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売れる営業養成講座

営業の教科書

『 営業の教科書 』とは

「営業の教科書」では、これまで暗黙知とされていた「成果が上がる営業の方法論」を「144 の売れる営業
スキル」として 1つずつ紹介していく。
144 スキルの解説に入る前に、講座の全体構造から説明しておくと、まずは営業を 10のプロセスに分割し
て、それぞれの実践的な方法、勘所をスキルとして紹介していく。

具体的には、1～10の 10プロセスになる。
更にはこれらの 10プロセスに共通、もしくは、これらを補完したりするスキルとして 11～13の 3分野を
加え、13カテゴリーに営業をセグメントし、総計 144 のスキル、方法を紹介していく。

営業にも新規開拓営業、アカウント（クライアント）に対するソリューション営業、プロダクト営業、等様
々な種類があって、キモとなる営業プロセスや方法が若干変わってくるので、自身の営業特性に合わせ、
144 スキルを取捨選択して活かして欲しい。

例えば、新規開拓営業、新規案件開拓営業は国内、海外を問わず、アプローチ準備、アプローチ、ヒアリン
グの 3プロセスで受注、失注が 100％決まってしまう。
競合と比較しヒアリング内容が浅かったり、顧客の要望の背後にある真のニーズを引き出せていないとした
ら、見積もりまで行かない段階で脱落になるからだ。

一方、アカウント営業は先行情報をいかに入手するか、過去の貸し借り、アカウントのためにいかに自社の
関連部門
を動かせるかといった社内営業力の要素が複合的に要求されるようになるので、社内共有やアフターフォロ
ー、トラブル対応、クレーム処理の場面が営業の「見せ場」となる。

営業のプロセスごと、すべてのプロセスに横串的に共通する「ごく僅か」の違いとなるスキルは、そのまま
実践してもいいし、もちろん自身の強みや好みを生かして微修正したり、応用したりするのも大歓迎で、上
手に自分の中で消化し、発展させていって欲しい。

13 カテゴリー 144 の売れる営業スキル
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0. アプローチ準備 概論
売れる営業になるためには戦略が重要！ 
顧客分析・事前準備をして備えよう

商談を効率的にする営業戦略の立て方

「営業戦略」というのは、簡単に言ってしまえば“受注するための作戦”になる。 ライバル企業がひし
めく中で最後まで勝ち抜いて受注にまで持っていけるかどうかは、この「営業戦略」で決まってしまう。

戦略、作戦という意図がないまま、ただ漫然と営業をしていても業績が上がるのは独占市場だけなの
で、基本的に民間企業には「営業戦略」が不可欠になる。

「営業戦略」の立て方は、「受注確率を最大化するには自社や自社商品・サービスの強み（競争優位性）
をどの領域で発揮させればいいか」を考えることからスタートするのが基本だ。

要は「何を武器にどこで戦うか」を決めることが営業戦略の根本概念というわけだ。
「どこで戦うか」を決定するためには、市場や顧客についての情報をどれだけ広く、深く知っているか
がポイントになるし、「何を武器に」という意味では自社や自社商材の深い理解が不可欠となる。

もっと言えば顧客ごとにニーズが微妙に異なるため、そのニーズの真っ芯を射貫くためには自社商材
をどういう「切り口」で訴求し、どういう流れで営業を進めていけばいいかという戦略シナリオの立
案が必須なのだ。よって、営業戦略は以下の 3要素で立案したい。

顧客についての把握（情報収集・顧客分析）

自社商材についての把握

商談シナリオの作成

1

2

3

1. 顧客についての把握（情報収集・顧客分析）

成長期から成熟期に入って久しい日本は完全に買い手市場となり、企業間競争はますます激しさを増
している。 
また新興国の安価な製品も年々品質を高めていることから、営業戦略においても品質、機能特性、価
格以外のところで打ち出す強みが求められるようになってきた。

しかし、革新的な技術や機能特性を持った競争力のある製品などにお目にかかることも少なくなり、
各社とも差別化ができない同じような機能、品質の製品を、これまた同じような価格で営業している
ので、「いつものメンツでいつもの競争」が常態化しつつある。

その競争の中で、関係者は“自社の製品やサービスが競合と機能特性も、品質も、納期も、価格も同
程度の場合、相手のことをより深く知っている企業が勝つ”ということを学んだ。 
そこが「提案営業」「ソリューション営業」が台頭する伏線だったが、相手のことをよく知らないと
そもそも魅力的な提案なんてできない。

そこで、顧客やクライアントの業界情報、企業情報収集がそれまで以上に求められるようになり、業
界分析、顧客分析を行った上での「営業戦略」の立案が業績を左右するキーファクターとなったのだ。

業界分析・顧客分析の方法

自身が担当する業界、もしくは担当する企業が属する業界についての情報を集め、その情報を分析
するところから営業活動がスタートすると心得て欲しい。

業界の定番はいわゆる証券取引所で用いられている証券コード協議会が分類した「33業種」だ。
しかし、これだと「保険業」という分類に「生保」「損保」双方が入れられ、「情報・通信業」に
「IT 業界」「システム開発」「通信キャリア」などが一括りにされてしまうので、営業的には使いに
くい。
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「情報収集が重要なことは分かるが、具体的に何をどうすればいいかが分からない」という声をよく
耳にするので、情報収集の前にやっておきたいこと、有効な情報源などを含め、代表的な 10の収集
法を下記に紹介しておく。

1 ) アウトラインをつかむ
　文字通りどんな業界なのかの概略を把握する。
　よく使われてきたのは就活用「30分でつかむ～」「2時間で分かる～」といった業界本だったが、
   今では「化粧品業界」と入力すれば簡単にネット検索できる時代になった。

2 ) 業界に影響を与える環境変化を押さえる（PEST分析）
　PEST分析というのは、Politics( 政治 ) Economy( 経済 ) Society( 社会 ) Technology( 技術 )
   の頭文字を取った名称で、便利なフレームワークの定番として世界中で使われている。
　この 4つの切り口で直近の環境変化から業界を分析したり、変化を推測すると短時間でロジカル
   に分析をすることができる。

3 ) 業界としての課題を知る
　例えば、「銀行業界」であれば、“超低金利＋ネットバンキングの普及＋ネット決済の普及による
   ビジネスモデルが踊り場を迎えている”等、業界としての共通課題は把握しておきたい。その精
   度が高ければ高いほど、顧客は聞く耳を持つ。

顧客ニーズには「顕在的ニーズ」と「潜在的ニーズ」があるが、前者は既に顧客が認識しているニ
ーズであり、後者はその時点では認識していないが、指摘されたり、問題提起されたりすることに
よって「確かに」と顕在化するニーズのことである。

「顕在的ニーズ」に対する営業は競合が多く参入するが、「潜在的ニーズ」に対しては単独で営業で
きたり、コンペになっても先発性の利益があるため受注率が高くなったりというメリットがある。

ニーズを探るという意味では、文字通りに「ニーズを探ろうとする」より、下記の 5つに分けて掘
り下げていった方が精度の高いニーズを掘り当てることができる。

典型的な課題を推測

同業からの類推

社内情報の収集

専門誌（紙）、ネット情報、TV番組などメディアからの情報

投資家筋、銀行筋、証券筋といった関係者からの情報

社内勉強会

情報交換、懇談会

関係者からヒアリング

高校、大学の同級生からヒアリング

中期経営計画、有価証券報告書、IRレポート、HPから把握もしくは類推

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

04

そこで、「就活」で用いられる媒体による業界区分を用いると 60弱に分類されるので、業界分析や
業界研究には使いやすくなる。
もちろん全業界を分析するのではなく、自分が担当する業界、担当企業が属する業界だけでいいが、
業界分析、顧客分析の方法については次の 3つのステップで進めたい。

情報収集の方法

ニーズを探るための 5項目

経営としてのニーズ

業務、プロセスの中でのニーズ

表面のニーズと背後にある真のニーズ

1

3

5

2

4

事業部、部門としてのニーズ

製品・サービスに求めるニーズ



2 . 自社／自社商材についてきちんと把握

様々な顧客の顕在ニーズや潜在ニーズ、あるいは課題に応じて、自社商材がいかに役に立つかをアピ
ールするためには、まず
は自社や自社商材を分析してその場に応じた最適な切り口を作り出すことが必要になる。

売れる営業の極意は「顧客のニーズや課題という的のど真ん中を、自社商材の強みで射貫くこと」で
ある。そのためには沿革
やポリシーを含め、いかに自社や自社商材を魅力的に語れるかが重要で、日常的に理解を深めておき
たい。

自社の商材についてきちんと把握・準備をしておく

自社製品やサービスの「強み」をあぶり出すための商材分析のためには、以下の“マーケティング
ミックス 4P”のフレームワークが便利だ。「顧客がどんな恩恵を得るか」に焦点を当てて、顧客目
線の表現を考えるのがコツになる。

自社分析をして、自社の強みを把握しておく

実は、「これといった強みはない」と思っていて、自社の強みが語れない営業パーソンが少なくない
のだが、こんなもったいないことはない。

会社に強みがなかったら、既に存在していないので、どこかにキラリとした強みがあるはずなのだ。
どうしても自社の強みを発見できない場合は社史沿革をじっくり見直して欲しい。

次のような視点で社史を見つめると強みに気づきやすくなる。

創業のきっかけ

何を武器にしたから、今日まで存続できたのか

どんな製品やサービスを、どこと競合して、どんな顧客に提供して成長したのか

風土   → どんな職場なのか

何を大切にしている会社なのか   → 大切にしているコト
                                             → 大切にしているモノ

1

2

3

4

5

Product（製品・サービス）
     「どんな強みや特性」「どんなブランドイメージ」「どんなコンセプト」といった
     切り口までは分析しておきたい。

Price（価格）
     ここは「どのような価格戦略」、つまり高価格帯ゾーンが得意なのか、低価格帯
     ゾーンで勝負しているのかという、ポジションは表現したい。

Place（チャネル等）
     性能や価格で差がでない場合、納期や在庫の融通性が勝負のポイントとなること
     が多いので、「商流、チャネル上」優位に立てる強みも見出しておきたい。
     
Promotion（販売促進等）
     「営業戦略」自体がこのPromotion の差別化のポイントになるわけだが、他にも
     展示会やセミナー、広告、販促活動、広報活動の中での強みも意識したい。

1

2

3

4
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3 . 商談シナリオの検討

収集した顧客の業界情報、顧客情報の分析結果をベースにして、自社商材が優位に立てるであろう営
業の「切り口」を設定することから商談シナリオの検討をスタートしたい。

結局のところ、顧客と営業パーソンとの間には“コミュニケーションしか存在しない”ために、その
「切り口」は概念から一歩進めて口語のフレーズ、営業トークになっていた方が案件化率、受注率も
高くなる。

もちろん仮説ベースで構わないので、まずは全体的な商談シナリオの流れを作ってしまうのがコツだ。

ちなみに、最初から楽観的なシナリオと悲観的なシナリオの 2種類を作っておけば必ず現実はその間
を進み、すべてが想定内で推移するので、結果的に「売れる営業」となる。
ザックリと商談シナリオ設定の流れを紹介すると以下のようになる。

06

業界分析、顧客分析、自社分析を踏まえ、訪問前に営業の切り口を仮設定する

相手が持っているであろう課題、顕在的ニーズ、潜在的ニーズを予測する

自社商材の強みを相手に分かりやすい表現や事例で補強する

相手が興味・関心を持つであろう事例を準備する

相手からの質問を予測し、想定問答を準備する

顧客のネガティブな反応のパターンを予想し、対処策を想定する

ヒアリング項目決める

何の話になったら、どの営業ツールを使うか、どの資料の何ページを使うか準備する

もらいたい宿題、次回訪問のテーマを複数準備する

全体を通してこの商談の「受注の決め手」が何になるのかを予測する

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



1.10 分でもできる！顧客分析
営業の基本
「顧客分析」のフレームワークについて

便利なフレームを使って、営業のリアルなイメージをさくさく掴む

まずは顧客について知らなければ営業シナリオがつくれないので、多くは「顧客分析」からスタート
することになるが、営業パーソンにとっての悩みは「顧客の何をどのように分析すればいいか」が分
からないという点だ。

しかも、同時並行でいろいろな商談を抱えているので、顧客分析にじっくり時間をかけてなどいう物
理的、精神的余裕もないケースがほとんどに違いない。
もっと言うと「めんどう臭い」「苦手」という本音もあるかもしれない。
本当は「10分で行う顧客分析」といったように 10分程度でそれが済めば理想的なはずだ。
ここでは、その基本となる方法について紹介したい。

既存アカウントへの営業でも新規開拓の営業でも、何か新しい商材を担いでアプローチを仕掛ける場
面では、その準備がもっとも重要になる。
案件化できるか、受注できるかといった結果の半分は「準備」によって決まるといっても決して言い
過ぎでない。ここでは、準備の基本「顧客分析」の簡単かつ効果絶大な方法をお伝えしたい。
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1 ）誰が市場を構成しているか
これはあなたの商材のコアターゲット、メインターゲットをあぶり出すために用いる視点である。
マーケティングで用いられるロジャーズモデルによれば、世の中の企業や個人の 2.5％はあなたの商
材を「こういうのが欲しかった」というばかりに買ってくれるとされる。更にそれに準ずる 13.5％
は商材の魅力が理解できれば買ってくれる顧客なので、まずはそれがどういう属性、特性をもった
企業、個人なのかを特定したいわけだ。

受注確率のもっとも高い顧客からアプローチするのが絶対に外せない営業のセオリーなので、まず
はここからスタートしたい。
アカウント営業の場合は、どこの部署の誰に持っていけば、「こういうのが欲しかった」と思ってく
れるかから始めたい。

顧客分析によって、最終的には顧客の「課題」に当たりをつけたいのだが、いきなり課題の分析に
は入らず、まずは大局的なマーケティング分析から入りたい。

コトラー※１の６O（シックスオー）が便利なので列挙すると、

1）誰が市場を構成しているか
2）何を買うか
3）いつ買うか
4）誰が購買にかかわっているか
5）なぜ買うか
6）どのようにして買うか
7）どのチャネル（商流）で買うか

ということになる。
当初は 7）がなかったので、６Oという呼称になっているが、ポイントカードや通販の勢力拡大に
伴い、7）が追加されたと
いうわけだ。

2 ）何を買うか
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この言葉の背景にあるのは、「意思決定の基準」である。つまりは何を基準にして、何を選ぶかとい
うことである。
もちろん、この基準は 1つではなくて、例えば、機能特性、性能、品質、導入事例、納期、価格、
付き合いの長さといった
ことで、これらのウエイトがどうかまで推測しておきたい。ここは準備段階なので、もちろん推測、
推定でも構わない。
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3 ）いつ買うか
文字通り、購買のタイミングのことで、リプレース時、新設時、期末、定期購買といった視点とな
る。営業というのはタイミングが重要で、たとえどんなに気に入ってもらっても、購入したばかり
では、買ってもらえないので、購買スケジュールは押さえておきたい必須項目になる。

4 ）誰が購買にかかわっているか

企業で言えば、担当部門、ユーザー部門、購買部門などだが、案件希望が大きくなればなるほど、
かかわってくる人は多くなるので、キーパーソン、自社びいき、他社びいきといったところまで押
さえておきたい。

5 ）なぜ買うか
ここもポイントになるところで、なんらかの課題を解決したいとか、環境基準に適応するためだと
か、運用コストを減らすためとか顧客が買う理由について深いところまで視野を広げておきたい。

7 ）どのチャネル（商流）で買うか

業界によってはメーカーが製品の宣伝活動を行い、実際の発注は工事店や販売店といったケースも
あるので、どういう商流で案件が決まるのかは大まかでも把握しておきたい。

以上の７項目でざっくり顧客を分析して全体の輪郭をつかむことによって、営業のリアルなイメー
ジが持ちやすくなるので、試して欲しい。
これはフレームワークなので、自動的に箱に情報を入れ込む感じで、あまり時間をかけず、６０％
くらいの完成度で構わないというスタンスで臨みたい。

※１.コトラー……フィリップコトラー。アメリカの経営学者。マーケティングの世界的権威として知られる。著書に「コトラーのマーケティ
                          ング 4.0　スマートフォン時代の究極法則（朝日新聞出版）」「コトラー&ケラーのマーケティング・マネジメント第 12版
                          （丸善出版）」など多数。

6 ）どのようにして買うか

例えば、10社に声をかけ、5社に絞って入札やコンペをする。サンプルを作ってもらい、それを評
価して相見積もりの上、決定するなどの購買方法。これはだいたい業界ごと、企業ごとに決まって
いるので、上司や先輩に聞いてしまうのも 1つの手だ。



2. 自社の強みをあぶり出す４つの視点
売れる営業の基本形
「自社の強み」を分析する 4つの視点とは

自社の商材分析と言うと、一見、みなやっていそうなものだが、実際、営業に直結するような分析ま
でやっている営業パーソンや営業部隊は少ない。
なぜなら、私たちは“分析”という言葉を用いた途端に“お勉強モード”のスイッチが入ってしまい、
おおよそ日々の営業には役に立たない、上滑りしたような分析に終始してしまうからだ。

そこで「売れる営業」の武器にできる「強み」を導き出すには、以下のマーケティングミックスの
4Pのフレームワークを薦めたい。すなわち

1）Product（製品・サービス）
2）Price（価格）
3）Place（チャネル等）
4）Promotion（販売促進等）

という 4つの視点だ。

“顧客が抱える課題を、自社製品（商品）、自社サービスの「強み」で射貫く”ことが「売れる営業」
の基本形となる。
今回はその自社製品、サービスの「強み」をあぶり出すための商材分析のための 4つの視点を紹介
する。
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営業で使える商材分析のフレームワークは“マーケティングミックス 4P”

1 ）Product

日本語にそのまま訳せば「製品（サービス含む）」になるが、ここはもう少々細かく分析しておきた
い。
Product の概念で最も重要なのはベネフィット、つまり顧客がその製品やサービスを欲しいと感じ
る中核的な価値だ。

顧客が欲しいのはドリルではなく、1/4 インチの穴だ

マーケティングの第一人者フィリップ・コトラーは著書の中で「顧客が欲しいのはドリルではなく、
1/4 インチの穴だ」というレビット博士の名文句でベネフィットを説明していた。
要はここで顧客が真に欲している「穴」のようなモノやコト、顧客が得る恩恵がベネフィットとい
うわけだ。

まずは自社商材を分析する上で、想定顧客のベネフィットが何なのかを明確にできると「強み」を
見出しやすくなるので、そこは最初に意識して欲しい。
更に、ブランド、機能特性、性能、品質、パッケージング、スタイリング、品揃えの中から競合と
比較して相対的に勝っているものを「強み」としてリストアップするのだ。
これらの外郭になるが、保証、メンテナンス、据え付け、施工、無料配送などで「強み」が発揮で
きるものがあればそれでも構わない。
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【自社（売虎社）営業アウトソーシングサービス】の商材分析

マーケティングの第一人者フィリップ・コトラーは著書の中で「顧客が欲しいのはドリルではなく、
1/4 インチの穴だ」というレビット博士の名文句でベネフィットを説明していた。
要はここで顧客が真に欲している「穴」のようなモノやコト、顧客が得る恩恵がベネフィットとい
うわけだ。

まずは自社商材を分析する上で、想定顧客のベネフィットが何なのかを明確にできると「強み」を
見出しやすくなるので、そこは最初に意識して欲しい。
更に、ブランド、機能特性、性能、品質、パッケージング、スタイリング、品揃えの中から競合と
比較して相対的に勝っているものを「強み」としてリストアップするのだ。
これらの外郭になるが、保証、メンテナンス、据え付け、施工、無料配送などで「強み」が発揮で
きるものがあればそれでも構わない。

2 ）Price

こちらもそのまま日本語に訳してしまうと「価格」になってしまうが、営業的な「強み」を見出す
には、定価、値引き、利益幅、支払サイト、支払条件まで細かくして見たい。
単に「価格をいくらまで下げる」といった価格競争だけでなく、例えば、分割支払い、金利・手数
料ゼロといった支払条件の工夫も営業上の武器になるので、その辺りまでは視野を広げて「強み」
を発見したい。

3 ）Place

これは日本語としては“チャネル”に近い。販売チャネル、販売領域、立地条件、在庫、配送に関
する「強み」や「特長」だ。
在庫が豊富であれば、営業的には急な発注や短納期対応もできるため好ましいことであるが、経営
的には収益の悪化やキャッシュフローの減少をもたらすので、自社の軸足が在庫を持つスタンスな
のか、絞るスタンスなのかは把握しておきたい。
また例えば、強力な販売チャネルがあるなら、多少商品力が弱くても、十分に伍していけるし、立
地条件が悪いとそれを補って余りある「強み」がないと厳しい。
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4 ）Promotion

これは文字通りの販売促進策だけでなく、広告、営業施策、パブリシティー（PR）などに関する
「強み」で、キメの細かな顧客対応という営業力で差別化する企業もあれば、展示会やリベートなど
販売促進策に力を入れる企業もある。
また、営業パーソンの数が少なかったり販売チャネルが少なかったりする企業は、ネットや紙媒体
を用いたPR活動によって弱点を補おうとするケースもある。

たった 1つの「強み」を前面に押し出す方法もあるし、それほど強いとは言えない「強み」を 3つ
集めて、合わせ技一本という手もあるので、相対的にちょっとだけ競合に勝っているという「強み」
も大切にして商材分析にトライして欲しい。



3. 確度の高い顧客の見分け方
受注確度が高い顧客からアプローチする…
その見つけ方は？
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「こういう商品を待ってました！」と買ってくれるのは誰か？

「売れる」営業の奥義、それは「こういう商品を待ってました！」というターゲットからアプローチ
することである。
その特定は過去のデータからの推測でも構わないし、何らかの傾向から仮説を立てて、仮説検証を繰
り返す方法でも構わない。

とにかく漫然と営業するのではなく、ある仮説や推測に基づいた特定のターゲットに対して、何千に
アプローチして、何百件アポイントが取れ、何百件が案件化し、そのうち何百件を受注し、その受注
額がいくらだったかのデータを蓄積する。
そして、その仮説の精度を定量的に分析、蓄積し、次に活かすのが営業成果を上げる正攻法だ。

当連載のアプローチ準備『営業の基本「顧客分析」のフレームワークについて』で、マーケティング
のロジャーズモデルに触れた。
世の中の企業や個人の 2.5％はあなたの商材を「こういうのが欲しかった」とばかりに買ってくれ、
それに準ずる 13.5％は商材の恩恵に魅力を感じれば買ってくれる顧客なのだ。

新規顧客を開拓したり、新製品や新しいソリューションの拡販をしたりする場合、購入して下さる確
率が最も高い顧客から順にアプローチしなくては、いい業績は出せない。今回はその実務について紹
介していきたい。

出展：ロジャーズの市場浸透モデルを加工



肝心なターゲット顧客の設定方法だが、最も多くの人がイメージしやすいようにクルマを例にして
みると、例えば 4～ 500 万円以上する某社の国産高級ミニバンを「こういうのが欲しかった」と買
ってくれる 2.5％の顧客は誰か。

それは地方の「共働きの教師」だったりする。彼ら・彼女らの可処分所得が高いのはよく知られた
ところだが、住宅が安価だったり、実家の土地に家を建てたりしているので、住宅ローンの足かせ
も少なく、生活の足であるクルマにかけられる予算というのは相対的に多い。

しかし、「教師」という職業がら保護者や地域の目を気にしてドイツ車といった外車を避ける傾向が
あって、それでも十分に質感が楽しめて、周りにはメルセデスやBMWほど高額とは思われていな
い高級ミニバンに集中するのだ。
そこから類推していけば、次の 13.5％には「共働きの地方公務員」が入ってくるというのは容易に
想像がつくであろう。

ここまではミニバンの話だが、クルマの営業の世界で言うと、「新築で家を建てた人」というのは、
かなりの確率で新車に乗り換えると言われている。
「住宅ローンの支払いが大変なのに、その上、新車の支払いとなると…」と素人目には考えてしまう
が、買う側にとっては「せっかく家が新築なのに、クルマが古いのはイヤ」という心理なのだそう
だ。
更に言えば、住宅ローン 2000 万円に自動車ローン 180 万円が加わっても、大した負担感を持たな
いらしい。

BtoBの例も 1つあげてみよう。例えば、あなたが印刷会社の営業パーソンだったとする。企業名
や連絡先をプリントして使う、「犬・猫」が描かれた販促用卓上カレンダーを営業するとしたら、重
点顧客をどこに設定するか。
もちろん、これは「動物病院」が上位 2.5％のターゲットになるだろうし、そこに薬を納めている動
物用医薬品メーカーや卸も最初に攻めるべき顧客になるはずだ。

このように仮説ベースで構わないので、重点顧客を設定した上で、可能性の高い順に業界ごと、属
性ごとに攻めていきたい。
その重点顧客リストがアタックリストになるのだが、具体的なリスト作成の実務については 2. アプ
ローチ「営業の新規開拓はリストで決まる！成果が出る新規開拓営業リスト教えます」の回で紹介
する。
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ここをターゲット顧客、重点顧客にして、最初にアプローチしなくてはならない。一番、案件化し
やすい層から営業をスタートすることになるので最も案件化率が高いだけでなく、営業に手ごたえ
も出るから、営業パーソンのモチベーションも上がり、好循環も生まれやすい。
後から営業する顧客に対してリアルに「売れている」というトークを展開できることも想像に難く
ない。

国産高級ミニバンの重点顧客は「共働きの教師」だ！
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4. 顧客の課題や関心事を把握する
売れる営業は必ずやっている！
「顧客の課題を知る 10の方法」

「売れる営業」の王道、「顧客の課題に対し、自社商材の強みを訴求する」

業界を問わず、最小の努力で最大の成果を生み出す営業の型というのは、「顧客の課題に対し、自社
商材の強みを訴求する」のが定番となっている。
いくら商材に強みがあっても、顧客が課題を感じていたり、解決したいと思っている問題に結びつか
なかったりすると案件化すらしない。
その理由は単純明快で「顧客に響かない」からだ。
商談というのは、「矢を放つ的」を明らかにすること、つまりは顧客の「課題」の明確化からスター
トするということを肝に銘じて欲しい。ここでつまずいてしまう営業パーソンが一番多い。

顧客の課題把握、推測の実務というのは、まずは顧客をマクロ、ミクロに分けて見つめるところから
始まる。
マクロ的な視点は顧客を業界、全社という大きなスコープで分析することであり、ミクロ的な視点は
対象となりそうな部門もしくは経営陣、中間管理職、現場での課題ということだ。
もちろん、まだ顧客からこれらの情報を入手しているわけではないので、あくまで先回りして、仮説
づくりのための事前情報入手や推測をしておきたいのだ。
更には顧客の課題や問題には業界によってかなりの共通性やパターンがあるので、誰にでも簡単に応
用を利かすことができる。

例えば、自社工場を持っている製造業であれば、大手、中小に限らず、その「技術継承」に課題感が
ない会社はない。新興企業以外はみな社員のいびつな「年齢構成」に危機感を持っており、その中核
が「技術継承」だ。
少子高齢化の進行、失われた 20年の景気低迷期の採用抑制、団塊の世代の大量定年退職が重なり、
中堅社員がすっぽり抜け落ちた結果だが、このまま手をこまねいているわけにはいかない。
景気に薄日が差している今のうちに、手を打っておこうとする企業も少なくないはずだ。

この程度のザックリした課題や問題であれば、容易に想像も推測もつくだろう。準備の段階では、こ
のレベルで十分なので、あなたの営業対象となる業界、企業でこうした課題をできるだけ数多く推測
して欲しい。
顧客の課題を知る 10の方法の中で上記は「典型的な課題の推測」になるが、ほかはこうした方法が
ある。

「売れる営業」はあらかじめ顧客の課題、関心事を予想し営業の準備をするが、「売れない営業」は出
たとこ勝負。
このちょっとした下準備が案件化率の格差を生み出す最大要因になっている。今回は顧客の課題、関
心事の把握、推測の実務について紹介したい。
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顧客の課題を知る 10の方法

典型的な課題を推測
→自分の思いつく範囲からのスタートでOK

同業からの類推
→共通性が高いので、同業他社での課題から類推

社内情報の収集
→手っ取り早いところでは社内の上司や先輩、他部門から聞く

専門誌（紙）、ネット情報、TV番組などメディアから
→営業パーソンは、顧客の課題を把握するために新聞、専門誌を読むというスタンスで

投資家筋、銀行筋、証券筋といった関係者からの情報
→近いところに人脈やルートがあれば、絶好のヒントが得やすい

社内勉強会
→会社によっては業界ごとの課題を勉強会や研修で共有

情報交換、懇談会
→コンプライアンス強化、接待費縮小の中で年々少なくなっているが、やはり情報交換
   の機会や懇談会は有効

関係者からヒアリング
→その業界、企業に近い人、事情通と思われる人が身近にいるなら雑談レベルで聞いて
   おきたい

高校、大学の同級生からヒアリング
→コンプライアンスに触れない範囲でも、絶好の情報になりやすい

中期経営計画、有価証券報告書、IRレポート、HPから把握もしくは類推
→HP上に開示された中期経営計画があれば、マクロ的な課題は把握できるケースも

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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「知らないことは人に聞け」

顧客の課題・関心事の把握は情報収集というより、合法的な「諜報活動（インテリジェンス）」とい
う意味合いがほんの少しだけ混じっていると考えると、営業に活かしやすくなる。
営業の世界には「知らないことは人に聞け」という格言もあるくらいなので、顧客の課題やそのヒン
トになりそうなことは、社内外を問わず知っていそうな人に聞くのがいい。
上司、先輩社員はもちろんのこと、技術部門やフィールドサービス部門など他部門でその業界や企業
を担当していた人に聞くのは必須にしたい。
更に、世の中には仕事が「できる」「できない」にかかわらずアンテナが高く、業界ネタや企業ネタ
にやたら詳しい業界オタク、企業オタクが存在するものだ。
そうした情報源を大いに活かしつつ、そこに自分で調べる、推測するという行動が伴えば、案件化率
が確実に上昇するはずだ。



5. 顧客の業界の動向を押さえる
売れる営業のルーチン…
業界分析の 3ステップと共通言語の威力

業界分析の 3ステップ

そもそも「業界」とは何なのか？　金融業界、製造業、IT 業界に加え官公庁、自治体、文教等様々と
言いたところだが、まずはザックリでも業界がいくつあるのかを知らないと営業実務が進まない。
業界の定番はいわゆる証券取引所で用いられている証券コード協議会が分類した「33業種」だ。

しかし、これだと「保険業」という分類に「生保」「損保」双方が入れられ、「情報・通信業」に「IT
業界」「システム開発」「通信キャリア」などが一括りにされてしまうので、営業的には使いにくい。
そこで登場するのが、「就活」で用いられる媒体による業界区分だ。これらは 60弱に分類されるの
で、業界分析や業界研究には「もってこい」の区分として重宝されている。

さて、その上で業界分析、業界研究を始める訳だが、その手順は次の 3ステップで進めたい。

顧客目線で言えば、業界のことも勉強せずに営業に来るなど失礼な話だ。逆に営業する側にとっては、
業界を分析する過程で企業に共通する様々な課題が浮き彫りになるのだから、売れる営業パーソン
共通のルーチンになる。
今回は、効率的に業界分析を進めるためのステップと、その中に潜む”秘密”を紹介したい。
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1.  アウトラインをつかむ

2.  業界に影響を与える環境変化を押さえる（PEST）

3.  業界としての課題を知る  

1 ）アウトラインをつかむ
この業界はどんな顧客に、どんな商品やサービスを提供し、どんな業務フローで仕事をしているの
かといった概略を把握する。
よく使われてきたのは就活用「30分でつかむ～」「2時間で分かる～」といった業界本だったが、
今では「生保業界」と入力すれば簡単にネット検索できる時代になった。

2 ）業界に影響を与える環境変化を押さえる
誰でも検索で簡単に情報が入手できる昨今では、逆にどれだけ突っ込んだことまで分析しているか
が試されるようになった。業界としての景況感はもちろんのこと、業界を取り巻く環境変化が及ぼ
す影響まで思考していないと営業的にはアドバンテージを得られない。
そこでお薦めなのが、PEST分析による業界分析だ。



3 ）業界としての課題を知る
初めて会う相手なら実際にヒアリングしてみなければ、何が課題か、何に困っているかは分からな
い。
しかし、本当のことを言ってしまうと、相手は営業パーソンを値踏みしているので、そのお眼鏡に
かなわない限りは事実を話してはくれない。
だから、事前に類似性の高いであろう業界としての課題を知った上で、相手が話やすい前振りや小
ネタを準備しなくてはならない。

例えば、この流通業界の例で言えば、
「ネット通販対策や高齢者対応でスーパーの宅配サービスが広がっていますが、やはり御社も今後、
自宅までのデリバリーを強化する方向なのでしょうか？」
といった軽い質問を投げかけて、徐々に課題に踏み込んで行きたい。
そのためには「ネット通販」「高齢者対応」「宅配サービス」「デリバリー」という相手の業界ならで
はの共通言語が盛り込まれているかどうかが、成否を分けるということも共有しておきたい。

こうした業界ならではのホットなキーワードが散りばめられていると、相手は「この営業パーソン
は業界の事情を理解した上で何か提案しようとしている」と判断するので、門前払いになることは
少ない。
相手も正解が分からずに困っているのだから、一度会うことができて、有益なヒントや競合他社の
動向などの情報が提供できれば、相手にとっては「使える人間」に映るので、何らかの宿題や提案
の依頼につながるはずだ。
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キーワードは「環境変化」。環境変化によって、その業界がどう変わるかを予想しておくのだ。この
準備が一流の営業に近づくための準備と思って割り切って進めてもらいたい。
念のためPEST分析というのは、Politics（政治）Economy（経済）Society（社会）Technology
（技術）の頭文字を取った名称で、便利なフレームワークの定番として世界中で使われている。



6. 顧客に役立つ情報を予め収集する
営業センスよりも成果に直結する！
「顧客に役立つ」情報収集の 3原則

インターネットやSNSなど、クリック 1つで入手できる情報は爆発的に増えているが、営業パーソ
ンにとって必要なのは単なる情報ではなく、「顧客に役立つ」情報でなくてはならない。
　それを収集するための行動 3原則は以下の通りだ。

営業の真実、それは高い業績を上げ続ける営業パーソンはセンスに恵まれている訳でもなく、コミュ
ニケーション能力が高い訳でもなく、他人以上に努力している訳でもない。1つだけ違うのは、顧客
に役立つ有益な情報を提供する準備ができている点だ。
今回はそうした情報収集の勘所を解説する。

19

営業の成果を決める「顧客に役立つ」情報収集のポイント

1 ）顧客に関心を持つこと

意外に思うかもしれないが、「顧客に役立つ」情報収集で最も重要なのは「顧客に関心を持つこと」
であり、すべてはここから始まる。
そもそも顧客に関心を持たないことには、どんな情報を収集すればいいかが分からない。顧客に関
心を持つことによって、「今、どんな課題を持っているのか」「今、何をしようとしているのか」と
いうイメージが湧き、それらに役立つのはどんな情報なのか、が推測できるようになるのだ。

したがって、関心の強弱によって集まる情報、集める情報の質量がまったく違うものになってくる。
更には顧客への関心が高いと日常的に情報のアンテナが高くなり、なんとなく観ていたテレビの経
済番組の一コマが「これヒントになる」と頭に焼き付いたり、異業種の友人との会話の中に「これ
だ！」という有益情報をキャッチできたりするようになる。

1.  顧客に関心を持つこと

2.  有益な情報源を開拓すること

3.  「得意分野」を持つこと
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2 ）有益な情報源を開拓すること

情報源というのは、人でも物でも方法でも構わないが、有益な情報源でなくては意味がない。自社、
他社を含め、その分野に詳しい人、事情通と言われる存在がいるので、そうした情報キーパーソン
とは人間関係を築いていきたい。
そういった人間関係は仕事を通じてはもちろん、趣味やマンションの理事会仲間、学校の同級生や
先輩、後輩といった関係からも築きやすい。

結局のところ、私達が能動的に情報を得る方法というのは「人に聞く」「ネットや文献などを自分で
調べる」「本や論文などを読む」という 3つしかない。
そこに「テレビや雑誌、新聞といったメディアを通じて、あるいは人との会話の中で偶然知った」
という受動的入手が加わるが、いずれにしても、その情報の出所の信頼性が要になる。
フェイクニュースや眉唾情報では、それこそ自分の信頼を損ねてしまうので、情報の信ぴょう性、
情報源の信頼性には注意を払いたい。
その上で、情報源になり得るという切り口で専門誌や情報サイトのコラムや小さな記事までチェッ
クし、使えそうな箇所は定期的にチェックすることを薦めたい。

更に、自身の業界専門誌や情報サイトではなく、業際化の視点から、隣の業界の媒体をチェックす
ると、ヒントになるものが多く見つかる。しかも自分のライバル達は知らないというメリットがあ
るので、コッソリ伝えておきたい。

3 ）「得意分野」を持つこと

幅広く情報を持っていることも重要だが、「得意分野」があって、それが顧客の興味・関心にはまる
と顧客は「この人に任せておけば安心だ」と感じるので、当然、案件化率も受注率も高くなる。
たとえ、はまらなくても「この人は営業なのに最新のセキュリティーに詳しい」「この人は補助金の
申請に詳しい」「この人は映像作成の実務にやたら詳しい」ということに、顧客側が気づくと“その
知見が必要になったらこの人に聞こう”と、自分が相手の情報源に格上げされる。
「一業者」と「情報源」との間には埋めることのできない差があるのは想像に難くないだろう。
ちなみに、相手が野球好き、サッカー好きならそれら共通する趣味についても「得意分野」に含め
て構わない。



21

7. 訪問前に営業の切り口を仮設定する
営業の事前準備
刺さるトークを仮設定する方策

ここでは簡単に誰にでもできる「アイデアフラッシュ型」「分析型」「応用型」の 3つを 紹介してお
きたい。

仮説レベルで想定した「顧客の課題」に対し、自社の「強み」を訴求するのが営業の本質になるが、
営業の実務においてキモになるのはその訴求の「切り口」になるので、今回はその具体的な方法を解
説していく。

誰にでもできる！「切り口」を仮設定する 3つの方策とは

1 ）アイデアフラッシュ型

この方法は、「顧客の課題」や「業界の課題」など相手側と「自社商材の強み」や「自社の強み」な
ど自分側を行ったり来たりしながら、魅力的な「切り口」を探す方法になる。

この事前準備はもちろん、仮説、推測ベースで行うので、構えずに頭を柔らかくして臨んで欲しい。 
その際のコツとして、自社商材や自社の「強み」が出てこない場合は「強み」より「役立てる」こ
とを探すほうがたくさんの「切り口」例が浮かびやすくなるので、試して欲しい。

重要なのは、頭の中で考えるというより、いったん考えやアイデアを頭の外に出すこと。１人ブレ
スト的に思いついたことをパソコンやスマホ上にどんどん打ち込んでいく「アイデアフラッシュ」
がお薦めだ。

もちろん誰かとブレストできれば更にいい。いったん拡散させておいて、そこから収束させて「切
り口」にするイメージだ。

2 ）分析型

MBA流に言うならば最もシンプルなのが、マーケティングミックスの 4P-6O（オー）のフレーム
ワークを用いて、営業の「切り口」を仮設定する方法だ。 
6O（オー）というのは、アプローチ準備営業の基本「顧客分析」のフレームワークについてでも紹
介したが

1.  誰が市場を構成しているか

2.  何を買うか

3.  いつ買うか

4.  誰が購買にかかわっているか

5.  なぜ買うか

6.  どのようにして買うか

7.  どのチャネル（商流）で買うか

※7 どのチャネル（商流）で買うか　が後に追加されたので呼称は 6O（オー）
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という視点でターゲット市場やターゲット顧客を分析するフレームワークだ。
そこを的に「売れる営業の基本形…「自社の強み」を分析する 4つの視点とは」で紹介した 4P
（Product、Price、Place、Promotion）の視点を矢に見立てて、当てようとする場所が営業の
「切り口」になる。

エマメイ先生の古巣では、ある時期、新人向けの営業研修で「オーストラリア旅行」を商材にして
このトレーニングを行っていた。

その手順を紹介すると、まずは「誰がオーストラリア旅行市場を構成しているか？」から分析を開
始する。これは旅行統計などによって分析できるが、自社やツアープランが「強み」を発揮できる
のが小さい子連れファミリーだとすれば、オーストラリア旅行を営業する「切り口」としては「時
差」を使うのが最も合理的という分析結果になるだろう。

なぜなら、ハワイに行きたいが、小さい子供がぐずって機内で迷惑をかけたくないという理由から、
日本とほとんど時差がなく、いつものリズムで寝てくれたり、昼寝をしてくれそうなオーストラリ
アを選ぶファミリーが一定数存在するからだ。

3 ）応用型

文字通り何かを応用して「切り口」を仮設定するのだが、その元ネタは広告業界のノウハウがお薦
めだ。

例えば、「インサイト」という概念。「インサイト」というのは“顧客が思わず動く、心のスイッチ”
のことを言う。 
広告代理店というのは、クライアントの商品やサービスの「インサイト」を追求したメディアプラ
ンや販促企画を生み出すのがメインの業務なので、応用のためのネタの宝庫なのだ。

その関連の専門誌を定期購読したり、畑違いであっても広告関連の書籍を読んだりすることをお薦
めしたい。 
その際に使える箇所はスマホに保存してネタ帳化するなど、「切り口」のために備えておきたい。



8. キーパーソンを把握するための実務
新規開拓営業のコツはキーパーソンを把握する事！
その実務と流れを解説
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そもそもなぜ、キーパーソンにアプローチしなければならないのか？

理由は明確だ。
まず、よくありがちなパターンになるが、担当者にアプローチしてしまうと、決裁者からは一番遠
い人になるので、案件化率、受注率とも最低になる。
また、担当者から課長、部長に上げてもらえるかが不確定で、その判断場面にも介在できない。
しかも、課長に上げてもらう合理的な理由を作るのも大変だし、何より「あなたじゃダメだから課
長に上げて」という相手を袖にしてしまうニュアンスが逆鱗に触れてしまい、商談自体を消滅させ
てしまうことも珍しくない。
あるいは、最初にアプローチしてしまった担当者の上司にあたる課長に、あなたの競合企業が取り
入っていたとしたら、部長に上げてもらうことすら難しくなってしまう。
このような非効率な営業を繰り返していると営業パーソン自身が疲弊してしまうので、新規開拓の
場合、今日からは必ずキーパーソンにアプローチするやり方に切り替えて欲しい。

新規顧客開拓の外してはならないセオリーは、「キーパーソンにアプローチすること」だ。
そこに気づいたとしても、肝心な方法を知らなければ状況は変えられないので、今回はその実務を
紹介したい。

次にその実務の流れを解説したい。
かつてはキーパーソンの実名を把握する方法自体がノウハウで、いわゆる営業会社のトップセール
ス達だけが独自の秘策として門外不出的に伝承してきたという歴史がある。要はアプローチの際に
「情報システム部の酒井部長をお願いします」とキーパーソンを苗字で呼ぶと、ゲイトキーパーの突
破率が跳ね上がるために、あの手この手で実名を把握しようとしたのだ。
ところが、今となってはインターネットで誰でも簡単にキーパーソンが探せるようになってしまっ
た。

その手順は

キーパーソン把握の実務

1 ）ターゲット企業のホームページにある
      組織図から主管部門（担当部門）を把握

あなたが営業している商材を担当している部門を探す作業で、人材系であれば人事部、IT 系であれ
ば情報システム部、電材系であれば購買部や工事部という具合に。
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2 ）「企業名」「主管部門（担当部門）名」「部長」というキーワードを
      入力して検索

一定規模以上の企業であれば、検索ロボットが最新の人事異動の情報を拾ってくるので、その人物
のフルネームが把握できる。
部長であれば、まずはキーパーソンと考えてよい。なぜなら、例えキーパーソンでなかったとして
も、部長と商談を重ねるうちに誰がキーパーソンなのかが判明してくるからだ。
キーパーソンが部長より役職が下なら、その部長の影響力が使えるし、逆に上の役員であったとし
ても、役員が窓口になるとは考えにくく、結局部長通しになるのでアプローチの段階では問題ない。

3 ）上記で把握できなかった場合は主管部門（担当部門）の
      部長にアプローチ

残念ながら新聞等が人事異動の情報を取り上げなかったり、逆に各部門の人事情報やニュースを積
極的に開示していなかったりする企業からは、このやり方で、キーパーソンの実名を把握するのは
難しい。
その際は主管部門（担当部門）の部長にアプローチすればほぼ間違いないし、違う場合には、電話
の相手が「その件は調達部門ではなく、設計でやっている…」「その件は営業企画ではなく、人材開
発部になる…」等、担当部門を教えてくれる。

かつてはそこで「この件は誰に連絡すればいいか」と問えば、実名を教えてくれた。
しかし、今や「個人情報保護という観点からお伝えできない」というケースが主流になりつつあり、
このやり方では実名を把握できていないので、「人材開発の部長をお願いいたします」と役職名でお
願いすることになる。

しかし「部長になんてとてもアプローチできない…」と思うことはない。アポイント獲得率に関し
ては、担当者に対しても、部長に対しても難易度はほとんど変わりがないし、部長クラスを相手に
した方がビジネスパーソンとしての成長が著しく早くなるので、まずは 1件部長アポにチャレンジ
して欲しい。。
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9. 営業を成功させる決裁ルートの把握
クライアント先の決裁権と
決裁ルートを把握する方法と聞き方のテクニック

決裁権と決裁ルートを把握する

いわゆる「営業力のある会社」に共通していることは、新人営業パーソンにアカウントやターゲット
となる見込み客の「決裁ルート」が必須のヒアリング項目であることを教え込み、その把握の方法を
徹底的に指導していることだ。
官公庁や自治体のような入札であれば、決裁権や決裁ルートを事細かに探る必要はなくなるが、日本
の場合は入札ではない商取引が圧倒的に多いので、決裁ルートを把握した上で、受注率を高める施策
を展開した企業のほうが有利になる。

商談をスタートするに当たって、できれば「決裁権」と「決裁ルート」について、事前に前任者や関
係者から聞いたり、業界としてありがちなプロセスを推測したりして当たりをつけておきたい。

商談規模が大きくなればなるほど、その商談に関わる顧客の部門や登場人物の数はどんどん増えて
いく。
その際、商談が相手企業のどのような意思決定プロセスで進んでいくのかという決裁ルートが分かっ
ているか否かで、受注率には決定的な差が生まれてしまう。
今回は営業を成功させるための決裁ルートの把握について共有していく。

1 ）決裁権を把握する

決裁権というのは、どの部門のどの役職の人がいくらまで決定できるかという裁量権のことで、大
手企業の場合は 100 万円までは部長職、1000 万円までは取締役、それ以上は取締役会や常務会な
どの合議で決めるパターンや、ある一定の金額以上は稟議で決裁するケースなどが多い。
中には係長が３億円を決裁する超大手企業も存在する。
大手企業以外の場合では、25万円の商談でも社長決裁が必要な企業もあれば、課長が 100 万円を
決裁する企業もあるものの、企業規模と商談規模によってかなりの類似性があるので、それらのパ
ターンを推測しておくだけで、実際の決裁権や決裁ルートが把握しやすくなる。

2 ）決裁ルートを把握する

決裁パターンという意味では、数十名規模に対する数十万円以上の案件は、社長に会わないと決ま
らないケースが少なくない。
あるいは、年間予算がすでに決められている場合は、その中身の裁量は課長クラスにまで権限移譲
されている企業もあるので、数百万円単位の商談であっても 1人のマネージャーに気に入ってもら
えただけで受注できる場合もある。
取引相手の規模が大きくなると、当然のことながら、その商談にかかわる登場人物の数や部門の数
も増えるが、その際は「比較検討する部門、ユーザー部門、購入する部門」という 3視点から決裁
ルートを特定していく方法が王道だ。

もちろん、多くの場合、決裁ルートとしては、商談のメインの窓口は比較検討する部門になるが、
その部門はユーザー部門の意向や課題を見据えて、総合的にベターな選択をし、価格交渉及び受注
後の発注書や契約書のやり取りは購買部門や調達部門になるので、それぞれの部門のキーパーソン、
支援者、反対者が誰になるのかといった情報を事前、もしくは商談を通じて入手していきたい。
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そうした情報を社内のSFA（Sales Force Automation）などのシステムに蓄積して共有している
企業はまだ少数派だが、かつて取引があったり、失注になったものの商談が発生したりした企業で
あれば、その時の担当者から情報を入手しておきたい。
また、その取引先に知り合いや間接的な知り合いがいる場合は、そうした情報網から決裁ルートと
社内の力関係などの情報を入手しておくのは、「営業力のある会社」の常套手段だ。

決裁ルートを把握する聞き方例

最後に事前に決裁ルートなどの情報を入手できず、商談中にそれを把握する場面での決裁ルートの聞
き方を紹介しておこう。

これは、商談のルーティーンワークとして普通に聞いてしまって構わない。
例えば；
「最終的なご決定というのは、どのようなプロセスで…」とか
「御社の場合、こうした案件の（ご）決定は（ご）稟議で…」
といった聞き方だ。語尾の「…」がミソで、これは「寸止めの技術」といって、最後まで言い切らな
いことによって、相手の発言を促す流れになるので、何らかの障害がない限りは相手も自然に話して
くれることが多い。

ここで、相手が応じてくれない場合、自身や自社が信用するに至っていないケースと相手の社内事情
から明言できないケースが考えられるのだが、まずは前者と判断して、次のアクションは、信用獲得
のための一手を講じたい。

また、商談が盛り上がり、距離感が近くなったと思う相手なら；
「こうした案件は、中西部長がOKならOKですよね」
といったカジュアルな問いかけという手もある。
この言い方は「こうした案件は、中西部長がOKならOKですよね」と確認しているのではない。
「OKな訳ないでしょう。私の決裁権 100 万円ですよ。この金額 5300 万円ですよねぇ、うちはその
金額は常務会の決裁になりますから」
というような、相手から回答を引き出し、決裁ルートを明確にするための問いかけのテクニックなの
だ。
これは、いわゆる“鎌をかける質問”の一種だが、有効なので是非、自分なりにアレンジして使いこ
なせるようになって欲しい。



10. 登場人物の意識決定基準を推測する
顧客が発注先を決める時…
意思決定プロセスと判断基準を推測しよう

顧客の意思決定プロセスの代表的 6パターン

実は、顧客の意思決定プロセスには業界ごとの傾向や類似企業との共有性がある。そのパターンをあ
らかじめ知っていれば、顧客ごとの意思決定プロセスや購買基準が推測できるようになり、案件化率、
受注率とも著しく向上する。
これは学生時代、中間試験や期末試験で、あらかじめどういう問題が出るか予想できた時に高得点が
取れた経験があると思うが、その原理と全く同じだ。
以下代表的 6パターンを紹介する。

いわゆる「営業の強い会社」では、新人のOJTの段階で育成担当者や上司から顧客の意思決定のプ
ロセスと判断基準のパターンが教え込まれ、それらのパターンの中から独力で推測ができるように
指導される。
今回はその中身を共有したい。
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1 ）担当者が数社からの情報を聞いて 3社程度に絞り、提案と見積り
      が提出された段階で 部課長が判断し、役員会や常務会で決裁
→現在大手企業ではもっとも多い

2 ）稟議

→合議制である日本企業を象徴してきた意思決定プロセスで、担当者が稟議書を書き、
   課長級⇒部長級⇒役員が順次、決裁していく仕組み

3 ）入札

→電子入札を含め最低入札額の売り手が選択される仕組みなので、顧客が介在する余地は少なそう
   だが、事前に様々な部門の声を多角的に聞き、総合的な判断で入札額を決める方が受注率が高ま
   る。

4 ）オーナー社長の鶴の一声

→いくら部課長に気に入ってもらっても、社長の鶴の一声でひっくり返されてしまうことも少なく
   ない。逆に社長から信頼されると継続的に取引が繰り返されるため、社長へのアプローチが必須。



28

5 ）決裁権が権限移譲されている（ex.100 万円までは担当部長の決裁）
→権限移譲の進んだ大手企業では、100 万円程度の決裁権を部長にまで下しているケースも多い。
   案件ごとの役員会での承認は不要なので、部長の志向や好みに沿えば受注率は向上する。

6 ）部門に予算化されている

→「採用に関する予算 1億円」「社員教育に関する予算 5000 万円」といったようにすでに予算化さ
れているケースでは、上記 1) に近い意思決定プロセスにはなるものの、すでに役員会でトータルの
予算は決裁されているため、個別の発注は部課長の決裁で済む。

代表的な 5つの判断基準

さて、重要なのはこれらの意思決定プロセスで用いられる判断基準だ。

代表的な基準は

a ）価格（コスト）

→価格による判断

b ）目的

→目的にどれだけ沿っているかによる判断

c ）環境

→環境や環境変化にどれだけ合致するかによる判断

d ）価値（風土）

→大切にしているモノやコトにどれだけ沿っているかによる判断

e ）システム（業務フローの合理性）

→会社内の業務フローやシステムへの親和性による判断

といったところだ。
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発注先は 100%顧客の意思決定プロセスと判断基準の組み合わせで決まる

先の顧客の意思決定プロセスとこの判断基準の組み合わせで、すべての案件の発注先が決定される。
しかも、関係部門や登場人物が増えるたびに、それぞれの判断基準が異なるために、登場人物の力関
係、発言力、キーパーソンか否かをコミュニケーションの中で見極めつつ、パズルを解くように、各
部門の関係者の判断基準を明確にしていかなければいけない。

最も大雑把な推測としては、「ユーザー部門は、とにかく品質が高く使い勝手のよいものを求めるし
、調達部門はどれだけ安く買えるかが最重要課題で、検討部門はそれらのバランスを取りたがる傾向
がある」といったところだ。
この推測をスタートラインにできるだけ多くのステイクホルダーから情報を取って、案件を有利に
進める筋道を描きたい。

その中で、登場人物については「担当者（窓口）、決裁者、検討者、使用者、購買者、影響者、キー
パーソン、支援者、妨害者」のいずれかに分類すると、整理しやすい。
場合によっては同じ部門の担当者、課長、部長で判断基準が異なるケースもあるので、その際は誰が
キーパーソンなのかで判断したい。

自分の意思を通したい部長もいるし、課長や担当者といった現場の意見を尊重したい部長もいるの
で、部長がキーパーソンと決めつける前に、部長がどういうタイプなのか、情報を入手したい。
ちなみにエマメイ先生はリクルートでの新人時代、大型案件の時は「登場人物のチャート図」を描
かされていたが、これは非常に役立った。

また、多少例外的なのは上記 3) の入札で、その判断基準は「価格」一本の場合が多いが、場合によ
っては技術点、実績点などを加えた総合評価のケースもある。
しかし、その場合でも「価格」メインには変わりはないので、競合各社の出方を窺いながら、多方面
からの情報を集めつつ、競争力のある価格で勝負することになる。

更に 4）オーナー社長の鶴の一声の場合は、社長の判断基準が主にb）目的 c）環境 d）価値から直
感的に選択されることが多いので、あらかじめ社長の人となりについて情報を収集して、自身や自
社がどれだけ社長に役に立てるのかを端的にアピールするところからスタートしたい。

最後に 1つ付け加えておくと、新しい分野の商材については、顧客がその判断基準を持っていない
場合もあるので、他社事例などを複数用いて情報提供から始めたい。



11. 顧客組織の力関係と風土を把握
顧客の組織体系・風土で全然違う！
うまくいかない時の顧客タイプ別攻略法

顧客のタイプ別攻略法の基本として、まず押さえたいのは、そもそも「どの部門にアプローチするの
が、最も案件化しやすいか」ということである。
まずはアプローチ可能な部署のリストアップから始めたいが、年間取引が数百万円以上の規模の営業
ならば「検討部門」「ユーザー部門」「購買部門」の 3視点を想定するのが基本だ。
要は企業によって発言権というか力を持っているのが、「検討部門」なのか「ユーザー部門」なのか
「購買部門」なのかが異なるのだ。
だいたい商談の最初の窓口となるのは「検討部門」となるが、予算、つまり財布を握っているのは、
ユーザー部門だったり、購買部門だったりする場合が少なくない。
そうなると、「検討部門」ばかりに営業をかけても、決定権は別の部署になるので、決定権のある部
門から好感触を得るほうが受注確率は高くなる。

トップダウン型の企業の担当者に最初にアプローチしてしまうと、トップの優先順位が高くない案件
はなかなか前に進まなくなってしまう。
逆にボトムアップ型の企業の部長あたりに不用意にアプローチしてしまうと、課長クラス、あるいは
担当者には「自分達を袖にした相手」となり、不興を買ってしまった結果、部長にすら 2回目訪問が
できなくなることがある。
実は、顧客のタイプによってアプローチ先が違うのだ。今回はその顧客のタイプ別攻略法について共
有する。
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どの部門にアプローチするのが、最も案件化しやすいか

この辺りは多くの営業パーソンが心得ているかもしれないが、差が出るのはここからだ。
どういった情報から、そうした顧客のタイプを分類していけばいいかが分からないケースが多いので
はないだろうか。

実はこれ、やんわりとしたセオリーがあるので、それに当てはめてみたり、断片的な情報から仮説を
立てたりして対処するのがポイントになる。
例えば、あなたが IT 業界の営業パーソンだとしよう。取引のない大手企業や休眠顧客に営業を仕掛
ける場合、企業をこんな視点でタイプ分けするといい。

まずは相手企業の IT 部門、情報システム部門に役員がいるかどうかを調べたい。これはネットで簡
単に検索できるはずだ。
役員がいる場合、基幹システム、プラットホーム、アプリケーションといった全権を IT 部門が担っ
ている場合が多いので、ターゲット先は IT 部門、情報システム部門にするのが合理的な判断になる。

逆に担当役員がいなかったり、兼任だった場合はプラットホームと基幹システムの主管がどの部署な
のかを押さえたい。
なぜなら、双方を IT 部門が担当しているケースとプラットホームのみを IT 部門が担当し、基幹シス
テムはユーザー部門が主管となっているケースもあるからだ。
後者の場合はユーザー部門にも IT 部門があるので、基幹系の商材であれば、ユーザー部門をターゲ
ットにしないと受注率が低くなってしまう。

アプローチ先の決定にはセオリーがある



31

ここで、どのようにして、こうした内部情報を把握するか疑問に思ったかもしれないが、これはター
ゲット顧客のHPの組織図や人事異動情報、上場していれば有価証券報告書の組織図や組織体制に関
する記述を参考にして判断したい。

その方法で把握できない場合は、相手企業の情報システム部、人事部、広報部などのいずれかの部署
に電話を掛けて聞いてしまうのが手っ取り早い。
参考までにトークを紹介すると、「ソリューションセミナーの案内状の件で、1点お聞きしたいので
すが、御社の基幹システムはユーザー部門で担当されているという理解でよろしいでしょうか」とい
った感じだ。
下線部の口実があると電話の難易度が下がるので、随分先のセミナーでも展示会でも構わないので、
ありそうな口実を考えておくとよい。

この他のざっくりしたセオリー、タイプ分けを紹介しておくと、バイトやパートさんの採用であれば、
担当しているのは人事部なのか、店舗運営部なのか、実際の店舗なのかは、組織図とチェーンの規模
である程度特定できる。
あるいは、営業研修などの研修であれば、自社で研修子会社を持っている場合はそこの営業研修部が
窓口になる場合が多く、そうした子会社がない場合は人材開発部、営業企画系の部門、営業本部など
が窓口になる。

また、中小企業でオーナー企業の場合は、年間数百万円以上の規模感の取引は、社長を営業窓口にで
きている企業の営業パーソンが圧倒的に有利になることも知っておきたい。
この機会に、一度ターゲット先の精度を高める取り組みをしてみよう。

組織図から読み解けない場合は電話で確認する
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12. 自社内にある先方とのパイプを探す
顧客へのアプローチに最も有効！？
「社内にある人脈」を営業に活かすワザ

商売や営業、あるいは選挙などでも、顧客や相手との関係性があると、それがない場合とは異なる一
種の身内感が湧くものだ。
古くから「地縁、血縁」という言葉が象徴しているように、日本だけでなく、広くアジアではこの
「縁」というものがビジネスの始まりの段階では大きな意味を持っている。
まさに「一見（いちげん）さんお断り」の真逆パターンを作り出そうという話だ。
特に新規顧客開拓の場合、最初から自社の社員の親族や友人の関係企業は案件化率、受注率とも非常
に高いので、ターゲットにしない手はない。

念のため、この方法は「昭和的」な昔の手法ではなく、令和の時代になった現在でも、多くの企業の
役員クラスが、新規クライアント獲得のために行うテッパン手法となっている。
要は中学、高校、大学、大学院、留学先、前職などの人間関係の中で、先輩、同級生、後輩などの
「つて」で、自社が役に立てそうなリード（見込み客）を探すわけだ。
逆にそうした知人が管理職や経営者になっていると、普通に相手側から依頼や問合せがくることも少
なくない。
こちらは人脈の話になってしまうので、話を「社内」に戻すと、自社内や取引先の社員の人間関係も
同じように受注しやすいリードになる可能性が高いのだ。
もちろんリードにつながるだけでなく、情報収集のための有力なリソースとなる側面もある。

新規顧客開拓、休眠顧客への再アプローチ、既存顧客の他部門への横展開、クロスセルの際に、顧客
と共通の関係者がいると、余程のことがない限り 1回は顧客と商談の機会を得ることができる。
もちろん、関係者の影響力次第だが、場合によっては受注の決め手になることさえある。
「その関係者、もしくは関係者に近い存在が社内にいる」としたら、営業の突破口や後押しになるこ
とは言うまでもない。
今回はその「自社内にある顧客とのパイプ探し」について共有する。

「一見（いちげん）さんお断り」の真逆パターンを作る

個人情報の管理やコンプライアンスが緩い時代は、社員の親族について、政治家なのか、官庁や自治
体に勤めているのか、更にはどこの企業のどういった役職に就いているのかなどを、細かくデータベ
ース化して営業に活用している企業さえあった。
さすがに個人情報保護の立場からはデータベース化は「アウト」だろうが、不思議とそうした情報は
口コミで共有化されてしまうことが多い。
あるいはSNSや社内SNSなどで「事実上のデータベース」となっているケースもあるが、ここで
伝えたいのは、そうした「つて」は営業上、強いカードになるという事実だ。

「つて」は営業上、強いカードになる
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もし、「自社内にある顧客とのパイプ探し」をすることが習慣としてないなら、自然な成り行きで耳
に入ってきた社員の人間関係の情報を蓄積していって欲しい。まずは、アンテナを高くするだけでい
いのだ。
近い将来、その習慣の威力を知ることになるはずだ。
そこまで言うには理由があって、実はエマメイ先生は入社間もない 7月にその原体験をしている。

当時エマメイ先生が所属していた新規開拓の部門では、大手企業に関して 3ヵ月間営業を継続しても
進展がないなら、営業担当者を代えるというルールで、トランプの手札を交換するように、担当顧客
を流さなければならなかった。
その時に誰が担当しても進展がない 1社として、某スーパーゼネコンのカードが流れてきたのだ。

新人であったにもかかわらず、私は手を挙げた。なぜなら内定者研修で知り合った同期のSの父親
がそのゼネコンの役員だと知っていたからだ。
隣の営業部に配属されたSに確認したら、彼の父親は専務取締役で担当はなんと営業。エマメイ先
生はその確認の内線電話を切るとすぐにビル事業部の管理職に電話し、今後自社が建設予定のビルで、
まだゼネコンが決まっていない物件の有無と、バーター取引の可能性について尋ねた。

エマメイ先生の担当商材は当時、スタッフ部門を含めた全管理職にノルマが課せられていたためか、
そのビル事業部の管理職はその電話口で、「〇〇に 7億円位のビル案件があるから、それならいいよ」
と即決してくれたのだ。
その内線電話を切るや否や、今度はSにその旨を伝え、父親と共有するように依頼した。
それからアッという間に大型受注が決まった。
誰も相手にすらしてもらえなかった大手企業から、たった 1～ 2週間での大型受注だった。

この手の受注は誰にとっても珍しい話ではなくて、たまたま起こった偶然とは言えない、よくある話
だ。そうした事例がないというのは結局のところ、「灯台下暗し」なのではないだろうか。
もちろん、パーソナルな情報なので、営業に利用しようとして尋ねるのはよくない。
あくまで、自然な成り行きで耳に入ってきた情報を活かせということだ。
宝の持ち腐れにならないよう、普段から同じ会社の社員に関心を持って、「なんとなく、その家族が
何をやっているか」位の話が自然に入ってくるような人間関係を大切にしたい。

自然な成り行きで耳に入ってきた話を顧客とのパイプ探しに活かす



13. 顧客がネガティブだった時の対応を想定
否定的な顧客の反応に備えておく
よくある 10パターンの営業対処策
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最初から準備しておけば、すべて想定内の対応ができる

実際のところ顧客のネガティブな反応に遭遇するのは、テレアポ時、訪問時、クロージング時それ
ぞれにあるのだが、ネガティブな反応に対応できる営業シナリオを描きたいので、アプローチ準備
の段階から準備しておきたい。

「営業は断られたところから始まる」という格言がある。しかしながら、断られた理由というのは
1つではない。
今回は、ありがちな顧客のネガティブな反応 10パターンを厳選。それぞれの対処策を紹介したい。

1 ）聞くだけ

文字通り「話を聞くだけ」のため、テレアポで「昨年他社から同じような話を聞いているので結構
です」といった具合に断られてしまうケースだ。
あるいは、アポイントが取れ、初回訪問、ヒアリングまでは行けるのだが、その先に進めないとい
うパターンも少なくない。2回目訪問につなげられないというケースだ。
こうしたケースで相手がキーパーソンでないと思われるなら、この人に当たっても前には進まない
ので、別な部署か、同じ部署でもより役職の上の人にアプローチ先を変えたい。
しかし、残念ながら相手がキーパーソンの場合は、「課題に役立つ情報提供」ということで「切り口」
を変えながら、継続的にアプローチを続けるしかない。

2 ）他でやっている、決まっていることがある

現状に満足している企業や経営者なんて皆無なので、情報提供を口実に継続訪問する中で現状への
不満足、課題点を探り、とっかかりを見つけたい。

3 ）他で採用したいものがある

そのまま進行しても、勝ち目はない。「その採用したいもの」への勝ち目が 50％未満なら、その案
件自体を潰してしまう、先送りさせてしまう動きに展開するのも選択肢。
“プレゼンで勝つための方法～「自社の立ち位置」を押さえる”の「当て馬っぽい場合」で紹介した
方法と同じで、「ここだけの話、残念ながら弊社ではありませんが、半年後に某外資系から廉価モデ
ルが発表されますので、各社様とも様子見になっていますが…」的表現で他で採用したいものに
「待った」を掛けてしまう手法だ。
もちろん、ストップさせた後にゼロセットして別な提案を仕掛けなければ意味がない。

4 ）新しく入れたばかり

その際は、そのリプレース時期を把握するとともに、その会社内での別な案件を開拓する動きに入
りたい。
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5 ）忙しくて検討できない

まずは本当に忙しいのか、断り文句として「忙しい」を使っているのかを探りたい。
相手がキーパーソンで本当に忙しいなら、繁忙期を終えるのを待つしかないので、そのタイミング
を聞いておくこと。

更に、断り文句として「忙しい」と言っているなら；

a）その人が大手企業で課長未満の役職なら上に（役員まで）再アプローチ
b）中堅、中小企業で部長未満の役職なら上に（役員まで）再アプローチ
c）中堅企業の役員、中小の社長なら諦める

といったケース別対応となる。

6 ）予算がない

他への予算があるなら、対象となっている案件にその予算を振り向けることができるように、案件
の優先順位を上げるお手伝いをする。
また、本当に予算がないなら、重点顧客からは外さざるを得ない。

7 ）課題を感じない

切り口を変えながら、数回繰り返しても相手が課題を感じないなら、アプローチ先を更に上の役職
か横の部門に変更しない限りは案件化には至らない。

8 ）課題はあるが他に優先すべき課題

ここは、こちらが提案している課題よりも重要な課題（顧客が優先すべきと考えている課題）をヒ
アリングして、自社サービスが対応できそうな最上位の課題にアプローチしたい。

9 ）検討事案として下りてきていない

こうしたケースは自社の上司や経営陣をうまく使いながら相手の経営陣にアプローチし、検討事案
化させるのが一番早い。

10 ）今の状況を変えたくない

よほどの課題や問題がない限り、現場では慣れ親しんだ今の状況ややり方を変えたがらない。
なので、経営陣、経営企画部門、コスト管理部門、リスク管理部門等、会社全体の最適化に対し責
任を持つ部門に、現状のままのリスクを理解させる動きをすることから始めたい。

以上のように、多頻度で直面するネガティブ対応をあらかじめ想定し、対応策を練っておけば、逆
転、復活できる可能性も出てくる。
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14. 訪問顧客にあった事例を準備する
「導入事例」を魅力的に見せる！
5つの切り口と営業に活かすコツ

導入事例で語るべきこと

導入事例の効用は、その商材が「どんなベネフィット（恩恵）をもたらしてくれるのか」というイメ
ージが湧きやすくなる点と、相手の興味・関心に着火しやすくなるという点だ。
商材について延々と説明を受けるより、具体的な企業のある部門がどんな課題を抱えていて、それが
その商材によってどのように解決され、その結果どうなったかというストーリーの方が分かりやすい
上に、興味・関心も喚起されるというのは想像に難くないだろう。

すでに営業ツールの中に盛り込まれていたり、別冊子やネット上で導入事例が紹介されていたりする
かもしれないが、あなたはそれをなぞるだけでなく、次の 5つの切り口で語って欲しい。

場合によっては商材を解説する営業ツールやカタログそのものより、導入事例の方が案件化や受注に
役立つ場合が少なくない。
なので「導入事例」のツール作成と、それらを魅力的に語る練習が売れる営業には欠かすことのでき
ない準備になる。

1 ）導入企業のプロフィール

存在感のある企業か否かが非常に重要なポイントとなる。コンプライアンス上実名が出せない場合
は、事実であれば仮称という選択しもあるし、社名こそ明示はしないものの業種、売上、従業員数
といったプロフィールを示したり、「〇〇で業界トップのA社様で…」 と口頭で告げたりするのが賢
いやり方になる。

2 ）導入の背景

導入前にどんな問題や課題があったかを相手が「そう、そう、うちも」と共感するくらいリアルに
語れるように準備しておきたい。

3 ）導入の目的

多くは 2）で登場した問題や課題の「解決」や「解消」になるが、問題解決系の商材ではない場合
もあるので、導入の目的も「確かにそれはある」と相手が納得する明確な文言を使って表現したい。
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4 ）導入による効果（定量的に）

ここがクライマックスで、その商材を導入したことによって、どのような成果があったのかを具体
的に語りたい。
年間コストが 15％削減されたとか、問題が解決されたことによって売上が 5％向上したといった定
量的な効果が提示できるとインパクトが倍増する。
もちろん、定量的な効果が示せない場合もあるので、その場合はできるだけリアル感が与えられる
ような工夫をしたい。

5 ）要は…　　　（ひと言で表現すると）

その導入のサクセスストーリーをキャッチフレーズ的に「ひと言」で表現できると、相手の興味・
関心にスイッチを入れる武器になるので、可能なケースについては準備しておいて欲しい。
例えば、「パッケージソフト導入による年間 35億円のコストダウン」「営業の一部アウトソーシング
による 12%の案件化率向上」といった感じだ。

導入事例を営業に活かすコツ

1 ）「Before After」をリアルに語れる準備
事例紹介の後、相手の興味・関心を喚起させるコツとしては導入前の状況と導入後の「差」、つまり
「Before After」を語ることなのだが、ここがどれだけリアルに語れるかが大きなポイントになる。
現実味が十分に伝わらないと相手は動き出さないからだ。

2 ）自分が担当したかのように、見てきたかのように話す

自分が担当した事例を語るのと他人が担当した事例を語るのとでは、残念ながら相手が感じる熱意、
リアリティー、インパクトには埋めることのできない大差が生まれてしまう。
しかし他者の案件でもまるで自分が担当したかのように、見てきたかのように話すことのできる方
法がある。
それは、その案件に携わった関係者に直に話を聞いておくことだ。そうすることによって多少でも
「感情移入」することができれば、関係者が憑依（ひょうい）して、自分が担当したかのように話せ
るようになるのだ。少なくても相手にはそう聞こえるようになる。
ここのところが「売れる営業」とそうでない人たちの決定的な違いとなっていることもコソッと伝
えておきたい。

2 ）できるだけ多くの事例を語れるように

その時々によって勝ちパターンにはまる事例というものがあることが多いが、その一方で、普段か
らできるだけ多くの事例を語れるようにしておきたい。
自分の情報の「引き出し」に多くの事例が入っていると、訪問顧客に合った事例を選択できるよう
になるので、確実に案件化率が上昇する。
勝ちパターンだけに集中してしまうと、そこにはまらない案件への対応力が著しく低下してしまう
ので、それを防ぎたいという訳だ。
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[04:32] ここの課題の聞き方は、

コストや質と言う事を先に指摘

するのではなく、お客様の言葉

で・・・

こちらの課題はOKです

営業スキル強化 の為のオンライン学習サービスです。

営業サプリとは

フィード
バック

職場での
実践

営業スキルの定着化を促し、わかった → できた → 売れた を実現します

受講者

ロープレをアップロードしました。

自分で、見返して、焦ると早口にな

る事がわかりました。今後は意識的

に・・・

スキルを身につけるには

◯単元〇〇演習

◯単元〇〇演習

にする必要があります
そのためには・・・
わかったをできた

は、これを実現する　　　　　　　　です営業サプリ 新しい仕組み

実践させることが必要

適切なフィードバック個別の が必要

繰り返し定着のためには が必要

学ぶ → 実践する → フィードバック を受けるのサイクルを回して



営業サプリ 3つの特徴

体系化されたコンテンツ

学習サイクルプラットフォーム

コーチ陣による個別指導
営業経験・マネジメント経験・豊富なサプリコーチが
1人 1人にマンツーマンで個別指導。

『学ぶ→実施する→フィードバックを受ける』
を何度も回すマイクロラーニング方式です。

営業スキル・マネジメントスキルをそれぞれ体系化。
トップクララスのプロフェッショナル講師が、長年に
わたって蓄積してきたノウハウを公開！

･･･ and more

※貴社に近しいバックボーンを持つコーチをマッチング

演習
or

面談実践

フィード
バック

テキスト
講義動画

職場での
実践

受講者

point

point

point

営業サプリとの他教育方法の比較

項目

時間場所の制約

個別指導

現場OJTとの
連動

スキル習得

場の強制力

サプリ方式 集合研修 eラーニング

いつでも好きな時に学ぶことができる

具体的な「貴方の商談」について指導

先輩にも参加頂き、現場との連動可能

小さな単位で学習・実践することで定着化

オンラインなので、集合研修と比べると弱い



営業サプリが考える営業スキル

1. アプローチ準備
2. アプローチ
3. ヒアリング
4. 社内共有
5. 提案企画立案・見積もり作成
6. プレゼンテーション
7. クロージング

 8.  受注・納品・施工
 9.  アフターフォロー
10. トラブル対応・クレーム処理
11. コミュニケーションスキル
12. 営業補完スキル
13. 営業力の源泉

13カテゴリ 144 スキル

営業サプリコース一覧

独り立ち

成果を出す

メンバー指導

チームづくり
マネージメント

営業若手

営業中堅

リーダー

マネージャー

対象者 テーマ 全６コース

【コース】 売れる営業養成講座 基礎コース（16演習 32単元） 
【範囲】営業の基礎となるスキルを体系的・網羅的に学べます。　

【対象者】営業初心者～若手～中堅（10年目程度）

部下育成スキルアップ
コース

営業マネジメント
コース　　

売れるマネージャー
養成講座

教える・聴く・問いかける・考える・
フィードバックするスキル etc...

（開発中）

それぞれのカテゴリの中に
10個程度のスキルをセット
しています !

みんなで
勝ちパターン
コース

売れるチーム
養成講座

○制約に至る営業シナリオの
　作り方
○勝ちパターン営業が実績出
　来る仕組み歳かけ ...etc

2020 初夏
リリース予定

売れる営業養成講座 　　　　　とは

売れる営業養成講座

基礎コース
前半コース 後半コース

基礎コース



学習の流れ

職場での
実践

受講者
フィード
バック

テキスト
講義動画

演習
or

面談実践

職場コーチ

サプリコーチ

講師：大塚寿

受講者と、職場コーチ
両方へのアドバイス

演習・ロープレに
「うちの営業では・・・」

個別指導

学ぶ   →  やってみる  →  フィードバックを受ける

受講者の方が１単元にかかる時間は 15分～60分程度です。

無料体験をご用意しております！

デモ画面でサービスを体験できます。テキスト、動画、演習をご覧になっていただけますので
貴社の営業強化にお役立てそうか否か、是非ご体験くださいませ。

https://www.sapuri.co.jp/contact/trial
以下のURLをクリックしてお進み下さい

を単元ごとに繰り返していただきます。

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

