり最後に

んだって⾔う。ゴルフにもあのフォームってあるじゃな

勝てるということと、お客様から信頼されるっていう結

いですか。テニスも野球も全部。

果になると思うんですね。

そのセオリーがあるんだっていうことを思っていたとこ

さらには、それじゃお客さんのためだけにやってるのか

ろで、MBA留学をするんですけど、そこでも衝撃ですね。

と⾔うと、やっぱり営業は数字がありますので、社内の

さっきのアングロサクソンの話で。アメリカの⼈達、ア

予算・⽬標に達成し続ける。

ングロサクソンの⼈達って属⼈的なものみんなマニュア

ここがまた⾟いとこなんですけど、その社内の期待に

ル使ってできちゃうんだっていう衝撃を受けて。

「応える」ことと「応え続ける」ことってやっぱり違っ

そこで、その各社の天才営業の⾔っていた売れる営業の

て。売れたり売れなかったりということでは、信頼され

やり⽅を全部型にするということに2年間をアメリカで

るけど信頼されないこともあるって⾔う。

費やし、⽇本に帰ってきて独⽴して。

本当は売れてない営業より売れる営業パーソンの⽅が⾟

最初、実は営業の型7つのカテゴリで63の型にしたんで

いんですよね。プレッシャーも多いですし、クレームだ

すよね。ところがそれってリクルートチックな、形のな

とかそういうアクシデントも1番多いわけですから。

いもの⼤⼿中堅中⼩企業に売るって⾔うことにははまっ

そういうのを含めて、社外にも社内にも応え続けられる。

たんですけど、ある時総合商社の受講者から、⼤塚先⽣

これが信頼される営業パーソンかなと思っております。

の書かれてる本の営業を私はどこで活かせばいいんです
かって質問されて。何の仕事してるって総合商社でロシ
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アになんだかのプラント売ってる営業だって。凍りつい

を、ヒアリングをヒアリングで終わらせずに、細かく細

てしまってですね 笑。

かく、売れる営業には話し⽅の⽂法があるとか、これま

いろんな営業のパターンがあるんで、そこには通⽤しな
かったんだということで、また⼗数年ほどいろんな各社
を回ってですね。
今度はインフラの営業ですとか、総合商社、不動産営業
さんとかゼネコンさんサブコンさんの営業でも通⽤する
13のカテゴリーを作って144の⽅法をメソッド化して。
それが営業の型です。

さに先ほど⼩森さんが相⼿に話を聞くことなんだとご指
摘下さいましたけど、その聞き⽅、どうすれば、どうい
うネタを振れば、あるいはどういうご質問をすればお客
様が話してくださるのか。質問すれば答えてくださるわ
けじゃないんで、そこが難しいんですよ。
特に新⼈の⽅とかは聞くことが⼤事だってのはわかって
も、どう聞けばいいかわからないんです。今度そうする
と質問の仕⽅を学んじゃうんですよね。そこは本当は他
社の事例を話した⽅がいいかもしんないし、その企業様
のさっきの期待じゃないですけど、ここんとこで困って
るということをお聞きして、相⼿が乗ってきたところで
質問した⽅が話してくださると。
そういう細いことが⼤事なんだということを1個1個説明
しています。

先ほどの⼩森さんのストーリーマップだとまわりの外郭
が11のステップになっていて、真ん中に3つの島があっ
て繋がってという話でした。
私の場合もほとんど同じことを⾔ってるんですけど、営

あとはNGワード。こういう事⾔っちゃいけないよとか。

業ってアプローチ準備があってアプローチがあってヒア
リングがあって。社内共有、それを受けて⾒積もり提案、

お客さんの前で例えばどんなことやってる会社なんです

提案書の作成だとか⾒積もり、それを今度プレゼンして

か？とか聞いたら、調べてから来いよみたいになるじゃ

クロージングする。そこで受注して納品してあるいは施

ないですか。そういうことだとか。

⼯する。そしてアフターフォローがあったり、あとはト

本当はお客さんに気づかれないように主導権を取れた⽅

ラブルとかクレーム処理があるって⾔う。この1つ1つに

がいいんですけど、でも、お客さんは営業に主導権なん

ついて何が⼤事なのかっていうポイントがあるので、そ

て取られたくないわけで。どうやってその相談の主導権

ういうのを整理して。

を取るかとか。

あとはそれ以外にも、これを横串で貫くものってコミュ

あるいは案件化につながる⾃社紹介をどうしたらいいか

ニケーションスキルでしょ、あとこういった11個のスキ

とか、1つ1つをマニュアル化して。⾃然な聞き⽅もこう

ルを補完するスキルもあるでしょ、そしてモチベーショ

すれば聞いてくれるんだよっていうのを、マニュアル

ン系の営業⼒の源泉。モチベーションって上がったり下

化っていう⾔葉はいいのか悪いのか別にして、⽅法をと

がったりするもんなんで。

にかく集めておく。

そういうものを組み合わせて、ハーバード学派のマイケ

若い営業の⽅、あるいは新⼊社員の⽅々っていうのは、

ルポーターのバリューチェーンを参考に作りました。

すごい⽅法だとは思うけどとてもこんなやり⽅は私には
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出来ないと思ってしまう。そこで、⽅法がたくさんある

これは、営業に限ったことではなくてマーケティング本

とチョイスができるんですね。これなら私にもできる、

部でも、それから管理職研修でもですね、この5つを

これなら僕にもできそうだっていうものがチョイスでき

しっかりと⾝につけるということが必要ですよというこ

るんで、そういう意味で 1つ1つの⽅法を整理しておく。

とですね。

さっきの⻑嶋名誉監督のバッティング理論ではなくて、

グローバル⼈材ということもよく⾔われるんですけども、

こういうクセを持った⼈はこういう⾵に打つといいんだ

グローバル⼈材育成って何ですかというところで指標に

とか、ストレートのタイミングでカーブが来ちゃったら、

してもらってもいいかなと思いますね。

「いちにーのさん」なのか「いちにーさん」で打つの
かっていう。
そのやり⽅をこうすりゃいいんだってわかりさえすれば、
⼈って前に進める。
ということで、ものすごく営業って⽅法の塊なんだ
なーってことを強調したいと共に、皆さんも育成という
部分では、その⽅法を整理してどう学ばせるか伝えるか
ということを意識するといいんじゃないかなって思って
おります。
サプリ：ありがとうございます。

1つずつ説明させていただきます。
まず1つ⽬のThink Bigというのがありますね。これは⼤き
く考えろっていうことなんですけども、要は、営業を例
にとりますと、私は前年⽐3%とか5%アップの⽬標って
いうのはあまり好きじゃないんですね。
営業課⻑、営業⽀店⻑の時代が私⻑いんですけども、な
ぜかといいますと去年100売って今年は103売ればいい、
3%のアップとなると部下の営業は何を考えるかというと、
今までと同じ営業のやり⽅をやって、運が良かったら
103%⾏くかなと考えるんですね。要は⾰新的なことをや
らないんです。そしたらだいたい98とか99で終わっちゃ
うんですよ。

営業パーソンに教える重要な5つのポイント

ですから私は150%とかですね、去年の売り上げの2倍や

サプリ：⼩森さんはP&Gさんをはじめとする外資で⻑い

るにはどうしたらいいだろう、この商品3倍取るにはど

ご経験を積まれ、⼤塚さんはリクルート社から始まって

うしたらいいだろうとか、今までやってなかったことを

その後MBAを取られたということなんですけれども、

考える。そしたらですね新しいアイデアが出てくる。こ

やっぱりP&Gさんとかリクルートって営業とかマーケ

れが1つの楽しみになります。失敗してもいいから⼤き

ティングめちゃめちゃ強いなみたいなイメージがありま

く考える。

して。

次に2番⽬Result Oriented。これは営業というのは結果に

なので是⾮おうかがいしたいんですけれども、P&G流の

こだわらないと駄⽬だと。

営業さんに教えている、これは⼤事だっていうのはどう
いうポイントなんでしょうか。

例えば、100という⽬標を⽴てたら、なにがなんでも今
⽉は100やるぞというところですね。できるかなー、で

⼩森⽒：こちらの⽅に5つのポイントが出てると思うん

きたらいいな、でもできないかもしんないなと考えると

ですね。私は17年P&Gにいまして、ここが優れてるなと

ですね、⼤抵できません。でも何が何でも100やるぞと

いうのがこの5つになります。

⼼に決めた瞬間から⾏動が変わってくるということある
んですね。
ですから数字の結果にフォーカスしてますかと⾔うこと
です、これはポイントです。
Objective Mind。ビジネスで最も重要なのは⽬的志向です。
⽬的は何ですかというところですね。
私はP&Gで17年間いまして、上司から最もよく聞かれた
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質問が「⽬的は何」っていうことなんですね。私が上司

ですから、問題とかトラブルが起こりました。「Issueは

の時も「⽬的は？」ということを⾮常に聞きます。

何？」と聞かれます。

例えば、イメージして欲しいんですが、P&Gの営業だと

製品が売れるとか売上達成するとかプロジェクトがうま

思ってください。

くいかない、全てIssueが⾒つけられてないというのがひ

パンパースという紙おむつを売りに、今からドラッグス

とつの問題点としてあります。

トアのバイヤーのところに⾏きます。あるドラッグスト

1つ例を出します。1つの新製品の売上がうまく上がらな

アですね。まあマツキヨとかイメージしてもらったらい

いとしましょうね。プロジェクト会議でですね、「なぜ

いんですけども。

この新製品は成功しないんだ、売り上げが⾏かないん

⾞を⽌めました。上司との同⾏ですね。まず、上司が
「今⽇の商談の⽬的は何？」って聞くんですね。

だ」聞かれますよね。よく出る答えがですね、「お客さ
んに価格が⾼いって⾔われました。価格をもっと落とさ
ないと売れないんじゃないですか」。「はい、そうか、

僕が「パンパースの新製品の紹介です」（と答える）。

価格に問題があるのか。じゃあ価格を落として来⽉もう

（上司が）「⽬標ケース数は？」って聞くんですね。

1回だそうか」

（僕が）「100ケースです」（と答える）。

これがよくやってしまう間違いなんですね。価格が安い

したらですね、「100ケースの根拠は何？」って聞くん

ということが問題であると結論が出ました。これ、価格

ですよ。私、適当にしか⽴てないんですね。「別に⼤体

を落としても⼤抵は売れないんですよ。なぜかと⾔うと

これぐらいかな」って⾔うとですね、「このドラッグス

本当のissueは価格じゃないからです。

トアは1か⽉に他社含めて紙おむつは何ケースとくる
の?」って聞かれるんですね。調べてないんですよ。
「いや500ケースくらいですかね。」調べてないんです
が。
「トップブランドはどこ？」「花王のメリーズ」「メ
リーズは何ケース売るの？」「300ケースぐらいじゃな
いですか」「質問だけどトップブランドのメリーズは
300ケース売ってるのに、なぜパンパースは100ケースし
か提案しないの？」
こう理詰でいくわけですね。⽬的は何、なぜその数字な
の。ここから会議するにしても、⽬的は何？提案書を作
るにしても⽬的は何？
⽬的を明確にしないでデイリーワークで仕事してる⼈っ
て多いかなという⾵に思うんですけども、ここを⾮常に
深く問い詰められることが1番⼤事ですよということを
教えられますね。
4番⽬のMake an Issue。

価格が⾼いんじゃなくて、その価格設定をするにはその
バリューのある素晴らしい商品である必要があります。
ですから、そのバリューをお客さんにしっかりと紹介を
する営業の商談⼒がない、商談のトレーニングが不⾜し
ている。これがIssueなんです。
⼤抵のプロジェクト会議で、やろうと思うことがうまく
いかない、改善点はなんだ、じゃあこうしようというこ
とをやってますが、ほとんどの会議で本当のIssueを⾒つ
けられてないということです。本当のIssueを⾒つけられ
たらプロジェクトは成功に導きます。
やり⽅が悪いではなくIssueがわかっていないと⾔うのが
1つの問題。Issueを⾒つけるってのは⾮常に難しいこと
です。ここを深掘りしないといけないということです。
最後はSelf Confidence。これは⾃分に⾃信持ちましょう
ということなんですね。
⼤きな⽬標を⽴てたり、若くしてプロジェクトリーダー
を頼まれても、やっぱり「今、私はできる」と考えない

これIssueは何かっていう質問をよくされるんですね。こ

と駄⽬です。プロジェクトリーダーやってくれと⾔われ

のIssueというのが⾮常に難しい⾔葉なんですけども、あ

てですね、いや僕できません他の⼈にお願いして下さい

の単なる問題点ではなく、そのプロジェクトを成功され

と⾔っちゃダメなんですね。できないと思っても「わか

させる最も重要なポイントは何ですかという、これが

りましたやります」。

Issueなんですね。
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「私はできる」とですね、⾃分に⾃信を持つ⾃⼰重要
感っていうのは、ビジネスをどんどんを変⾰していくポ
イントかなと思います。
特に今のようなコロナ禍の状況になるとですねちょっと
ルールを変えていかないといけないわけなんですね。今
までやってきた仕事のやり⽅を変えないといけないとい
うことです。
Think Big、⼤きく考えて、コロナ禍でも売り上げは達成

リクルートのかつての会社の社是がですね、「⾃ら機会

するぞ、本当の⽬的は何なんだ、コロナだからできませ

をつくりだし機会によって⾃らを変えよ」ということで

んよという本当のIssueは何なんだ。

始まっててですね。ハイアップみたいな⾔い⽅するんで

それを私がリーダーとして会社を変えていく。
この5つをしっかりと持つリーダーがどんどん管理職・
若⼿に出てくると、会社は間違いなく変わっていくわけ
です。

すけど、そのできることから何パーセント上に詰めるの
というのは、⼤きく捉えるってのが前提で、予算も⽬標
も個⼈も回って⾏くみたいな。
典型的なものとしてRINGって書いてますけど、これリク
ルートイノベーショングループという事業計画まで⼀⼈

この5つができてないから会社は変わらないし、売上も

が作って良くてですね。⾃分がこういう事業をやりた

上がらないし、若い⼈がどんどん辞めてしまうという⾵

いって⾔うと⼿をあげてその絵を書くわけですね。

になります。
早⼝でまとめてしまいすみません、こんな感じです。
サプリ：ありがとうございます。ズキズキするやらハラ
ハラするやら、ごもっともでグサリ！だったりで⾮常に
百⾯相しながらお話うかがってしまいました。
⼤塚さんはリクルートに⼊社されたってことなんですけ
れども。
⼤塚：はい。

そうすると、それが通ってしまったじゃあお前やれって
いうことで3年⽬で事業部を任されたみたいな。さすが
に3年⽬って事業部⻑出来ませんから、誰かをあてがう
んですが、影の事業部⻑って3年⽬社員だったりみたい
な。そういう数字以外の部分でも⼤きく考えろってのは
貫かれていたなと印象を受けました。
結果にフォーカスというのもですね、⾃⼰申告制度とい
うのがあって、数字をいくらやりますって⾃分で宣⾔す
るんですよね。その結果を⾃分で決めなければいけない。

サプリ：リクルート社とP&G社っていずれも営業が強い
マーケティング強いというイメージはありつつも、
ちょっと異なるようなイメージがあるんですけれども、
今の⼩森さんのお話聞いて⼤塚さんはいかがでしょうか。
⼤塚：しみじみお聞きしましたけど、ほぼほぼ⼀緒だ
なっていう印象を強く受けましたね。1つ1つに当てはま
ることが多くて、しかもその優先順位順もなんか似てる
なっていうことをものすごく強く思いました。
うのがあって、数字をいくらやりますって⾃分で宣⾔す
例えば1番最初のThink Big、⼤きく考えろっていうことな

るんですよね。その結果を⾃分で決めなければいけない。

んですが、まさに⼩森さんが103%が嫌いだっていうこと
ですね。私、プレイヤーの時の⽬標が150%アップとか、

しかもさらにですね

できた数字の基準にして3%とか5%アップじゃなくて

ト」というものがあって、売り上げの順位だとか達成率

150%とか200%とか全部経験してですね。その悪夢を思

が全国で今⾃分が何位だっていうことが、週刊で全営業

い出してしまいましたけど。

パーソン個⼈に配られるんですね、冊⼦で。それがQご
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とに集められて、トップだと写真が載り、トップ争いだ

そこに向かってそこにフォーカスして常に頭で考えてな

と取材に来るんですよね。写真が載り始めるとトップ

いと答えられないということで、これもほぼほぼ⼀緒

争ってるみたいなことですね。

だったって記憶がございます。

そこの前提になっているのは、このヨミ会という週に1

5番⽬の⾃⼰重要感はすごくリクルート⼤事にしてまし

回ぐらいある営業の詰めですね、いくら売れそうですっ

て。

て。
そういうことで結果にフォーカスしてプロセスを作って
いくということでですね、あの⾦縛りにがんじがらめに
なってたプレイヤーとしての過去を思い出しました。
サプリ：恐ろしい会社ですね 笑
⼤塚：3番⽬の⽬的思考。

元々東⼤の学⽣新聞からスタートして、⼼理学で就職出
来なかった⼈が溜まった会社なんで、どうしたら⼈間が
働く⼈がやる気になるかってことにものすごくこだわっ
てて。
⼩森さんは⾃⼰重要感という⾔葉使われましたけど、リ
クルートは⾃⼰実現っていう⾔葉よく使うんですけど、
その⾃⼰実現の場なんだと。サークルなんで、能動的に
「寿どうしたいわけ」っていうですね、⽬的をまさにそ
うですねもう聞かれるんですよね。「こうしなさい」っ

⾃分で⾃⼰実現のために何でもやりなさいよっていうよ
うなところを⾃⼰重要感としてあった会社です。

て指⽰じゃなくて、「お前はどういうやり⽅でやりたい
のか」っていうこと最初に問われて、こうこうですって

ガルコンてのはシーガルコンテストって昔の会社のマー

⾔うと、じゃその通りやれよっていうこと⾔われて、し

クがカモメだったことからシーガルなんですが、社内コ

かもいつまでにやるのってお尻がついてるんですね。常

ンテストで、⾃分がこういう苦労してこよう⼤きな受注

に⽅法も期限も⽬的思考にならざるを得ないマネージメ

あげましたっていう事を皆の前で披露して、それを学び

ントする会社です。

合うようなところで、ヒーローになれる、スポットライ
トを浴びられるチャンスをみんなで作りましょうという

4つ⽬もですね、問題点を⾒つけるっていう事で、先ほ

ことが⾃⼰重要感を演出する⽅法としてありました。

ど触れたヨミ会というのがフィードバックの機会でもあ
りまして。「その問題点を解決するための次の⼀⼿は？

最後はいいだしっぺという⼤原則ですね。⾔い始めた⼈

寿はどう考えるわけ？どうしたいわけ？」ってくるわけ

からやらなきゃいけないっていう、なんかこうなったら

ですよね。

いいよねっていうのを⾔ったらそれをやるチャンスがも
らえるっていうのもありますけど、同時に責任も付いて
来るって⾔う。
それがさっきの3年⽬でも2年⽬でもっていうことですね。
そういうことで⾃⼰重要感を⼤切にする⾵⼟があったか
なという⾵に思いました。
なので、まさに⼩森さんがおっしゃってたこととほぼほ
ぼ⼀緒かな、原理原則なんだなーってことを思いを強く
しました。
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サプリ：お2⼈ともありがとうございました。

あとは部下をよく知るということですね。この部下かは
どういう⼈で、⻑所・短所は何でということです。やは
り短所を解決するって難しいと思いますので、⻑所を伸

「売れる営業パーソン」を育てるポイント

ばすことにフォーカスをする。そのことによってやる気
を引き上げていくことが重要かなということです。

サプリ：最初お2⼈に営業信頼される営業パーソンって
いうのがどういう⼈なのかお答えいただいて、次にそれ

あと、僕はいつも部下育成のOJT研修で紹介するんです

ぞれがお育ちになった会社だったり環境だったりで、ど

が、このOJTというのはまず説明すると。説明して⽿で

ういうことを⼤事にしていたかっていうのところお伺い

聞いてもらって、何をしないといけないのか、なぜする

したんですけれども。

のかを理解する。

ちょうど私が就職した頃っていうのは、まだ達成率を出

あと上司が⾒本を⾒せる。軍隊の軍曹ですよと、課⻑・

すみたいなのが結構通っていた⽂化⾵⼟だったんですけ

係⻑はですね。こういう⾵にやるんだということしっか

ども、今って若⼿の⽅がそういうことをちょっと嫌がっ

りと部下に⾒せて、そして部下にやらせて、部下のやっ

たりですとか、どこまでやったらパワハラって⾔われ

てる仕事ぶりをしっかりと⾒て⻑所をほめてあげる、間

ちゃうとどうしようみたいな。

違ってるやり⽅は指摘してあげる。

結構育てる側の⼈達って、昔よりももっと気を使う⽅⾯

ですけど、部下の話を聞くということが重要です。コー

が増えているように感じるんですけれども、ここからで

チングですよね。「お前はここがダメなんだ」を指摘す

すね、いよいよ本題の、信頼される営業パーソンを育て

るだけではなく、今⽇の仕事はどうだったかな、どこが

るポイント。

うまくいったと思う？改善点は何？Next Stepは何をする
か、部下に積極的に話させるというんですかね。部下に

今、こういうご時勢のなかでどういう⾵にすれば信頼さ
れる営業パーソンを育てることができるのかというポイ
ントをぜひお伺いしたいなと思っております。
⼩森さんいかがでしょうか。

主導権を渡す。ただし、いい質問することによって導い
てるのは上司であるということですね。これが⼤事か
なぁと。
あとは、当たり前ですけどトレーニングっていうのは1

⼩森⽒：そうですね。資料を⾒ていただきたいんですけ

回で終わるんではなくてフォローアップってのが重要で

れども。

すよということですね。

1つはOpen Mindというのは⾮常に上司にとって重要かな
と思います。何か上司だけが情報をたくさん持っちゃっ
て、チームメンバーに共有しない⽅っていうのはちょっ
と信頼されないと思います。Open Mindという気持ちが
重要かなと思います。

研修で学んだことを営業でしたら、上司が同⾏して商談
の中でフォローアップをすることですね。そして成果が
出たら上司がうまくいってるよとか、ここをこういうふ
うに変えたら必ずうまくいくよというようにアドバイス
してあげるということです。
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あと上司はチアリーダーであるということを世界のトッ
プリーダーから教えてもらいました。裁判官になってし
まうことがあるんですよね。上司の役割ってのは、お前
はいいこれはダメという形でジャッジする⼈、裁判官に
なってしまう。応援者であることですね。
昔ですね、私阪神タイガースのファンで、今あんま野球
は⾒ないんですけど、弱かったんですね、阪神タイガー
スって。でも阪神甲⼦園球場に⾏くとトラキチ（阪神タ
イガースのファンの総称）の応援団がすごいんですよね、

特に外野席。

⼩森さんが冒頭おっしゃってましたけど、営業にセンス
というのはよくある話なんですけど、例えばセンスのあ

もう例えば8対0で巨⼈阪神負けてるんですね、9回の裏

る営業パーソンがいたとしても、その⼈はそのセンスを

になりました。これもう負けじゃないですか。負けが決

持って楽をするんですよね。ですから20代のうちに売れ

まってるのに太⿎鳴らしてトランペット吹いてですね、

なくなっていって。センスのあると⾔われてた⼈で30代

最後の1⼈まで必死で応援してるんですよね。これが阪

で勝ってた営業はいないですね。

神タイガースのファンである。負けるのが決まっても最
後まで⼤声張り上げる。

あと、売れそうに⾒えるけど本当売れない⼈ってのは
いっぱいいて、売れそうに⾒えない売れる営業っていう

これがやっぱり上司の像かなと思いますね。この部下ダ

のもいっぱいいて。⾒た⽬でほんとわかんないですね営

メだなって諦めちゃダメなんですよね。今までなかなか

業は。

売上成績が上がらなくても、必ず明⽇の商談はうまくい
くよ、期待してるよ、こうしたらどうかな？お前はダメ
だと決めつけるんではなくしてね。チアリーダーである
というところを覚えておくことが重要かなと。
最後もチアリーダーにリンクするんですが、部下の成功
を信じることができないとダメですね。形勢不利でも必
ずうまくいく、必ずプロジェクトは成功するぞ、最後の
最後で必ず契約は取れるよ、ということでです。上司が
部下を信じる気持ち、これは⾮常に重要かな。

真実は、やっぱり営業に向き不向きがないってことで
しょうね。内向的だから営業に向かないとか、⼈が好き
だから営業に向いているって⾔うのは全く違うことで
あって、それこそ属性だと思うんですよね。そういうも
のでは基本的にないと。
⼈とコミュニケーションとるのが嫌いで⼈と接するのが
苦⼿なトップセールスなんていくらでもいるし、そうい
う⼈にはそういう⼈の売り⽅ってのがあるわけで。⼈好
きで話⼤好きで売れない営業パーソンなんかいくらでも

こういう上司に恵まれたら部下は幸せだと思うんですね。

いますからね。それちょっと改めて欲しいとは思うんで

会社辞めないですよ。今の若者が会社やめるのはこうい

すけど。

う上司でないからやめていくというとだと私は思います。
以上です。

育てるポイントに話を戻しますけど、とにかく⽇本にお
いて営業パーソンの育成が難しい最⼤のネックは⽇本語

サプリ：ありがとうございます。これまたためになるプ

なんですよね。⽇本語を使っている限り、⾮常に育成っ

ラス胸が痛いというふうなお話でした。それでは続きま

て難しい。

して、⼤塚さんは信頼される営業パーソンを育てるポイ
ントってどのようにお考えでしょうか。

⽇本語って⾔語学的に分類すると⻑⽂脈依存⾔語という
分類の圧倒的ナンバーワンなんですね。ちなみに2位は

⼤塚：⼩森さんもおっしゃってましたけど、基本的に営

すごい離れて中国語なんですけど。⽂脈に依存するんで、

業に向き不向きはないというところで、あるのは売れる

例えば「結構です」ってイエスかノーかどっちか分から

⽅法のみなので、その⽅法さえ出来るように共有できれ

ないじゃないですか。

ばみんなが売れるようになります。

⽇本語の表現って幅が⼤きくて、以⼼伝⼼で伝えようと
するから、上司は伝えたつもり説明したつもりなんだけ
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ど正しく部下に伝わってないことがものすごく多いんで

その型を構成する営業のスキルとか、暗黙知と⾔われる

すよ。

ナレッジ、ちょっとしたコツでもいいし、ポイントにな
ることでもいいんですけど、この営業のこのプロセスで

あと悲しい現実3つめになりますけど、営業って説明

は、こういう⽅法でやりなさいというのを理解させる。

じゃ伝わらないんですよね。いみじくも⼩森さんが、営
業の⾒本⼿本が⼤事だということと、フォローアップが
必要だというご指摘されてましたけど、説明じゃ伝わら
ないのに説明で伝えようとしているから育成ができない。
もう⼿本と⾒本が不可⽋なんですよ。

さっきの⼩森さんのストーリーマップの中のここの部分
では、うちの会社のこの商材で、このお客様にこの段階
で⼼の窓を開けてもらうためにはこういう⽅法とこうい
う⽅法がある。もっと⾔えばこのトークもしくはこの
ツールあるいはこの営業ツールの32ページのこの上の

なので、同⾏営業・フィードバック、そしてさっきの⼩

チャートを使ってやりなさいっていうそこまでやらせた

森さんの⾔葉で⾔えばフォローアップですね。良いのか

いですね。

悪いのか、良いんだけどここをこうするともっとよくな

それをロールプレイングで練習させて修正させてフィー

るんだよっていうことを返してあげないと蓄積して⾏か

ドバックをさせて現場に送り込みたい。その時のコツも、

ないんですよ。

先輩の売れている営業パーソンのやり⽅をまず完コピさ

しかもフィードバックって⼤原則があって、その時その
場じゃないと効果がないんですよ。⽔曜⽇の午前中に同
⾏して、その時、「⼤塚さ、こうやった⽅がいいんだ
よ」っていうのを次の週の⽉曜⽇のヨミ会でフィード

せて、全くものまねでいいんで⾔わせるようにして、で
きるようになったら⾃分のキャラクターとかスピードだ
とか個性があるんで、修正していくということでよろし
いかと思います。

バックされたら、私は「分かりました今度から気をつけ

ということで、ベースはコミュニケーション。フィード

ます」って⾔いますよ。ところが。そのやり⽅は再現性

バックの数がキモですよ。

がないと。その良いやり⽅を再現できないんです。

あと細かいところでは「3つの法則9つの原理26の⽅法」

まさに営業の育成は、その時その場で鉄は熱いうちに打

というのがあるんでそういう⽅法もあります。

てっていう⼤原則でないと効かないんで、皆さんも育成

リクルートのやり⽅をさっき申し上げましたけど、営業

の時にはフィードバックの原則を守られて、説明じゃ伝

にはプロセスのマネジメントとスキルのマネージメント

わらないから、

とナレッジのマネジメントがあります。そこに加えて、

説明もするんだけれども⾒本⼿本を⽰しつつっていう原
則を守っていただくところ。今回のセミナーで私⼀番伝
えたかったとこはそこでございます。そこを修正するだ
けで随分変わってくるのかなという経験がございます。

それらのエンジンとなるモチベーションのマネージメン
トがありますよ、っていう⽅法論に皆さんの会社のもの
をあてはめて整理してこんな⾵に分けていただくといい
のかなと⾔うことで。

さらにですね、じゃあ具体的にその後どうすればいいわ
けっていう話になるんですが、まず売れる営業の型です
ね。

「3つの法則9つの原理26の⽅法」というのは、いかに営
業パーソンのモチベーションを⾼め、スキルだとか⽅法
を吸収する⼟台を作ろうかというとこで、「部下のやる
気を2倍にする法」っていう精神科医の和⽥秀樹⽒と、
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今のホンマでっかTVでブレイクした植⽊理恵さんとかと

では、いただいたご質問の中から、まずは⼤塚がおっ

⼀緒に書いた本なんですけど。

しゃっていたところでご質問いただきました。⼤塚さん

⼈ってのは希望が⾒えた時にやる気が出ます。なのでど
うやったら希望を持たせられるかって。⼗分にやれそう
だと思わせ、これなら私にも出来そうだってどういう⾵
に思わせるかっていうと、⼀⾔で⾔うと⼩分けしろって
話です。

は天才的な営業の先輩がいらっしゃって今のご⾃⾝がお
ありになるって⾔う話だったと思うんですけれども。
⼤塚：はい。
サプリ：周りにそういう先輩がいる環境ばかりではない
こともあるんじゃないかなという⾵に思っておりまして、
いい先輩がいない時はどうすればいいのかというご質問
を頂いたんですけれども、どうお考えですか?
⼤塚：それよく聞かれるんですけど、その⾒本は例えば
本でもいいわけですよ。それこそ⼩森さんのこの「滑ら
ない営業」でもいいわけですよ。あと、どっかのセミ
ナーに⾏ってその講師にこう聞いた話でも。
ロールモデルって必ずしも⾃社にいないって⾔う企業さ

さっきのスキルの話とか、これをやりなさいあれやりな

んおありでしょうから、他社に求めるとか、社外でもど

さいを⼩分けして、これだけでいいんでやってちょうだ

んどん聞きに⾏って。そういう⽅って結構いらっしゃる

いねっていうことで、⼝に⼊るサイズにブレイクダウン

んですよね。

してやり⽅を共有していくというやり⽅ですよね。
さっきのフィードバックの原則みたいな話ですね。その
時その場、何をどうすればいいかわかるっていうのはで
すね、さっきのお⼿本⾒本が⼤事なんだよっていう⼩森
さんもご指摘されていたということでございます。

サプリ：⼩森さんはいかがですか？
⼩森⽒：そうですね、ベストプラクティスを⾒つけると
いうことで、上司は選べないねと思うんですね。ただし、
その上司とご縁があったのには必ず理由があるという考
え⽅が⼤事だと思います。上司も部下もそうなんですが、

サプリ：はい、ありがとうございます。なるほど、素晴

⽋点を⾒るのではなく⻑所を⾒る。私はこの上司から何

らしい営業パーソンになるのっていうのは難しいなと感

を学べるんだろう、⼈それぞれ必ず素晴らしい点てある

じていたんですけれども、その素晴らしい信頼される営

と思うんですね。学べる点は必ずあります。ですから、

業を育てるという事はより難易度が上がりますね。

その上司のいい点、⾃分にない点はしっかりと学ばせて

⼩森さんのお話の1個⽬ですね、Think Big。難しいと考え

いただくというマインドセットが重要かなと思いますね。

てしまいますが、そう考えるのでなくThink Bigでそうい

もしくはベストプラクティス、⾒本となる⼈は⾒つける

う⾵にできることをどんどんやっていこうというのは⾃

ということですね。上司がそうじゃないんですよって⾔

分⾃⾝も改めないとなという⾵に感じました。

うんじゃなくして、⾃分で探すということで今⼤塚さん
がおっしゃった通りですね。

質疑応答

他の会社であっても他の国であってもね、今googleで検
索すると何でも出てきます。国を超えて⾃分の⽬標とな

サプリ：今いくつかご質問をいただいている所があるの

る⼈は誰かなというところ探していただくということで

で質疑応答のお時間をとらせていただきたいと思ってい

すね。

ます。

今⽇は⼤塚さんと⼩森と⼀緒になってご縁があったわけ

Q1.会社に⾒本となる先輩がいない時はどうすれば

ですから、まず⼤塚さんの強み⼩森の強み、ここをしっ

いい？

かり学んでいただくということですね。ここは⽬標にし
てもらったらどうかなという。
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最低でも⼩森のレベルまでは⾏っていただきたいと思い
ますね。私は超えていただきたいです 笑
サプリ：ありがとうございます。

Q2.⾃⼰重要感を⾼めるにはどうすればいい？

も、できるかどうか分からないですよね。
もう1つはですね、とはいえまったくやったことのない
ことをやりますと⾔っても不安になりますよね。記憶の
マネージメントってのは⾮常に重要だと思うんですが、
ネガティブになる⼈っていうのは過去の⼈⽣の失敗事例

サプリ：続きましてですね、⼩森さんがお話しされた5

を思い出してることが多いです。僕の⼈⽣はもう勉強も

つのP&G社⾔われている5つの⼤事なポイントのところ、

ダメスポーツもダメ、⼥の⼦に振られっぱなし、僕⾃信

⾃⼰重要感というのがおありでしたが、私⾃⾝も⾃信を

ないんです、こんな感じですよね。

つけていきたいな⾃⼰重要感そ⾼めていきたいなって⾵
に思いますし、⼀⽅では⾃分のメンバーの⾃⼰重要感は
どうすれば⾼めることができるんでしょうか

こんな中にですねでもその⽅でもなんか成功した事って
あると思うんですよ。例えば漫才の才能があるとかね。
友達と漫才やって周りを笑わせることについては天下⼀

⼩森⽒：まず、⾃信を持つ2つのポイントがあると思い

品だ、これすばらしい才能じゃないですか。営業でやっ

ます

ていけますよ。

まず実績・成功例に基づいた⾃信ですね。例えば、幼稚

でも⾃信ない⼈って⾃分の素晴らしい才能に気づいてな

園から⼩学校中学校⾼校⼤学とずっと野球部でしたと、

いか、それを過⼩評価されていますね。ですから、本当

ピッチャーで四番打ってました、甲⼦園も⾏きました、

に⾃分の強みはなんなんだ、⾃分の強い点は何だ、そこ

⼤学野球リーグでもあの⼤学リーグでも優勝しました。

にフォーカスをする。

この例えば⽥中さんという⼈は、僕は野球に対して⾃信
があります、プロ野球に⼊って将来は⼤リーグに⾏きま

他の⼈から⾺⿅にされたり、失敗して恥かいた思い出は
早く忘れ去ってしまうというところですね・

すと⾔います。
さっき⾔いましたベストプラクティスを⾒つけて、憧れ
これは実績ファクトに裏付けられた⾃信ですよね。わか
りますよね、当たり前ですなるほどと思いますね。

の⼈ですよね、誰でもいいんですよ。今は亡きアップル
のスティーブジョブズでも、松下幸之助さんでも、⻑嶋

もう⼀つはですね、実績のない⾃信ですね。⼩学校から

茂雄でも⼤塚さんでも誰でもいいので、この⼈すごいな

サッカーとバスケットボールをずっとやってました、⼤

あ僕はこの⼈のようになりたい、という憧れをもって徹

学出ましたが何を考えたのか僕は社会⼈の野球リーグに

底的にその⼈を勉強する。まさにその⼈の歩き⽅から喋

⼊ろう、将来はプロ野球の⼤リーグに⼊ろうとですね⾔

り⽅から全部もうまねっこする。そういうような憧れの

い出しました。僕は⾃信がありますと⾔いました。

⼈を持ってですね、私はこういうふうになるぞーと、そ

この⽅は野球をやったことがないんですよね。でも⾃分
は野球をやってみせるぞ、プロ野球に⼊って⼤リー

れをしっかりと持ってもらったら⾃⼰重要感ができてく
ると思いますね。

ガー・イチローみたいになるんだと⼼に決めました、⾃

サプリ：ありがとうございます。⾃分⾃⾝も⼼がけ、⾃

信があると⾔ってます。

分のチームメンバーがネガティブだったり、⾃⼰重要感

これも⾃信なんですよね。
すなわち、本⼈が⼼の中で僕は⾃信がありますやってみ
せますと⾔った瞬間、その⼈は⾃信がある⼈なんですよ
ね。僕⾃信ないですよ、そんなことプロジェクトリー
ダーなんてできませんよと⾔った瞬間に⾃信のない⼈な
んですね。

が⾜りないって思ったときには、周りからもそういう声
がけをして差し上げるって⾔うことですかね。
⼩森⽒：そうですね。あと重要なのは上⻑がベストプラ
クティスにならないといけなくて。やっぱりあの僕は上
⻑の背中を⾒てるんですね、上⻑の⼀⾔、仕事のやり⽅。
ですから、上⻑が⾃⼰重要感を持ってないといけません
ね。

なので、1つはもう（⾃信があると）⾔ってしまってく
ださいってのが僕の答えです。過去やったことがなくて
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Q3.⽬標数値は願望だけで決めて良いのか？
サプリ：Think Bigの⽬標数値はひらめき・願望だけで決
めるのか、⾃信とか確信がもう1つ⾜りないという⼈は
どういうふうに決めてもらえば良いのか、というご質問
です。
⾃信・確信が今⼀歩ない部下の⽅と⾔うか、メンバーの
⽅がいらして、⽬標数値をどのように決めればいいのか
なというご質問かなと思うんですけれども。

が圧倒的にトップブランドで、ライオンのトップが2番
⽬で、3番⽬がP&Gのアリエール。和歌⼭のシェアを調
べましたらですね、アタックが10売るとして、ライオン
のトップが3ぐらいで、P&Gのアリエールは1なんですよ。
なんだかんだ⾔ってトップブランドのアタックの10分の
1しか売れてないんですね。
5000ケースの倍の10000ケースを売ってもトップブラン
ドのアタックとものすごい差があるわけなんですね。
⾊々僕もホラを吹いて⼀⽣懸命分析して調べると、可能

⼩森⽒：ありがとうございます。

なんですよね全然。そのときの質問が、なぜ花王のア

営業というのは結果にフォーカスする、数字にこだわる

タックは5万ケース売れて、P&Gのせっかくの新製品の

ということを⾔いましたので、例えば去年の2倍の売り

アリエールの⽬標が5000ケースなんですか、ということ

上げやろうよって営業課⻑が⾔った時に、部下からその

でですね、理詰めで⾔ってやります。

根拠は何ですかって聞かれたら答えられないといけない
ですよね。とりあえず2倍だー根性だーと⾔うのはダメ
なんですね。
私は営業課⻑時代からだいたい営業本部⻑から⾔われた
数字の1.5倍から2倍をずっとやりますって⾔ってほぼほ
ぼ8割9割⽅やってきたんですけどね、その根拠はありま
す。
例えば、新⼊社員のときに和歌⼭県を担当していたんで
すね。⼤阪の南側の⼈⼝100万⼈ぐらいのところ

10000ケースは無理でしたけど8000ケースぐらいは売れ
たんです。営業部⻑からの⽬標は5000ケースで8000ケー
スはもうトップ営業じゃないですか。よくやったという
ふうになりますよ。
これなんで（8000ケース）⾏ったかというと10000ケー
スを⽬標にしたから。⽬標数字ってエアコンのサーモス
タットなんですよね。24度にあわせたら24度、28度なら
28度。
若い⽅に2倍の売上やってくれってサーモスタットをあ

で、洗剤のアリエールっていう商品の新製品が出た時に

わせると⼀⽣懸命⾏動を変えるので、それが出来ないに

⽬標数字が5000ケースだったんです。

してもそこそこいくわけなんですよね。

普通の営業は、「5000ケースか、じゃあ頑張ろう」と

ということで、⻑くなってすいませんが、とりあえず

思って頑張るじゃないですか。私「倍の10000ケース売

ガッツなんですが、ガッツで⾔っちゃった⼿前⼀⽣懸命

ります」って⾔ったんです。⼤阪⽀店の30⼈の⽀店⻑課

市場分析したりマーケティング分析したりすると、結構

⻑のいる前で⾔ったわけです。

この2倍って⾏けるよねというのが途中でわかります。

これ、⾔った⼿前やらざるを得ないじゃないですか。同

そういう形で調べてチームメンバーを説得することにし
ていただいたらどうかなと思います

期の営業も先輩もやっぱり⼩森って⾺⿅だねって、そう
いう雰囲気がただよっちゃいますよね。

サプリ：ありがとうございます。

そのときは何も考えずにガッツで⾔っちゃいました。で

部下にそれを⾔われた場合は、それを考えてみろってい

もよくよく調べたんです。

う⾵に返すというのもあるということですね。その根拠

洗剤っていうのは家族の⼈数によっても違いますけども、

を⾃ら何倍ならいけるんだやってみなさいと。

だいたい1世帯に⽉に1個使うんですね。和歌⼭って100

⼩森⽒：そうですね、市場分析してみなさい、同業他社

万⼈の⼈⼝がいて、世帯数でも2⼈か3⼈が1世帯という

はどれくらいの売上やってるのかな、と。上司が調べて

ことで割ったらまぁだいたい30万か40万世帯になるわけ

会議で共有化するのも1つですし、部下に調べてきなさ

です。それだけで⽉に30万個の洗剤が売れるわけですね。

いというのも1つです。

そこから計算していくと、花王のアタックっていう商品
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Q4.上司に⽬標の根拠はないと⾔われた…
サプリ：今の質問への追加のご質問で、以前上司に⽬標

んだったら娘さんの話でもいいし、とにかく相⼿が喜ぶ
話題を振る。

数値の根拠を聞いたところ、そんなものはないと⾔われ

2つ⽬は素朴な疑問を投げかける。なんで素朴な疑問が

ました。そんな上司からは何を学べば良いのか、そんな

良いわけって思われるかもしれないですけど、素朴な疑

環境にいる⽅も多いと思うのですがアドバイスお願いし

問って相⼿に興味関⼼がないとかけられないんですよ。

ます、とのことです。

例えば新規であればお客様の社名の由来だとかロゴマー
クの由来だとか、あるいは何でどういう経緯でこのサー

⼩森⽒：そういう⽅もいらっしゃると思います。これか
らの時代、そういう⽅はもう早くいなくなられるんでは

ビスを開発しようと思ったんですかでもいいんで、そう
いう素朴な疑問を投げかける。

ないかな通⽤しない時代になってくるという⾵に思いま
す。それは喜んでくださいその⽅は近い将来にいなくな

3つ⽬が共通する話題を投げる。世界最⼤公約数的な話

られる、どこの会社が知らずにごめんなさい。

題って天気天候じゃないですか。でも天気天候の話って
今年梅⾬⻑いですねとかって今⽇話すことと関連があれ

今⽇のこの研修でお話を聞いていたらですね、それを実
践していただくだけでですね、おっしゃった上司よりも
優秀な上司になれると思うんですね。ですから、その上

ばいいけど、関連がないとまた振り出しに戻って始めな
きゃいけなくて、雑談の意味が全くなくなっちゃうんで
すよね。

司の⽅はどうかご異動いただいてね、⾃分が会社で出世
するチャンスがあるということですね。

全部⽅法論なんで、それでサプリでもガンガンそういっ
た記事を書いてますんでその続きを読んでいただければ

むちゃくちゃ優秀な上司であればね、なかなか⾃分が出
世できないですが、いくらでも⾃分が出世するチャンス

と思います。

がある、この上司についたのは私はラッキーだと考えて

参考記事：相⼿の空気に飲まれない…訪問時の雑談⼒を上げる

もらったらよいのでは。

3つのセオリー

サプリ：回答ありがとうございます。

Q5.雑談⼒を鍛えるには？
サプリ：もう1問ご回答たいんですけれども、雑談⼒を
付けられるように部下を育てる秘訣があれば教えて下さ
いと。
⽇経新聞や、ニュース、書籍、先輩との会話など、そう
いうのの積み重ねだと思うんだけれども、何かそのポイ
ントのようなものあるのでしょうか、という上司の⽅が
部下の⽅の雑談⼒をつけたいっていう時にどういうふう
にするのがいいかどんなポイントがあるのかというご質
問だと思います。
これは先に⼤塚さんいかがですか？
⼤塚：はい、これねよく聞かれます。

https://www.sapuri.co.jp/144skill/textbook/communication/201807
17_1089?ebook

サプリ：⼩森さんはいかがですか？
⼩森⽒：そうですね。まず、ストリーマップで購買の原
則に、好きなもの欲しいもの必要な物っていう⼭の漫画
があったと思うんですね。これがポイントになります。
⾃分の好きな話をするんではなく、⽬の前にいるお客様
は何が好きなんだ、何を欲しいと思ってて何にお困りで
何を必要とされてるんだ、ここにフォーカスして。雑談
ていうのは商談の前に空気を暖めたいということだと思
いますから、お困りの必要なことっていうのはビジネス
の商談に⼊ると思うんで、1番上の好きなもの、阪神タ
イガース好きなお客様には昨⽇阪神勝ちましたよ、でい
いと思いますしね。ラーメンが好きなお客様にはね、ど
こどこで新しいラーメン屋さんができたのご存知ですか

雑談って3つのセオリーがあって、まずは何を学ぶとい

みたいな。お客様が何が好きなんだとどういう話をした

うよりも、相⼿の喜ぶ話題を振る。相⼿の会社のことで

いんだと。

もいいし、相⼿の商品お客様の商品のことでもいいし業
績がいいだとかっていうこととか、あと個⼈的ないいネ
クタイしてるでもいいし、⾃慢の娘さんがいらっしゃる
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も雑談するということじゃなく、ストレートに今⽇の企
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画提案から⼊ってね時間の無駄というお客様もいらっ
しゃるので、それはお客様の好みに合わせてしていただ
いたらどうかなと思います。
サプリ：ありがとうございます。

お客様開拓できます。
コロナはチャンスだと。これで売上を2倍3倍にするんだ
というところですね、営業責任者の⽅は号令をかけて
しっかりと売上を上げていただけたら。
それにはやはり営業には型がありますのでね、根性でや

受講者の皆様へのエール

れというのでは若い⽅ついてきませんので、どういうふ
うにスキルを⾝につけさせるんだっていうのは⼤塚さん

サプリ：それでは、お時間の⽅が迫ってきてまいりまし

にも⼩森にもご相談いただければいいかなと思います。

たので、今⽇は営業⼒強化をお考えの部⻑様ですとか、
営業企画部の⽅ですとか、どのように信頼される営業を

ありがとうございました。

育てていけばいいのかという⾵な⽅に今⽇お集まりいた

サプリ：⼤塚さん、⼩森さん、本⽇ありがとうございま

だいてるんですけれども、最後に何かエール・励ましの

したございました。

ようなものをいただければなと思うんですけれどもいか
がでしょうか。

営業サプリのご紹介

⼤塚：とにかくその営業って⽅法論になりますんで、こ
ういう営業のプロセスではこうやったらいいんだよって

オンライン営業研修「営業サプリ」で

いうのを、まず⼩森さんの図でも私の図でもピンとくる

「営業の型」を学びませんか？

ほうに、⾃分の会社を当てはめて、このプロセスではこ
れが⼤事、この時にはこうするんだって1回棚卸ってい
う⾔葉でもいいし、営業の⾒える化っていう⾔葉でもい
いと思うんですけど、この場合ここはどうなんだってい

営業サプリは⼤塚寿の「営業の型」をベースとしたオ

うこと整理していただいて、そのやり⽅の⼿本を⽰す伝

ンライン営業研修です。

えるって⾔う事を1つ１つ試して、効果のある奴だけを

セミナーでもお話しさせていただいた、学習→実践→

残していく。

フィードバックのプロセスをオンラインで実現。実践

効果のなかったものは諦めるんじゃなくて、微修正を繰

的な営業スキルの定着を促します。

り返してっていうことをされるとよいかなと。
コロナ禍の時代がチャンスなんですね。オンライン営業
という新しいジャンルが始まって千載⼀遇の営業変える
チャンスなんで、是⾮⽅法論を研ぎ澄まして展開してい
ただけばと思っています。
サプリ：⼩森さんいかがでしょうか。
⼩森⽒：今⽇はご縁があって聞いていただいてありがと
うございます。このコロナ禍ね、営業が頑張らないと会
社潰れてしまうかなと思います。オンライン営業ですね、
今回このzoomを使って⼊っていただいて資料も⾒えます
し、⼤塚さんや⼩森のいろいろ顔も声も聞こえますしね。

詳しくはこちらをご覧ください
詳しい資料がほしい

実際の画⾯を⾒たい

これで商談ができるんですよね。
これからの営業はオンラインを使って商談して⾏く。こ
れ場所の要因がありませんから、北海道から沖縄までの
QRコードをクリックでもページへ遷移します。
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