
売れる営業養成講座

営業の教科書

オンライン&マンツーマンの営業スキルアップ研修「営業サプリ」

保存版

売れるようになるための
セオリーと144のスキル
「営業の教科書」は営業サプリ「売れる営業養成講座
（基礎Ⅰ・基礎Ⅱコース）」の元となったテキストです。
売れるようになるためのセオリーと144のスキルを
体系的に網羅し、徹底解説しています。

営業サプリ
Powered by 株式会社サプリ

2
 2. アプローチ



ア
プ
ロ
ー
チ
準
備 

編

1
ア
プ
ロ
ー
チ 

編

2
ヒ
ア
リ
ン
グ 

編

3
社
内
共
有 

編

4
提
案
企
画
立
案
・見
積
作
成 

編

5
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン 

編

6
ク
ロ
ー
ジ
ン
グ 

編

7
受
注
、納
品
、施
工 

編

8
ア
フ
タ
ー
フ
ォ
ロ
ー 

編

9
ト
ラ
ブ
ル
対
応
、ク
レ
ー
ム
処
理 

編

10
受
注
、納
品
、施
工 

編

11
ア
フ
タ
ー
フ
ォ
ロ
ー 

編

12 13
ト
ラ
ブ
ル
対
応
、ク
レ
ー
ム
処
理 

編

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 概論
顧客に応じて適切なアプローチを！
新規開拓・アポ取りのポイント
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新規顧客開拓を効率よく進めるために、まずやるべきこと

既存顧客へのルートセールと比較して、新規顧客を開拓する営業の難易度は「5倍高い」とは昔から
続く営業の格言だ。
更に業務改善による省力化と働き方改革が相まって、顧客自身が時間に追われるようになり、そのあ
おりで商談に当てる時間も縮小傾向になっているため、ますます新規開拓営業の難易度は高くなって
いる。

しかし、既存顧客からの売上、利益というものは年々逓減していくものなので、それ以上の新規顧客
や新規案件でカバーしていかないと右肩上がりの成長が望めなくなってしまう。
つまり安定した成長には新規顧客の開拓が欠かせないのだ。

そんなことから営業パーソンには毎年、新規顧客開拓の目標や予算が課せられるわけだが、「きつい！」
「無理！」「できない！」とブルーな気持ちにさせる元凶になることも少なくない。
ところが、新規開拓営業というのは正しい「やり方」と「切り口」を工夫するだけで、とたんに成果
が出るようになるので、ここではその適切なアプローチ手法を共有していきたい。

まず最初にやるべきことは、ターゲット顧客の分類からだ。
最もシンプルに新規開拓を考えると「どこに、どのようにアプローチするか」ということになる。
「どこに」はターゲティングのことだが、受注確率の高いターゲットから優先的にアプローチするの
はもちろん、ターゲットごとにアプローチ方法を変えるのがコツだ。

大雑把にターゲットを分けると「既存顧客」、「見込顧客」、「潜在顧客」になる。

「既存顧客」というのは既に取引があるため人間関係もあり、比較的情報も取りやすいことから、案
件化率、受注率が最も高くなるため、他部門へ紹介営業を仕掛けたり、クロスセルやアップセルの機
会をうかがいたい。

「見込顧客」は、自社の商品やサービスに対しある程度、興味・関心を持っているであろうと想定で
きる顧客のこと。こちらも相応の案件化率、受注率になるので、優先的に営業したい。

「潜在顧客」というのは、まだ自社商材を認知していないので、案件化するかどうかも不明な顧客で
あるため、まずは接点を持つところから始めたい。

見込顧客へのアプローチ成功率を高めるアポイントのコツ

見込顧客へのアプローチ成功率というのは、使用するターゲットリストとアプローチトークで 9割以
上が決まってしまう。
つまり、いいリストを用いてもアプローチトークが陳腐化していればアポイントを取ることができな
いし、どこにでもあるような汎用的なリストを用いても案件化するような見込顧客にはたどりつかな
い。

まずはリストについて。基本的にはリストには数が勝負の絨毯爆撃用リストと、見込顧客を絞り込む
ためのピンポイント射撃用リストがある。

前者は

1.  帝国データバンク会社年鑑等信用調査会社の年鑑、データベース

2.  i タウンページ

3.  求人サイト（リクナビ、マイナビ、エン・ジャパンなど）

などが代表的になる。

一方後者は
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1.  各種業界団体会員名簿、年鑑

2.  HP（ホームページ）への問合せリスト、展示会、セミナー参加企業リスト

3.  過去の名刺

4.  専門誌（紙）記事（バックナンバー）

5.  AI を利用した「法人見込み顧客サーチエンジン」

などだ。

かつてはゴールデンリストを言われる受注率の高いターゲットリストを作ること自体がノウハウだっ
たが、昨今ではインターネットやサーチエンジンのおかげで誰でも簡単にターゲットリストが作成で
きるようになった。

次にリストに掲載された企業へのアプローチになるが、最も重要なことはキーパーソンに最初にアプ
ローチすることだ。中小企業の場合は社長もしくは役員をターゲットにすべきだし、大手であれば部
長クラスにアプローチしたい。

キーパーソンの調べ方もインターネットがイノベーションを起こしてくれた結果、ターゲット企業の
ホームページから、営業窓口になるであろう部門名を入力した後「部長」と入力すれば、かなりの確
率で部長名が判明するようになった。
中小であってもホームページには代表者名は必ずあるので、必ずテレアポ時には実名で呼び出したい。

成功率を高めるテレアポのコツ
インターネットやSNSがこれだけ社会に浸透したにもかかわらず、新規顧客開拓に成功している
企業のアプローチ方法は今でも電話だ。
もちろん、物心ついた時からデジタル社会に育った若手社員にとっては「なんでインターネット社
会にレガシーの電話なんか使うんだ」と思うかもしれないが、メールによる新規開拓の成果があま
りに乏しいため、相対的に一番効果があがる電話によるテレアポがいまだ主流になっている。

とはいえ、売り込み電話に対するガードは年々固くなり、働き方改革の中で“海のものとも山のも
のとも分からない営業パーソンと会うほど暇ではない”という考え方も増えて、「まずは資料を送っ
てください」という返答が非常に多くなっている。
そんな状況でも、コンスタントにすんなり会いたいキーパーソンに対しテレアポで成功している人
はいったいどんなやり方をしているのだろうか？

そのコツは以下の 3つだ。

1.  キーパーソンを名指し

「情報システム部の中西部長をお願いします」と新規でも、必ず苗字で相手を指名すること。

2.  相手を主語（主題）にして話す

「もし、中西部長が運用コストに課題感をお持ちでしたら、お役に立てるかもしれません」というよ
うに相手側を主語にして話す。

3.  「A or B」の疑問文で時間取りをする

「一度、事例集をお持ちしつつ情報交換ができればと思いますが、いかがでしょうか？」では相手に
「No」という選択肢を与えてしまうので、「一度、事例集をお持ちしつつ情報交換ができればと思い
ますが、来週と再来週とではどちらがお手隙でしょうか」の二者択一の疑問文の方が、歩留まりが
はるかに上がる。

メール
休眠顧客やHPへの問い合わせに対する返信メールであればともかく、メールを用いて新規顧客開
拓をするのはDMと同じくらいに歩留まりが低いので、よほど商品力がある場合を除きお薦めでき
ない。
例外的に非常に尖がった技術があったり、ニッチで狭い業界で一目置かれている企業であれば、メ
ールでもある程度の効果は出るかもしれないが、その際も相手が最初に目にする「件名」を相当魅
力的なものにしないと、メールを開いてさえもらえない。

逆に、受注から次の受注まで数年といった間が空いてしまう特性の商品やサービスの場合や、地方
や海外でなかなか密に訪問できない既存客の定期フォローにこそメールは活かしたい。
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潜在顧客への接点の作り方

潜在顧客というのは、自社商材の存在を知らないので購入することができない顧客層でもある。その
存在に気づきさえすれば、「なんだ、こんないい商品があったのか」とさっそく購入を検討する可能
性もあるわけで、まずは顧客接点を作って、商品を認知してもらうことからスタートしなければなら
ない。

マーケティング的には「不認識見込客」を「認識見込客」にステージアップさせることだが、具体的
な方法としては展示会を活用した営業、セミナー営業、キャンペーンの活用、オンラインの活用、
DM・ダイレクトメールの活用などがある。

展示会を活用した営業
国や自治体、業界団体主催の展示会というのは、興味、関心を持つ業界関係者が最新情報を求めて
一堂に会するため、非常に効率的な見込顧客発掘の機会となる。
何といっても来場者が多く、顧客の方から足を運んでくれるため、潜在顧客への接点作りという意
味では積極的に利用したい。

反面、露出効果を高めるためにはブースのコマ数を多くしたり、展示の演出のための出費も数百万
円に及ぶことがあるため費用対効果を勘案しながら進めなくてはならない。

セミナー営業
「AI ソリューションセミナー」「SEO対策セミナー」といった旬なテーマで集客し、密着度が高い
関係性の中で潜在顧客を「認識見込客」にステージアップさせる効果的な方法だ。
競合各社ともセミナーが有効な販促活動だと知っているので、陳腐化したテーマにならないよう、
顧客が聞いてみたいテーマ、講師、内容で勝負したい。

旬という意味では、テーマが時流にあっていれば、講師はその道の専門家なら著名人である必要は
ないが、逆に有名人の知名度を利用して集客する手もある。
セミナー営業の最大のメリットは興味、関心のある人しか足を運ばないので、参加者すべてが見込
顧客としてターゲット化できる点だ。

キャンペーンの活用
キャンペーンというのはディスカウント価格、リベート、トライアル、インセンティブといった通
常の取引とは異なる特典によって、期間限定で取引の敷居を下げたり、特典を与えて取引を促進さ
せる販売促進策の 1つである。
潜在顧客を一気に見込顧客に変えるカンフル剤にもなりやすいので、他業態のキャンペーン例など
も参考にしつつ知恵を絞ってキャンペーン企画を作りたい。

反面、キャンペーンは確かに販促にはつながるが、利益率を下げてしまうリスクがあることを念頭
に入れておきたい。
また、頻度が多いと顧客はキャンペーン慣れしてしまい、キャンペーン時しか付き合わなくなる傾
向もある。

オンラインの活用
ネットを利用した潜在顧客との接点の作り方にはリスティング広告やコンテンツマーケティングが
ある。
リスティング広告とは、検索キーワードに応じて検索結果の画面に表示されるテキスト形式のクリ
ック課金型の広告である。

コンテンツマーケティングは潜在顧客にネット上で「見つけてもらう」仕組みであり、読者にとっ
て役立つ記事、データ、ワークシート、調査結果、動画などを配信して認知を促し、見込顧客、既
存顧客、ファンに育てようとする一連のマーケティング活動になる。

DM・ダイレクトメール
昔ながらの手法になるが、未だ廃れないのは効果があるからだ。DMも年々進化して、開封しやす
い封書、中に貼ってみたくなるシールといったギミック（おまけ）を入れてみたり、なんらかの特
典を懸賞にしてみたりと趣向を凝らしている。
DMで重要なのは違和感や意外性なので、大きさでも色でも質感でもいいので外見に「おやっ ?」
と感じさせる工夫を加えたい。
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既存顧客へのアプローチ方法

既存顧客に対しては、ただその取引を守るだけでなく、年間取引額を右肩上がりにするための波状的
な仕掛けを継続しないと、売上の維持すらできない。
日常的にクロスセル、アップセルの布石を打つことはもちろん、競合につけ入る隙を与えないために
も顧客接点をキープしていきたい。

既存顧客に対して横展開として他の部門を紹介していただいたり、深堀として関連する案件を発掘し
たりと既存顧客から新たな案件を作り出す営業の方が、新規顧客から案件を作り出すより難易度が低
いので、是非とも既存顧客の営業窓口は優先的に広げていきたい。

具体的な既存顧客へのアプローチ法は以下の 5つが代表的なものになる。

1.  定期訪問

既存顧客への定期訪問はルーティーンとしてあらかじめ計画しておかないと、間が空きすぎて行き
づらくなってしまったり、「A社の営業は全く顔を出さない」という印象を与えてしまったりする。
取引額ごとに「毎週訪問する顧客」「毎月訪問する顧客」「四半期に 1度は訪問する顧客」等に分類
し、定期訪問を計画したい。

2.  定期点検

半年に１度とか 3ヵ月に 1度とかで定期点検が必要な機器や設備においては、フィールドサービス
と一緒に同行したり、顧客の状況をフィールドサービスにヒアリングさせて新なニーズや課題を拾
い出す動きをする企業は業績が高く、不況にも強いという事実がある。
また、定期点検を利用したリプレース提案というのも常套手段なので、ここはアップセルにつなげ
ていきたい。

3.  情報提供

既存顧客へのアプローチ方法の王道がこの情報提供なので、顧客に“役立ちそうな”情報を小まめ
に持参したい。
情報提供というのは、あくまで口実であって既存顧客から新しい案件の情報を引き出したり、他の
部門を紹介していただくきっかけづくりなので、情報も小出しにするなどして、できるだけ訪問回
数を増やすようにしたい。

4.  使い勝手の確認

「売り逃げ」という言葉があるように受注したら後工程の部門に引き継いだきり、トラブルでもない
限りは客先に顔を出さなくなる営業パーソンも散見されるが、たとえそれが営業パーソンにとって
はマイナス情報であっても、顧客の生の声を拾いに行く行動を心掛けたい。

5.  紹介

顧客からの紹介というのは案件化率も受注率も非常に高いというのは、よく知られた事実だが、実
際のところ「紹介営業」で実績をあげている営業パーソンとそうではない営業パーソンとの違いは
紹介依頼をしているか、いないかだけの違いなのだ。
紹介依頼というのは顧客にせっつくようで、迷惑に違いないと慮りがちだが、紹介するか否かは相
手が決めることなので、評価が高そうな場合は思い切って紹介を依頼して欲しい。

顧客への効果的なアプローチ方法を学べるオンライン研修

アプローチはその効果的な方法を知っているかどうかで、案件化率に著しい差が出てしまうものであ
る。
やる気はあったものの、成果の出ない方法を繰り返したあげく、成果が出ないためにモチベーション
まで落としてしまう営業パーソンがいかに多いことか。

当営業サプリでは効果的な方法をテキストで紹介するだけでなく、動画講義、演習、フィートバック、
ロープレをコーチが並走しながら 1on1 で進行する「オンライン講座」も提供しているので、詳細は
そちらを見てほしい。



1. 有効なアプローチ手段を選ぶ
営業で効果的なアプローチとは？
電話 (テレアポ )、メール、DMなど

最も生産性の低い営業になっていないか

まずは代表的な能動的アプローチだが、ターゲット企業に電話を架け、アポイントを取り付けるテレ
アポ、既存の取引先（アカウント）の別な窓口への横展開、アカウントやサプライヤー、個人的な人
間関係のネットワークを通じた紹介依頼、郵送やFAX、メールによるDM（ダイレクトメール）、そ
してセミナーや展示会、見本市がある。

これらすべてに共通した絶対に外してはならない「営業のセオリー」は、すべてターゲット企業のキ
ーパーソンに対して仕掛けなければならないということだ。
「担当者」にアプローチしたい気持ちはよくわかるが、結局のところ「担当者」は「決裁者」からは
一番遠い存在であり、決裁までに邪魔の入る確率がもっとも高いことから、案件化率、受注率とも最
低となり、一番生産性の低い営業になっていることを忘れてはならない。

アプローチというのはターゲットに対して新しい商談を仕掛けることである。
大きく分けると、こちらから主導権を持って能動的に仕掛けるアプローチと逆に受け身というか、ア
カウントの方から見積依頼や提案依頼が来て、それに対応するという受動的アプローチがある。
今回は能動的アプローチのバリエーションについて俯瞰的に紹介し、それぞれの詳細な方法論につい
ては、随時この養成講座で深堀していきたい。
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電話＋DM＋電話、メール＋電話という優勢結合も
ただし、電話によるアポ取りを更に効果的にするサブツールとしてDMや FAX、メールを利用する
手はある。
かつて「パーミッションマーケティング」などとも呼ばれたが、展示会やセミナーの案内、DMを
送付していいかどうかの許可を得たり、到着確認の電話をしたりとコミュニケーション接点を増や
すやり方はアリだ。もちろん、その相手は担当者ではなく、キーパーソンでなくてはならないが。
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商品力のある会社は、実は営業力が弱い

そもそも論になるが、高い技術や商品力のある企業というのは、往々にして営業力は強くはない。営
業力なんかなくても売れたからだ。逆に技術や商品力で差別化できなかった企業というのは営業力で
差別化するしかないので、営業力を独自に進化させてきたという歴史がある。
しかし、昨今ではどの業界でも技術力も商品力もどんぐりの背比べ状態になってしまい、それに代わ
り、営業力が差別化のポイントとしてにわかに注目され出したのである。

イブがかかるのは間違いない。
ただ、その時にニーズのありそうな企業にDMや FAX、アドレスの分かる人にはメールを出してみ
るといったアプローチをするのはやめた方がいい。
理由は単純明快で「効果がない」からだ。これらの方法がなんとか機能するのは、すべてその相手、
もしくはその会社とリレーションがある場合に限られる。

面識のない相手にDMや FAX、もしくはメールを送り付けたところで、開封されることもメールが
クリックされることもないので、その行動に費やす時間と準備が丸々無駄になってしまう。



2. 商談の背景から案件を取捨選択する
「付き合い見積もり」って何？
受注率を上げるための営業見積もりの出し方

能動的アプローチに対し受動的アプローチというのは、顧客の方から

「売れない営業」はすべての見積依頼、提案依頼に対応しようするため、著しく受注率が低くなって
いる。
そうした状況から脱却し、受注率を高めるためにはいったいどうしたらいいのだろうか。
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見積依頼が来たら、まずは真剣に追うか、捨てるかで案件を捌く
さば

1.  見積依頼、招待

2.  提案依頼、RFP（Request For Proposal）

3.  資料請求、HPなどへの問い合わせ

などがあり、商談がスタートするケースである。

相手側から買いに来てくれるのだから、ある意味営業パーソンにとっては「究極の営業」には違いな
いのだが、発注側にとっては数社から見積もりをとって競わせてより安く買うための「相見積もり（
通称あいみつ）」なので、価格競争になりやすいため手放しでは喜べない。

そうした理由で、見積依頼にしろ、提案依頼にしろ、受動的アプローチで一番大切な動きは「案件捌
（さば）き」になる。“成果を上げる”という文脈では案件捌きに始まり、案件捌きに終わるといって
も決して言い過ぎにはならない。

案件捌きというのは、どの案件を真剣に追いかけ、どの案件を捨てるかという案件を選抜する判断の
ことである。
その背景には、受動的アプローチ型の企業にとっては受注できるかどうか分からない、すべての見積
依頼に対応していたら、生産性や成果が極端に落ちるだけでなく、組織としてパンクしてしまうとい
う現実があるのだ。
したがって；

受注確率が低い（例えば 50％未満）
自社の強みが発揮できない
利益（率）が低い
リスクが高い
与信が不安
といった基準で、追うのか、捨てるのかを早い段階で判別することが不可欠になる。受動型の営業に
おいては、「売れる営業」と「売れない営業」の差というのは、この判断の正確さと速さに如実に現
れる。

断っておくが、「売れる営業」と言えども、真剣に追うと決めた案件の 100%を受注しているわけで
はないので、その受注率は右肩上がりに高くなればいいというスタンスで臨んでほしい。
経験が浅いうちは状況や背景を上司や先輩に報告して、取捨選択の判断を仰げばよいが、その案件ご
との判断基準や傾向、結果を蓄積して、3年以内には自力で判断できるようになりたい。
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案件を追うのはいいとして、難しいのは案件を捨てるというか「見切る」場面だ。仕様、ラインナッ
プ、あるいは価格競争力によって勝ち目のない案件というのは、実際少なくない。
しかし、顧客に対し「受注できる気がしないので、見積もりは出しません」なんて言えるはずがない。
いや、言うことはできても、よっぽど売り手市場でもない限り次からの見積依頼が来なくなってしま
うかもしれない。

そこで、こうした業界では「付き合い見積もり」と称して、既存顧客に対してもまずは受注すること
のない、微妙に高い見積もりを形式的に提出することが少なくない。
精緻な積算などしないで極力時間をかけずに高い、それなりの見積金額を提出することによって、そ
の案件からリリースされれば、他の受注率の高そうな案件に注力しやすくなるというわけだ。

見積依頼、提案依頼というのは基本的にルートセールス、アカウント営業といった既存顧客への営業
が前提となるが、受動的アプローチには資料請求やホームページの問い合わせといった新規顧客の場
合もある。
新規の場合は、資料請求レベルならいいが案件化の可能性が高いなら、そもそもその相手が自社と取
引できるか否かの与信調査が必要になる。
自社の取引条件は某信用調査会社の評点「50点以上」であれば、日本全国の評点の平均が 40点前半
であることから、半分以上の企業とは通常の条件では取引できないことになってしまう。
そういう場合は、前金にしたり半額を前金にしたりするなど、取引条件でリスクヘッジするとか、間
に商社を入れるなどして取引をスタートすることもある。

新規の取引相手への対応で知っておきたいこと
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3. 成果が出るアタックリストの考え方
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

中小企業、事業所のすべてが営業対象になる商材であれば絨毯爆撃用リスト、逆に、ある一定以上の
規模感を持った企業の部門、キーパーソンがターゲットになるならピンポイント狙撃用リストを区別
して準備したい。

前者は営業の対象エリアのすべての企業に手あたり次第アプローチしたいことから、まずはその数が
重要になる。以下がその鉄板と言われたリストだ。

新規顧客開拓の難化が進行中ではあるが、リードゲット（見込み客獲得）をアウトソーシングするに
せよ、自らテレアポをするにせよ、その成果は「リスト」で決まってしまう。
それを知らないと、成果は最低ランクになってしまうので、今回はその「リスト」についての知見を
共有する。

ローラー営業には数が勝負の絨毯爆撃用リスト

1 ）帝国データバンク会社年鑑等信用調査会社の年鑑、データベース

帝国データバンクであれば、約 14万社が掲載され、しかも、業種、従業員数、評点、売上伸び率、
エリア、役員名などの属性情報が最も充実しているので、用途に応じた使い方ができる。
ただし、代表電話番号しか掲載していないことと代表者、役員名までしか掲載されていないので、
部長以下のキーパーソンは別途調べる必要がある。

2 ）i タウンページ

かつての職業別電話帳だが、現在ではインターネットで全国の企業の電話番号、所在地のリストを
簡単に入手できるようになっている。

3 ）求人サイト（リクナビ、マイナビ、エン・ジャパンなど）

完全な流用だが、インターネット以前、それも求人誌という概念が登場した直後から有効なリスト
として活用されてきた。
その理由は、求人広告は「業績がいい」証であり、しかも求人誌に掲載されている時点で一定の与
信をクリアしているからである。同じ発想から情報誌への掲載広告も長きにわたりリストとして利
用されている。一方、日経新聞の求人などの広告も活用されてきたが、数が少ないというネックもある。
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一方、人事部や情報システム部といった特定部門の、できればキーパーソンに直にアプローチしたい
場合は、ピンポイント狙撃用リストとして以下のようなリストやサーチエンジンが有効だ。

ターゲティングされた営業にはピンポイント狙撃用リスト

1 ）ダイヤモンド職員録（データベース）

ダイヤモンド職員録の最大の強みは部長の階層（企業によっては課長層）までキーパーソンのフル
ネームが把握できる点だ。
2011 年を最後に紙での出版からデータベースに変わったが、かつては部課長の出身校、自宅住所、
趣味に至るまで掲載されており、重要案件を追いかける営業会社には欠かすことのできないリスト
と言われていた。

2 ）HPへの問合せリスト、展示会、セミナー参加企業リスト

かつての職業別電話帳だが、現在ではインターネットで全国の企業の電話番号、所在地のリストを
簡単に入手できるようになっている。

3 ）過去の名刺など

交換した過去の名刺の所有権については議論の分かれるところだが、一度訪問して商談にならなか
った会社情報を全営業パーソンから集めて作ったデータベースはそれなりの受注率があるリストと
なる。
一度断られるとニーズのない会社に思えるが、その後状況が変わったり、営業パーソンのスキル不
足が原因となっていたりというケースも少なくないからだ。

ホームページ

4 ）四季報系（役員四季報、就職四季報）

四季報も昔からの定番リストとして用いられていたが、執行役員まで掲載されており、キーパーソ
ンへのアプローチができる役員四季報、人材系サービスなどでは就職四季報の方が使い勝手がよい。

5 ）各種業界団体会員名簿、年鑑

国会図書館などの大型図書館の開架図書にある「〇〇工業連合会」といった年鑑や名簿は所在地、
電話番号、代表者や担当役員の名があるので、ターゲットとなる業界があるなら、使いやすい。た
だし鮮度に欠ける（古い）ことも少なくない。
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6 ）新聞記事（縮刷版、検索）

レベル的には中級以上の技になるが、新聞記事というのは突破率、案件化率、受注率の高いリスト
になりやすい。ただし、数という面では多くはないし、大手、中堅に偏ってしまうのはやむを得な
い。

7 ）専門誌記事（バックナンバー）

こちらも新聞記事同様、数に制約はある反面、業界が絞られているために、突破率、案件化率、受
注率の高いリストなので、業界によっては定番リストになる。

8 ）中吊り広告など

電車の中吊り広告、交通広告、新聞チラシなども、量には限りがあるが、業界によっては受注率の
高いリストになることがあるので、それらが対象となる可能性があるならば注意を払っておきたい。

9 ）AI を利用した「法人見込み顧客サーチエンジン」

「インターネット×AI」で属性を絞ったアタックリストが安価かつ大量に入手できるようになった。
最近ではFutureSearch（FUTUREWOODS社）のような法人見込み顧客サーチエンジンも登場
している。



４. キーパーソンのアポを獲得するロジック
「もう電話はイヤ…」疲弊しないで成果を上げる！
テレアポロジック
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ゲイトキーパーを突破するロジック

テレアポというのは、最初に電話を取るゲイトキーパーをいかに突破し、キーパーソンにつなげても
らうかと、そのキーパーソンから商談のアポイント（以下アポ）を取りつける 2段階で考えておかな
ければならない。

まず、最初の関門であるゲイトキーパー、具体的には代表受付であったり、部門受付だったりするの
だが、ここを突破しないことには何も始まらない。
しかし、毎日ひっきりなしに掛かってくる売り込みの電話をすべて当事者につないでいたら、それこ
そ仕事の邪魔になってしまうので、文字通りゲイトキーパーがフィルターの役割を果たすことになる。
しかも当事者達は既存の取引先とはメールや携帯電話でのやり取りが主流になっていることから、各
社とも「売り込み電話の断りマニュアル」的なものを運用し、失礼のない断り方を実践している。

そうした狭き門を突破するには、通す電話と断る電話の基準となるロジックを知っておきたい。
ザックリいうならこんな感じだ。

新規の見込み客に対し、商談のアポイントを取るために電話を掛けるテレアポ（会社によってはテレ
マ、アポ取り、架電、入電などと呼ぶ）だが、ロジックを踏まえた上で実施しないと、成果がでない
どころか営業パーソンを疲弊させる元凶になってしまう。
今回は成果を上げるトークやテクニックの底流にあるロジックについて紹介したい。

ゲイトキーパーが電話を通すか否かは、複合的な要素とそれらのウエイトとで決まる。
例えば、相手の会社の知名度、評判・イメージ、用件、言い方、その他といったところだ。
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これまで様々な業界の営業コンサルティングなどで経験した何百万件のテレアポの分析結果から平
均的な数値を示すと、それぞれの要素にウエイトを掛けた積の和が 0.5、すなわち 50%を超えれば
ゲイトキーパーが突破できるという見立てだ。

知名度という点では、誰でも知っている有名企業が有利になるが、そのウエイトは上の図の式のよ
うに 15％程度だ。
中には知名度は高くても、しつこく電話を掛けてくる「評判・イメージ」が悪い業界や会社もある
のだ。「この会社からの電話は取り次がないように」というブラックリストを電話取り次ぎマニュア
ルに載せている企業もある。
更に、そうした知名度や評判より重きを置かれているのが、その電話の用件と話し方になる。
つまり、評判・イメージを判断できない程、無名な相手であっても、その電話の用件と話し方によ
っては 50％を突破するので、ゲイトキーパーは電話を通すという訳だ。

「働き方改革で成果を上げた 10社、成果を出せなかった 10社の比較を細かくまとめた事例集が完成
しまして、御社の業界に特に役立ちそうですので持参できればと思いますが、人事の酒井部長、お
願いいたします」

といった用件を丁寧に、ゆっくり、分かりやすく話せば、たった 1人の無名なフリーランスであっ
ても、高率でゲイトキーパーを突破することができる。
もちろん、用件は理にかなっていても、最もウエイトの高い話し方が怪しかったり、たどたどしか
ったりするとキーパーソンにはたどり着かないので要注意だ。

キーパーソンからアポイントを獲得するロジック

次に第 2の関門、キーパーソンからアポが取れるかどうかだが、このロジックはゲイトキーパーのも
のとは全く異なるものになる。
この時点では知名度、評判・イメージなどは、もうどうでもよくなるが、電話のタイミングが重要に
なってくる。

要はキーパーソンが、「外出中です」「会議中です」でないタイミングを狙って電話を掛けたいのだ。
朝と夕方の時間帯はゴールデンタイムと言われるし、月曜朝一もキーパーソンからのアポを取れる確
率が高いと言われている。
月曜朝一というのは、休み明けでメールをチェックしたり、部下からの報告や部下への指示に追われ
たりで一番ザワザワしている時なので「この忙しい時に売り込みの電話なんか…」と思われがちだが、
そのネガティブな心情を補って余りある着席率の高さがあるのだ。

その電話の用件が自分の聞きたい話だったり、情報であったりすれば、いとも簡単にアポが取れる。
だからこそ、キーパーソンへの電話は、用件や何らかのヒントになりそうなサジェスチョンがモノを
言う。タイミングがよくて、用件、話し方、サジェスチョンが満足いくものであれば、0.8、すなわ
ち 80%となって、アポイント獲得に必要な 70%を超えるという訳だ。
ここはゲイトキーパー突破と同様のトーク、
「働き方改革で成果を上げた 10社、成果を出せなかった 10社の比較を細かくまとめた事例集が完成
しまして、御社の業界に特に役立ちそうですので持参できればと思いますが…」
で十分だ。賢い上級管理職はヒントになる情報を幅広く、営業パーソンを通して仕入れているという
現実をロジックに組み入れない手はない。



５. テレアポを成功させる 3つのトーク
成功率が 10倍に！テレアポ営業のコツ。
売れる営業がやっている 3つのセオリー

テレアポの獲得率を最大にする 3つのセオリー

100件中 3件のアポということは、逆を言えば 97件はキーパーソンが「外出中」「会議中」「離席中」
であったり、そういう口実の居留守であったり、キーパーソンまでたどり着けても「忙しいので」「興
味ありません」「まずは資料を送って下さい」と断られているということになる。
中には邪険に扱われたり、社名を名乗ったとたんに「ガチャ切り」（ガチャンと電話を切られること）
されたりして、なんか人格否定されたようなイヤな気持ちになってしまうことさえある。
そんな不愉快な仕事にしないために、次の 3つのセオリーを駆使してアポの獲得率を最大にして欲し
い。

「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。

1 ）キーパーソンを名指し
「システム部の酒井部長をお願いします」という名指しの電話をゲイトキーパーは独断で断ることは
できない。つまり「システム部のセキュリティー担当の方お願いします」より前者の方が、突破率
が圧倒的に高くなるのだ。
インターネット以前の営業の世界では、このキーパーソンの実名を把握するノウハウが貴重な営業
スキルだったのだが、現在では誰でも簡単に把握できるようになってしまった。

グーグルのヒット率が最も高いと言われているが、営業をかけようとしている企業名を入力し、あ
なたの商材を管掌しているであろう部門名を入れて、最後に「部長」と入力してみて欲しい。ある
程度の規模感のある企業であれば、最新の人事異動の情報などから当該部長の名がヒットするはず
だ。その部長宛てに電話するのだ。
部長であれば、キーパーソンもしくはそれに近い人間に違いないので、営業効率が格段に上がる。

部長にアプローチしたところ、その部長が「セキュリティー担当は中西という課長がやっている」
と言うなら、「経営に直結する情報もあるので、最初だけ部課長ご両名にお会いしたい」と粘るのが
正攻法だ。
それでも部長との面談が難しそうなら、その場で中西課長に電話を回してもらうもよし、その場に
いないなら、次回は「酒井部長から中西課長にお話しするように言われまして…」というトークか
らスタートしたい。

2 ）相手を主語（主題）にして話す
「今回、新しいラインナップが加わった弊社の製品のご案内にお伺いしたい」という表現では、スッ
キリとしてストレートでありながらも、売り手市場でない限り「じゃカタログを送っておいて下さ
い」でアポイントは難しくなるはずだ。
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ここは冒頭で「御社」という切り口を絶対に欠いてはならない。相手の最大の関心事は自社に関す
ることなのだから、そのロジックに則れば拒絶感にスイッチは入らない。
「御社が得意とされている物件にピッタリな小型・軽量のモデルが、ようやくラインナップされまし
たので、さっそくご案内にお伺いしたいのですが…」に変えただけで、アポイントの獲得率は著し
く高まるので、明日からでもあなたの商材で試して欲しい。

３ ）「A or B」の疑問文で時間取りをする
上のトークに続けると、
「御社が得意とされている物件にピッタリな小型・軽量のモデルが、ようやくラインナップされまし
たので、さっそくご案内にお伺いしたいのですが、来週の前半と後半はどちらがお手隙でしょうか
？」といった感じだ。
「A or B」の疑問文で、日程についてどちらかを選ばせるトークするだけで、アポ獲得率は格段に
上がる。
絶対に「今回、新しいラインナップの加わった弊社の製品のご案内にお伺いしたいのですが、よろ
しいでしょうか？」といった訪問についての「Yes or No」疑問文を使ってはいけない。

なぜなら、相手に「No」というオプションを与えてしまうからだ。
そもそも「A or B」の疑問文には「No」という選択肢がないので、「No」を使う確率が最少にな
るのだ。

この 3つのセオリーの合わせ技の威力を是非試して欲しい。きっと何かが変わるはずだ。



６. 否定的な顧客からアポを取る方法
「まずは資料を送っておいて…」と言われたら、
アポ獲得への切り返し策

アポを拒否される時の代表的な 5パターン

最も多頻度のネガティブな反応は次の 5パターンになる。それぞれのパターンに応じ、あらかじめ切
り返しトークの対処策を準備しておくだけで撃沈率は半減するので、準備しない手はない。

ゲイトキーパーを突破し、キーパーソンにたどり着けたからといってアポイントが取れるとは限らな
い。
「じゃ、資料を送っておいて…」「忙しいので、時間が取れない」等々、一筋縄でいかない方がよっぽ
ど多い。今回はそうしたネガティブな反応への切り返しを紹介したい。
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「まずは資料を送っておいて…」と言われたら
営業の世界には「資料請求に受注なし」という格言がある。
実際には、体のいい断り文句としてこの言葉を使うのが半数以上だが、昨今の働き方改革の中で、
無駄な面談をしたくないという意図から初対面の場合は“まずは資料を見て”という会社も多くな
っている。
さて、テレアポ時に相手にそう言われてしまった時の対応だが、言われるままに資料を送付してし
まうのではなく、面談が必要な必然性を述べることから始めたい。
フレーズとしてはこんな感じだ。
「はい。それがデモのツールになっておりまして…。機密保持の観点から実物をお持ちして、使用感
を実感していただきたいのですが、恐縮ですが、30分程お時間をいただける日は…」と　ただ漠然
と、このフレーズを言うのではなく、申し訳なさそうに話さなくてはならない。
口実は何でもいいが、面談の必然性のリアリティーで成果が決まると言っていいだろう。
切り口を変え 1～ 2回粘ってダメな場合は、切り口をニーズの有無に切り替え、そこでニーズがあ
りそうなら、事例を話し、乗って来た場合は再度面談を依頼する。
それでもダメな場合はニーズがあると明確になった会社のみ資料を送付するが、その時に、資料が
到着した数日後に連絡する旨を告げ、その約束通りに電話することも忘れずに。

「まずは資料を送っておいて…」

「忙しいので、時間が取れない…」

「既にお願いしている所がある」

「興味がない」

「間に合っている」

1

2

3

4

5



「忙しいので、時間が取れない…」と言われたら
このフレーズもお約束のように毎回耳にする。しかも、本当に忙しいのか、断るための口実なのか
も分からない。
その際の切り返しの定番はこうだ。
「お忙しいところ、失礼いたしました。（申し訳なさそうに）大体、お手隙になるのは、いつ頃のタ
イミングで…」と会う時間が取れるタイミングを相手に言わせる。
「連休明けには…」とか「秋口には…」といった回答を得たら、その場はスマートに電話を切って、
記録し、相手がその時に言った時期に再コールし、「3ヵ月前のお忙しい折に電話をかけてしまいま
した、〇〇の大塚ですが、そろそろお手隙になるタイミングかと～」といった具合に再チャレンジす
るのだ。
言質（げんち）を取っているだけに、かなりの確率でアポが取れる。もちろん、「いや、実はまだバ
タバタしていて…」を繰り返す人もいるが、3回以上繰り返されたら、その人では先に進まないので、
もう一階層上の人か別な部門の役職者にアプローチしたほうがいい。
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すでにお願いしている所がある
こうしたニュアンスで断ろうとする相手には、肯定的に受け止め「比較」を促したい。例えば、「そ
れはよかったです。では、是非、一度、使い勝手やコストを比較していただければと思います。
少々、驚かれるかもしれませんよ。さっそくですが…」といった感じだ。
そもそも現状に満足している企業などないと考えて対処するのが正しくて、口では「満足」と言っ
ていても、そのほとんどは「高いモノをつかまされているのでは？」という疑いを持っているとい
うことを忘れてはならない。

「興味がない」「間に合っている」等への対処
テレアポで「興味がない」「間に合っている」と返答されるのも、日常茶飯事だが、その際に一番大
事なのは「誰がそう言っているか」だ。
決裁する人物がそう言っているなら諦めるしかないが、一担当者、一課長の「興味がない」「間に合
っている」は会社の総意でなはないので、決裁者以外の「興味がない」「間に合っている」という言
葉を真に受けてはいけない。
つまり、そう言われた際の対処はアポイントを取る相手を、上の階層か横に変えてみるのだ。
もちろん、なかったはずの興味が経営側からの指示によって「最優先課題」になることさえあるの
で、一度は「興味がない」と反応された相手に対しても時期、曜日、時間、キーワード、切り口の
何かを変えながら、アポが取れるまで定期的にアプローチし続けるという基本動作も忘れないで欲
しい。



7. テレアポに効果的なスクリプトを作成
テレアポに効果的なトークスクリプトを公開！ 
息継ぎ、間のタイミング付き

誰でも簡単に情報検索できるネット社会となっただけでなく、働き方改革で無益な面会を避ける中、
テレアポの難易度はますます高くなっている。
そんな逆風の中で、いかにゲイトキーパーを突破し、キーパーソンの興味関心を引き出すかは、もは
や単純な営業トークではなく、テレアポ全体のシナリオと、そのスクリプトによる練習によって成果
が左右される時代となった。
そんな時代でも成果を上げるには、以下の方法が必要になる。
まずはテレアポ全体の流れを表したスクリプトチャートの概略を下記の図版に沿って紹介する。
私達が企業や団体にテレアポする際に、最初に電話を取るのは代表受付や部門受付になるので、その
アプローチトークから作成することになる。
ゲイトキーパー突破のコツやトークはアプローチ準備、そしてアプローチの分野で詳説しているので、
そちらを参照して欲しい。

テレアポは、電話を受ける側にとっては、仕事を中断させる迷惑な「売り込み電話」というのが、一
般的な認識に違いない。
そのため、その発信者は相手から歓迎されることなどなく、邪険に扱われたり、ガチャ切りされたり
と、凹み続けてしまうことも。
なので今回は、そのテレアポによって営業パーソンが不快な思いをしたり、無力感を味わったりする
ことを最小限にするためのトークスクリプト（台本）の作成法と実践のコツを共有したい。
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ゲイトキーパーの対応に応じたシナリオを作って練習

ゲイトキーパーの対応は基本的に次の 4種類になる。

ゲイトキーパーの対応に、トークスクリプトを 4つ用意しておく

キーパーソンに取り次いでくれる

用件を問われる

何らかの理由で拒否される

キーパーソンは不在と返答される

1

2

3

4

1）のキーパーソンにつないでもらえた場合はいいとして、用件を問われたり、何らかの理由で拒否
されたり、キーパーソンが不在と返答された場合を想定し、あらかじめ準備し反射神経で対応できる
まで練習しておきたい。

2）の用件を問われた際は、とにかく簡潔に返すことがキモで成功率が 10倍に！テレアポ営業のコ
ツ。売れる営業がやっている 3つのセオリーで紹介したように相手を主語（主題）にしたトークが最
も突破率が高くなる。
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また、3）の何かの理由で拒否された場合は、その会社の電話応答マニュアルもしくは、電話を取っ
た人の経験から「拒否する基準」に該当しているため、次回は絶対に同じ営業トークを使ってはなら
ない。
もちろん、少々間を空けて再チャレンジするものの、主語、主題や切り口を大きく変えたトークを試
して欲しい。
本来、キーパーソンの名を告げれば、ゲイトキーパーの段階で拒絶されることは少ないので、もし、
キーパーソンの名を告げていなかったら、そこが原因かもしれない。

4）のキーパーソンが不在と告げられた際は、戻り時間を聞くのはもちろんだが、その際はただ聞け
ばいいのではなく、聞き方がキモになる。
なぜなら、この時、本当に外出していたり、会議中であったりすることもあるが、売り込み電話の
「体のいい断り」として居留守を使っていることも少なくない。
なので、とにかく腰を低く、丁重に、そして申し訳なさそうに、「失礼ですが、だいたいお戻りは何
時頃に…」という謙虚な空気感満載で対応しないといい結果にはならないのだ。
練習ではトーク自体を自分の中に浸み込ませるのはもちろんだが、それだけでは不完全でむしろ、こ
の謙虚な空気感を演出する口調の方が重要なので、そこをメインに練習して欲しい。
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次にいよいよキーパーソンからアポイントを得るためのアプローチトークになるが、ここはアプロー
チトークの訴求力が重要なのはもちろんだが、同じくらいに声の大きさ、スピード、間合い、抑揚に
注意しないとアポは取れない。
更に言えば、感情移入というか、最後は営業トークに「お会いして御社のお役に立ちたい」という気
持ちを込めることがカギだという奥義も伝えておきたい。
上記の図に「／」とか「（間）」といった符号をつけておいたが、これらは話すスピードや間合いの意
識を喚起させるために、息継ぎや「間」を置くタイミングの合図になる。
100 回、200 回と営業トークを実際に口に出して練習する中で、最もフィット感のある位置に定めて
いって欲しい。

そして、最後は本番でのスクリプトの使い方について触れておきたい。
トークスクリプトというのは、あくまで練習用なので、本番ではそれを読んではいけない。
なぜなら、何かを読んでいる口調は相手に伝わるので、素人っぽく感じられてしまうため、アポイン
トの獲得率が低迷するからだ。
慣れてきたら、本番で緊張した時の備忘録としては、トークスクリプトではなく、そこから抽出した
ポイントとなる「キーワード」を大きなサイズフォントで順番に箇条書きして、アドリブで詰まった
時にそのキーワードリストをヒントとして使う方が明らかにアポ獲得率は高くなる。

トークだけでなく、「一球入魂」のように一本の電話に感情移入する



23

8.「資料送って」への切り替えしトーク
新規開拓営業のテレアポ…「資料を送って」と言われた時の 3つの対処法

新規顧客開拓のために電話を用いてテレアポ（架電）からスタートする営業パーソンにとっては、こ
の「まずは資料を送って…」は最も厄介なフレーズの 1つに違いない。
そもそも全く興味がなかったら資料すら不要なわけで、「まずは資料を送って…」と言うからには多
少の関心は持っているのだろうし、全くの脈無しというわけでもなさそうだ。
しかし、聞いてみたい話だとしたら、アポイントは取れたはずだし…。
そうしたことから、私達は相手の「まずは資料を送って…」という言葉の真意を見極めなければなら
ない。

その際、ザックリ次の 3つに分類すると対処しやすくなる。

「否定的な顧客からアポを取る方法」の回で「『まずは資料を送っておいて…』と言われたら」につい
て、その対応策の概略に触れたが、更に詳細を知りたいという声が多く寄せられたので、今回はそこ
に絞ってケース別対処策を紹介したい。

まずは資料を送って…」の真意を見極める

1 ）体よく断りたい
「興味ありません」「必要ないので結構です」とストレートに断ってしまっては相手に失礼だと思っ
たり、BtoC企業で相手が自社の顧客であったりする可能性がある場合には、体よく断りたい。
まあ、居留守みたいなものだが、郵送費や手間暇かけて資料を送付したとしても、案件化すること
はないために、すべてがムダになってしまうので、本当はストレートに断ってもらったほうがあり
がたい。
そこで、その際は、相手の会社としてのニーズの強弱を確かめるために次のような質問をしたい。
「承知致しました。そうしましたら、まずは資料をご送付させていただきます。その際に御社の部と
して（もしくは課として）課題感が最も強い分野の資料をピックアップさせていただきたいのです
が、実際…」といった感じだ。
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この電話のやり取りで重要なのは、誰が「まずは資料を送って…」と言っているのかということだ。
平社員がそう言っていたところで、決裁者から一番遠い人の弁なので、間に受けてはいけない。
だから、相手個人の意見ではなく、“部として（もしくは課として）”とあえて触れて、組織としての
見解を聞くようにしたい。
そこで、相手の回答が「ニーズあり」ということであれば、その分野の資料を送付するし、「ニーズ
がない」ということであれば、資料を送ってもムダになるので、直近の課題感の強い事柄のヒアリン
グに転換したい。
その話の中で、対応できる商材があれば、そちらで話を進め、対応できる商材がなければ、資料は送
らず「対応できる商材がラインナップされ次第、改めましてご連絡させていただきます」とその電話
はクローズするのがスマートだ。 　

2 ）興味がないわけではないが、忙しい中、会って、話を聞くほどの
      優先度は感じない

「興味ありません」「必要ないので結構です」とストレートに断ってしまっては相手に失礼だと思っ
たり、BtoC企業で相手が自社の顧客であったりする可能性がある場合には、体よく断りたい。
まあ、居留守みたいなものだが、郵送費や手間暇かけて資料を送付したとしても、案件化すること
はないために、すべてがムダになってしまうので、本当はストレートに断ってもらったほうがあり
がたい。
そこで、その際は、相手の会社としてのニーズの強弱を確かめるために次のような質問をしたい。
「承知致しました。そうしましたら、まずは資料をご送付させていただきます。その際に御社の部と
して（もしくは課として）課題感が最も強い分野の資料をピックアップさせていただきたいのです
が、実際…」といった感じだ。

3 ）興味、関心はあるが、本当に会う価値がある話なのかあらかじめ
      確認したい

営業パーソンとしては、ちょっと残念だが、一言でいえば「信用できないので、まずは資料を見せ
て」ということである。

その背景には、

といった事情がある。商品力や企画力に相応の自信があるなら、資料を送付して、到着したであろ
う数日後に再び電話をかければ、かなりの確率でアポイントは取れる。
あるいは、送付にかかる手間と時間を考えると、資料と同等なものがHPで確認できたり、ダウロ
ードできたりするなら、そちらを紹介して、後日電話という方法も利用したい。

働き方改革で、無益な営業訪問を嫌う傾向にますます拍車がかかっている。ここで紹介した方法を
駆使して、是非とも効率的な営業をマスターして欲しい。

● 怪しい会社、しつこい営業会社に引っ付かれたくない

● 売り込み電話の相手に会って何度も失望させられている

● 働き方改革の中、本当に会う価値がるのかまずは見極めてから時間を取りたい



9. 案件につなげる展示会の活用方法
チェックリスト付き！
商談につなげるための展示会を活用した営業のコツ

25

展示会参加の成果は準備で決まる

よく国や自治体主催の展示会参加企業への講演会講師を依頼されるので、多くの展示会に足を運んで
きた。
そこには「話を聞いてみたくなる」ブースがある一方で、明らかに準備不足で「参加することに意義
を感じている」ような残念なブースも散見される。
成果を出すには小間の数やブースでの展示以上に重要なことがある。それは展示会参加の準備ではな
く、その展示会を通じてどれだけの新商談、新規得意先を開拓するかという目標を策定した上で、そ
のための準備だ。
展示会という場を用いた新規顧客開拓になるので、基本的にその準備の流れは通常の新規顧客開拓の
ための営業と同じになる。
ただ歩いている来場者や既存の取引先をターゲットにするのではなく、自社の存在を知って欲しい企
業、自社に興味を持ってもらいたい企業をあらかじめリストアップし、その企業に対し、展示会とい
う場を利用してアプローチするのが成果の出る展示会の活かし方だということを知って欲しい。 

以下、そのための実務の流れを紹介する。

展示会、見本市は新しい得意先、取引先を開拓する絶好の機会として業界団体ばかりでなく、産業振
興の一環として国や自治体でも毎年かなりの予算をかけ支援している。
しかしながら、参加企業からしてみると「なかなか新商談につながらない」とその費用対効果に疑問
を持つケースも少なくない。
実は、展示会、見本市といった展博で成果を出すには、セオリーに従った準備が必要になるので、今
回はその実務について紹介したい。

1 ）KPI 化のための目標を設定する
アプローチ件数、獲得名刺枚数、商談件数、案件数、受注件数、受注額の目標を立てる

2 ）ターゲット企業を決める
いわゆる新規開拓のリストアップと同じなので、当連載「成果が出るアタックリストの考え方」を
参照のこと。

2 ）計画を立てる
a. 当日の営業トーク、ツールを作る
　営業トークを作成、来場者向けのツールを企画・作成する

b . 小間（ブース）の展示方法、演出を考える
　当連載、展示会の続編で詳細を解説予定
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4 ）ターゲット企業に対するアプローチの口実を作る
こちらも新規顧客開拓のアプローチトークと同じなので、当連載「キーパーソンのアポを獲得する
ロジック」「テレアポを成功させる 3つのトーク」を参考に『展示会』というキーワードを加え突
破力のあるアプローチトークを練って欲しい。

電話の内容と順番だが、まずは「展示会の告知と、是非、足を運んで頂きたい」という趣旨を伝え
、拒否されない場合は招待状送付の案内に移る。
その後、招待状を送付し、到着したであろう日の 2～ 3日後に到着確認とフォローの電話を入れ、
最後に展示会の 2～ 3日前にリマインドのコールをするといった手順だ。

5 ）集客コール→案内送付→フォローコール→前（々）日リマンドコール

これを忘れると効果は半減！抜けがちな 3つのポイント

1.  大手企業にこそ、事前アプローチを行う
ほとんどの企業は大手企業の敷居が高いと考えていて、大手企業にアプローチすることを躊躇する
が、実際に購買力を持っているのが大手で、積極的に新技術やイノベーティブな考え方を探してい
るものなので、逆に開拓しやすいという現実を知って欲しい。

2.  出展者自体が見込み客（リード）であることも忘れない
通常、展示会というのは来場者の中から見込み客を発掘しようとするものだが、意外に出展者間の
新規取引が成立しやすいので、お互いをライバル視せずに協業相手や見込み客として、他の出展者
を意識したい。



3.  「やりっ放し」にしない
展示会は展示会終了時に終わるのではなく、名刺交換し、説明を聞いてくれた顧客のカルテを残し
、展示会後のサンキューコール、サンキューメール、場合によってはサンキューレターによって完
結としたい。
もちろん、サンキューコール、サンキューメールも訪問につなげるための行動になる。
このコールやメールは「鉄は熱いうちに打て」で、展示会開催中に溜めてしまった仕事に追われる
中でも、最低 3営業日以内にしないと意味がなくなるので、注意して欲しい。

27



28

10. 展示会を成功させるブース作りの 3原則を学ぶ
展示会で他社と差をつける！
ブースの作り方 3原則

成功するブース作りの原則 1：
「打ち出し」を決め、来場者の目を引くテーマパネル・POP（大看板）の掲示

展示会や見本市を訪ねた来場者が会場に入って歩き始めた時に、最初に目にするのがこのテーマパネ
ル・POPだ。
モーターショーや家電見本市など多くの大手企業が参加する見本市ではまずは「TOYOTA」「Pana
sonic」という社名や「PlayStation」といったブランド名を全面に押し出すが、それは大手有名企
業だけに許された集客方法だ。

社名やブランド名の知名度がトップレベルでない場合は、社名やブランド名の前に、ここでは「何を
打ち出しているのか」という明確なテーマを全面に押し出したい。
そのテーマが興味を引くものであれば、会社の規模や小間の大小に関係なく、来場者は一瞬、足を止
める。
これはこの連載でも紹介した「AIDAの法則」のA（Attention）、つまりは注意喚起のことで、新聞
やスポーツ新聞の「大見出し」に当たる。
なので、社名や商品名を全面に出したい気持ちはよく分かるが、来場者の足を止めるためには、「ど
ういったことができるモノやコトを紹介しているのか」を端的にシンプルに伝えるキャッチコピーを
優先させるべきだ。

ゲイトキーパーを突破し、キーパーソンにたどり着けたからといってアポイントが取れるとは限らな
い。
「じゃ、資料を送っておいて…」「忙しいので、時間が取れない」等々、一筋縄でいかない方がよっぽ
ど多い。今回はそうしたネガティブな反応への切り返しを紹介したい。



29

成功するブース作りの原則 2：
展示品は絞るべし。展示物には「目玉」を

やってしまいがちなのが、自社の各部門の声を反映して、それぞれの部門から要請のあった製品やサ
ービスを全部展示してしまった結果、総花的な展示になってしまい、来場者の目に何も止まらなくな
ってしまうケースだ。

展示会の担当部門や担当者は各部門の顔を立てなければならいので、それぞれの部門の製品を展示す
るにせよ、数を絞って、必ず「目玉」になる製品やサービスを打ち出して欲しい。
その「目玉」には新聞や雑誌、テレビ、ネット等のメディア掲載記事を添えたり、実績を大々的に伝
えたりして、来場者の興味・関心に着火させたい。

成功するブース作りの原則 3：
他ブースの中に埋没しない、「違和感（差別性）」を作る

とにかく展示会にはたくさんのブースが出ているので、その場に埋没しない「オヤッ」と思わせるよ
うな違和感を持たせる演出を加えたい。
例えば、「動くモノ」があるだけで、他の展示物が止まっているものが多い場合には、来場者には新
鮮に映る。
主催者から「音は出さないように」というルールがある場合を除けば、「音」による差別化も方法の
1つだ。 あるいは、来場者が試せる、体験できるという工夫はテッパンなので、必ず取り入れたい。

実物の展示は基本だが、モノによっては大きすぎたり、事情があって会場には持ち込めないこともあ
るだろう。その際は動画で撮影しておいたものを大画面で映し出すことで代替したい。
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11. 案件化のためのセミナー活用方法
チェックリスト付き！
自社セミナー開催の成否を決める 3大要素と注意ポイント

ここでは、有料、無料、規模を問わず、そのセミナーを成功に導くために押さえたい“3大要素”か
ら紹介したい。
具体的には『タイトル』『開催日時』『講師』がその“3大要素”になる。
まずは、セミナー開催で最も重要なこと、それはセミナーの『タイトル』だ。
「えっ、セミナーは内容次第でしょう」と思った読者もいるかもしれないが、どんなにセミナーの内
容が素晴らしくても、『タイトル』が今一つだと、興味を持ってもらえないどころか、そもそも人の
目にさえ止まらない。

これはビジネス書と全く同じで、内容がどんなに優れていても、『タイトル』に魅力がないと書店で
手にとってさえもらえないのと一緒だ。
なので、とにかく主催者ではなく、見込み客の側に立って“どんな『タイトル』なら行ってみたいと
思うか”を徹底的に掘り下げたい。
例えば、「働き方改革」「成功する働き方改革」「なぜ、『働き方改革』は上手くいかないのか？」とい
う 3つのセミナーがあったら、一番興味、関心が湧くのはどれか、といった感覚で命名したい。

更に『タイトル』は『サブタイトル』を上手に組み合わせたい。
「なぜ、『働き方改革』は上手くいかないのか？」が『タイトル』だとしたら、『～ 600 社の実例から
改善策を考える～』といった『サブタイトル』で補完するイメージだ。
この辺りはその時々の流行もあるので、売れ筋のビジネス書や経済誌の特集タイトル、サブタイトル
を参考にするといい。

業界によっては、セミナーが新規顧客開拓や見込み客（リード）発掘のための最も効果的な方法とし
て販促の柱となっているケースも少なくない。
あるいは、テレアポだけではアポイントが取れなかった見込み客や、初回訪問こそできたが、2回目
訪問ができなくなってしまった顧客と接触する「きっかけ」にもなる。
更には、それまで会うことができなかったキーパーソンを引っ張りだす絶好の口実にもなるので、そ
の目的に応じセミナーを有効に活用したい。
今回は業績に直結させるセミナー開催のコツについて解説する。

セミナー開催で一番重要なのは『タイトル』！？

次に『開催日時』だが、見込み客の繁忙期を避け、月末を避け、月曜日を避け、できるだけ参加しや
すい日時を設定したい。
業種によって参加しやすいタイミングは異なるものだが、会場の都合、講師の都合もさることながら、
参加者の都合を最優先させないと集客で失敗してしまう。

『開催日時』という意味では近年、オンラインセミナーという形で『開催日時』を問わずに、いつで
も受講者が好きな時にPC、タブレット、スマホなどで受講する形態も徐々に広がりつつあるので、
念頭においておきたい。

参加者の都合から『開催日時』を割り出す
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自社セミナーを企画する際のチェックリスト（ターゲット、目的の設定後 )

“3大要素”の最後は『講師』になるが、見込み客からすると誰が『講師』なのかも、参加するか否か
の大きな判断材料になる。
通常、社内の専門家、社外講師、あるいは基調講演を社外講師、その後に社内講師と組み合わせるケ
ースのいずれかになることが多い。

社外講師はその分野の書籍の著者や権威のある専門家を呼ぶ場合が多いが、人寄せパンダ的にその分
野での著名人を呼ぶ場合は、予め一律に謝礼の金額を決めておいて交渉すると、講演料の高低より自
著の告知の機会を優先させたい人は受諾する可能性がある。
逆に『講師』が社内の専門家のみの場合は、知名度や著作に代わる武器を準備しておきたい。
具体的にはその分野に精通しているということ、その分野での実績を積みあげているということ自体
が武器なので、それを証明するものを予め示しておくといい。

以上、セミナーを成功に導く 3大要素を紹介したが、もちろんそれ以外にも重要なポイントはある。
具体的にはセミナー内容、会場、資料、進行・演出、親睦会などである。あるいは恒例行事として、
年に数回、月に数回実施するような場合は、セミナー自体が陳腐化しないように鮮度維持の工夫が不
可欠になる。

この辺りについてはセミナーの準備とセミナー後のフォローとも関連づけて、アプローチの次の回で
解説する。

『講師』の権威や知見で集客する



コーチ

[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

