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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. ヒアリング 概論
営業ヒアリングのコツを徹底解説！
ヒアリングシートに入れるべき項目一覧も！
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営業におけるヒアリングとは？

どの業界の営業であっても、そのプロセスは、商談準備→顧客把握→ヒアリング→提案企画立案・
見積→プレゼン→クロージング→受注→納品→アフターフォローとなるのが基本だ。
この流れの中で最も重要なのがヒアリングで、受注できるか否かの 50%以上がヒアリングにかか
っていると言ってもいいだろう。

ヒアリングの段階でどれだけ相手の状況や課題、期待、希望といったことを広く、深く把握できた
かで、その後の案件化率、受注率が決まってしまうのだが、ヒアリングが浅かったり、相手の真意
に到達できずにいると、そこで「足切り」となりそこから先に進むことができなくなる。
つまり、営業力を高めたいなら、まずはヒアリング力アップに集中するのがポイントだ。

成功率を高めるテレアポのコツ

国内市場の拡大が望めない成熟期の日本は、完全な買い手市場になり、売り手間の競争はますます
激しくなっている。
しかも、各社似たり寄ったりの機能や品質で、技術による差別化が難しくなって価格勝負の傾向が
顕著になっている。そんな中で成果を出している企業の共通点は「営業」による差別化路線を見出
したことだ。

いわゆる「かゆい所に手が届く」ような提案、「うちの事情をよく勘案してくれた」提案というのは
ヒアリング力による差別化戦略の結果だ。
なぜなら顧客は営業パーソンが尋ねたことについて、すべて回答してくれるわけではない。

顧客は目の前の営業パーソンが自社や自分にとってどの程度、役に立つ人間なのかを値踏みし、「使
える営業」なのか「使えない営業」なのか「普通」なのかを判断し、出す情報の質や量をコントロ
ールしている。
その顧客の判断に使われる代表的なものが「ヒアリング」の際のやり取りだ。

例えば、営業パーソンが聞きたいことを一方的に矢継ぎ早に質問すると、顧客は「この人、営業に
慣れていないけど大丈夫かなぁ」と怪訝に思い、重要な情報などは話さなくなる。
提案や見積に必要な情報を聞きだすのがヒアリングの目的だが、そこには外してはいけないポイン
トがあるのだ。
しかし、そのコツを知っていれば、誰でもヒアリング力を高めることができるので、ここでその方
法を共有していきたい。

なぜヒアリングが必要なのか

基本的なヒアリングの流れ

どうしても私達営業パーソンは挨拶→軽い雑談→自社製品やサービスの案内→質疑応答といった流れ
で商談を進めがちだが、このパターンでも問題ないのは「業界トップ」「商品力がある」「顧客が自社
製品についての話を聞きたがってる」場合に限られてしまう。

提案に必要となるヒアリング項目は業界によって若干異なるが、共通するのは質問の仕方がまずいと
それらを聞き出すことができず、案件を前に進めることができなくなってしまう点だ。

そうした最悪のケースを防ぐには、下の流れにするのが賢いテクニックだ。

1.  挨拶

2.  雑談

3.  雑談から相手に役立ちそうな「情報提供」に展開

4.  最近感じている課題や現状のヒアリング

5.  現状の課題に関し、役に立てそうなことの明示

1

2

3

4

5

6.  相手の感触の把握

7.  サービス・商品の説明アピール

8.  質疑応答

9.  次回訪問の約束

6

7

8
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トップ営業が実践しているヒアリングのコツ 5選

実は売れる営業と売れない営業とのヒアリングの違いは「ほんのちょっとしたこと」に過ぎない。
だが、その小さな違いが 100 対 0、つまり受注と失注の違いを生み出す。
つまり、その小さなコツを知ることが最も努力も労力もかけずに業績を高める王道なので、その方法
をここで共有しておきたい。

1 . 抑えておきたい話し方のコツ
基本となるものは以下の 3点。

1 ）営業は「話すこと」ではなく「聞くこと」という大原則を守る
      つまり「聞く」ために「話す」。そのためには、まず相手の興味、関心にどのように 着火させ
      るかに集中して話したい。

2 ）相手を主語にして話す
      人は自分の関心のない話を真剣に聞こうとはしない。まずは関心を持ってもらうための一番シ
      ンプルな方法が「相手側を主語にして話す」ことである。そうすれば条件反射で人はみな耳を
      傾けるようになる。

3 ）相手がその商材の魅力をイメージできるように話す
      ビジュアル、動画を用いる、あるいは事例を話すなど、相手がその商材の特性、魅力、概要を
      イメージできるような配慮をすることがポイント。

2 . 自社商材の紹介のコツ
自社商材の紹介には以下の 3つのセオリーがあるので、この方法に従うだけで相手には商材の魅力
がグッと刺さりやすくなる。

1 ）自社商材の説明より先に、それによってもたらされるベネフィット（恩恵）について
      語る

2 ）営業ツールに記載された順番ではなく、相手が知りたいであろう順に話す
3 ）実際の導入事例、ユーザーのコメントを交えて話す

3 . 情報を引き出すためのテクニック
深い人間関係や信頼関係が築けていれば、顧客は営業パーソンが必要とする情報を開示してくれる
が、１年目、2年目の営業パーソンや新規顧客の場合は、顧客は簡単に情報を出してはくれない。
では、どのように情報を引き出せばいいのか、効果的な方法はたくさんあるが、ここでは誰でも知
っていさえすれえば、顕在ニーズ、潜在ニーズを把握しやすくなる 5つの方法を紹介しておく。

1 ）今、業界でホットな話題やキーワードを投げかける

2 ）他社事例の話で流れをつくる

3 ）相手が回答しやすい質問をする

4 ）相手に役立ちそうな情報を伝える

5 ）相手が興味を持ちそうなエピソードを紹介する

コツとしては上記のどれでもいいので、「これならできそうな」と思えるものから始めてみることだ。
それで手応えを感じられれば、定番化し、逆に手応えがないなら微修正しながら、試行錯誤して欲
しい。
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4 . ヒアリングシートの必須項目！

ヒアリング時に押さえておくべきポイントは業界によって若干異なるものの、基本となるのは次の
通りだ。ヒアリングシートを作成する際は、忘れずに盛り込みたい。

【 ヒアリング項目一覧 】
1 ）「現状」

2 ）求めているモノ／コト、困っているコト

3 ）スケジュール感（納期）

4 ）予算感（希望価格）

5 ）決裁までの流れ、手続き、購買形態

6 ）意思決定の基準とそのウエイト

7 ）キーパーソン、検討部門、ユーザー部門等の登場人物

8 ）既に他社から話を聞いているか

9 ）コンペ、入札になるなら参加者の数とその顔ぶれ

10 ）その他、特記事項

更に自社商材の紹介をしたなら、

a ）商材に関する所感

b ）（前向きな感触がつかめたら）案件を進めるにあたっての懸案事項

もヒアリング時に押さえておきたい。

5 . 背景までヒアリングする
この連載でも詳説するが、そもそも日本語というのは「超文脈依存言語」で相手の言っている「言
葉」だけでなく、その時の表情、言い方、その場に漂う空気（雰囲気）などを総合的に判断して意
思疎通する言語だ。

つまりは相手の言ったことだけを鵜呑みにせず、必ずその「背景」、どういう背景からそうなったの
かを深堀りしてヒアリングするのが受注するためのポイントになる。
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ヒアリングで押さえるべきポイント 10

ヒアリング力を高めるためには？

営業研修などで受講者から「ヒアリングができない」「ヒアリングが下手」「ヒアリングが難しい」と
よく相談されるが、実はヒアリングは正しい練習、トレーニングで簡単に上達するものだ。

結局のところ、ヒアリングには「何を聞くか」「どのように聞くか」 の 2つしかない。
しかも「何を聞くか」については“提案のために何を聞かなければならないか”はあらかじめ決まっ
ているので、新人や 2年目辺りまではモレがないようヒアリングシートを準備しておくという手もあ
る。

「ヒアリングが下手」な人がつまずくのは「どのように聞くか」が分からないか、その聞き方のバリ
エーションが少ないせいだ。
しかし、「質問力」は、営業に支障の出ない平均的なレベルまでは誰でも短期間に到達できる。

そのための具体的な方法は



1.  いい見本、手本に触れること

社内でヒアリングが上手な先輩や上司に同行させてもらい、そのヒアリングに実際に触れることか
らスタートしたい。できるだけ多くの人のヒアリングに触れることが望ましい。
新人にはビデオ動画で売れている先輩のヒアリングを完コピさせてしまう手もある。

2.  ロールプレイング（ロープレ）

上司や先輩に顧客役を演じてもらい、日々の営業と同じ設定でヒアリングを行い、その後に「よか
った点」「改善するともっとよくなる点」をレビュー、フィードバックしてもらう方法になる。
スマホなどで動画を録画し、自己レビューすると更に効果的だ。
ちなみにこれを 1日 2回、3ヵ月も繰り返せば平均的レベルは確実に超えられる。

お気づきかもしれないが、ヒアリング力を高めるのはスポーツや習い事に近い。
みなさんが部活や習い事、趣味でやってきた野球、テニス、ピアノ、ゴルフといったことにはみな
基本となるフォームや型があって、先輩や先生の見本や手本をたよりに繰り返し反復練習をして、
次第に上達していったはずだ。
ヒアリングもまったくそれらと同じなので、是非、正しいフォームを身に着けて、次の段階に進ん
で欲しい。この記事を読んでいるということは、あなたには、それができる！
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1. 売れる営業の話し方文法
営業パーソンに必要なヒアリング。
売れる営業の話し方とは

ヒアリング段階で、競合に既に負けているかもしれない

案件化できるか否か、受注できるか否かといった結果は、アプローチ準備とこのヒアリングで 100％
決まってしまうといっても決して言い過ぎではない。
残念ながら失注してしまった時、営業パーソンは上司に「やはり価格で負けました」「政治力に負け
ました」あるいは、「企画自体は評価されていたのですが、プレゼンで負けてしまったようで…」と
報告することが多いが、実はヒアリングの時点で負けてしまっていることがほとんどなのだ。

実際、営業したい商材があって、その話をしても相手が興味を持ってくれなかったり、その商材のた
めの次の訪問につながらなかったりで、無力感にさいなまれている営業パーソンの方が多いはずだ。
そうしたすべての営業パーソンに伝えたい、言葉の順番をちょっと変えるだけで、その状況が好転す
るということを。

努力をしているにもかかわらず、成果がでない「惜しい営業」は自社や自社製品を主語にして話し、
「売れる営業」パーソンは相手を主語にして話す。
たったこれだけの違いで「売れる」営業に変われるなら、試さない手はない。
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話の主語は自分ではない、「相手を主語（主題）」と意識せよ

では、「売れる営業」と「惜しい営業」とでは、ヒアリングの場面で何が違うのだろうか。
最初に言っておくが、それはほんのわずかな差で、要は知ってさえいれば誰でも実践できるレベルだ
ということがミソだ。

ヒアリングの場面でもっとも重要なセオリー、それはとにかく「相手を主語（主題）にして話す」こ
とだ。
例をあげると、「最近、流通業のお客様からXXXの引き合いが多くなっているのですが、御社でもそ
のあたりに課題感はお持ちですか？」とか「○○部長の直近の課題としては…」といった感じで、必
ず相手のことを主題にすることだ。

絶対にやってはいけないのが、自分側を主語にした「こちらが弊社の新しいモデルのラインナップに
なりますが…」とか、新規訪問では会社案内を取り出して「弊社の設立は…」と切り出してしまうや
り方だ。
プライベートなコミュニケーションであっても、「自分のことばかり話す人」のことをどう思うだろ
うか。よほど魅力的でない限りは、なかなかその話に感情移入できないはずだ。
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インパクトを高めるには、相手が乗ってきやすいテーマで話す

しかし、「御社の中期経営計画に照らした時に、運用コストの削減を考えるとパッケージも選択肢に
はなってくるとは思いますが、その辺りの方向性というのは…」とさもありなんということを前振り
されると、ついついその話に乗っかって事実を話してしまったりするものだのだ。

例えば自動車の場合、ラゲッジスペースを広くとったモデルチェンジ後のステーションワゴンをアピ
ールするには、「新モデルは前のモデルに比べ、30リッターほどラゲッジスペースが広くなりました」
といった自分側が主語ではあまりインパクトは感じられないだろう。
逆にゴルフが趣味の人には「45インチのドライバーを入れたままでも斜めにしないで、キャディー
バッグが 4つ（フォーバッグ）入りますよ」と相手の興味・関心を主題にしたほうが著しくインパク
トが高まる。

ゴルフをしない人には、多頻度の用途を尋ね、旅行であればスーツケースやバッグの大きさや数、キ
ャンプであればリュックやテントの大きさを基準にして、あくまで「相手の立場に立った利便性の向
上」を主題にして話すというセオリーを忘れてはいけない。
どうだろうか、この程度のことであれば、あなたなら今日からすぐに実践できるはずだ。



2. 相手に話させる段取りを組む
営業におけるヒアリングの段取りと
重点ポイント

相手に話をさせるには、事前にそのためのシナリオというか簡単な段取りを考えておかなくてはなら
ない。その流れをザックリ示すとこんな感じだ。

“営業とは「話すこと」ではなく、「聞くこと」”ということは、頭ではなんとなく分かるのだが、お
客様が話してくれなければ、「聞くこと」はできない。
どうすれば相手は話してくれるのだろうか。今回は相手に話をさせる段取りについて解説する。
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1.  挨拶

2.  雑談

3.  雑談から相手に役立ちそうな「情報提供」に展開

4.  最近感じている課題や現状のヒアリング

5.  現状の課題に関し、役に立てそうなことの明示

6.  相手の感触の把握

7.  サービス・商品の説明、アピール

8.  質疑応答

9.  次回訪問の約束

1）の挨拶はいいとして、2）の雑談は商談のための場づくり、雰囲気づくりのために

1.  挨拶

2.  雑談

3.  雑談から相手に役立ちそうな「情報提供」に展開

という「雑談の 3原則」を使いたい。

更には、本番の商談モードに入ってしまうと、なかなか教えてもらえない相手の真意や先行情報など
は、雑談の一環として投げかけてみると有効なヒントが得られることもあるので、雑談の場面を大切
に使いたい。
ハッキリ言っておくが「売れる営業」はみな雑談の場面を巧みに操って、有益な情報を得ようとして
いる。

「売れる営業」はみな雑談の場面を巧みに操る
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雑談からは 3）の相手に役立ちそうな情報の提供へ展開したい。
よく手短な天気の話の後に、すぐに営業ツールを開いて自社の製品説明を始める営業パーソンが散見
されるが、そうなると最低の案件化率、受注率になってしまうので気をつけたいところだ。
ここで相手に役立ちそうな情報が提供できるかで、その後のヒアリングの「量と質」に明暗が分かれ
る。
相手にしてみれば有益な情報が得られたら、当然その営業パーソンを「使える人間」と判断して、真
剣度にスイッチが入るために、コミュニケーションも深いものになっていく。
ここが「売れる営業」の機微なので、よく心得て欲しい。

もっと言うと、「役に立つ情報」ではなく、「役に立ちそう」というところがミソで、情報の質に関し
てはハードルを下げて、持っていける情報を増やすスタンスで構わない。
「いつも情報を持ってきてくれる営業パーソン」というポジションを取りたいのだ。

さて、ここからがメインイベント、4）最近感じている課題や現状のヒアリングになる。この成果は
3）の出来によって決まってしまう。
3）なしで、4）の顧客の課題ヒアリングやそれに対して役に立てそうなことを話さないまま、商品説
明をしてしまうと、顧客の方が営業の力量を見透かしてしまって、真剣モードでは対応してくれない
ので、商品力のある営業以外は注意すべきだ。

ヒアリングの終盤には、5）現状の課題に関し、役に立てそうなことを明示する。ここも「役に立つ
ことの明示」ではなく、「役に立てそうな」レベルで可能性を広げておくのがコツになる。

もちろん、相手のリアクションの把握は必須で、6）相手の感触を把握した上でまんざらでもないよ
うであれば、続いていよいよ 7）自社の製品やサービスの説明、アピールに入る。

ここまでの段取りを踏めば、相手と営業パーソンはシンクロし、全く関心がない場合以外は相手から
諸々の質問が出てくる（8）質疑応答）。

この質疑の場面で「コスト」「導入事例」に関する質問が出れば案件化のサインなので、宿題をもら
い、次のステップに進むための 9）次回訪問の約束で締めくくりたい。

もちろん 1）～ 9）を自分なりにアレンジして構わない。冒頭の雑談は手短に済ませ、商談の最後に
雑談をして真意を推し量ろうとする営業パーソンも少なくない。
是非、相手に話をさせる段取りの試行錯誤を繰り返しながら、聞き上手に変身しよう !

「売れる営業」のヒアリングは“役に立ちそうな情報提供”から始まる
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3. 顧客から軽んじられないための処し方
「この担当営業は、うちにとってプラス。」
と思ってもらうためのセールストーク

営業パーソンも 1日に数件を訪問し、様々な商談をしているが、逆にお客様の方もたくさんの営業パ
ーソンと日々面談を繰り返しているという訳だ。時間をとって会う価値がどの位あるかで、優先順位
を付けているのだ。

仮に、お客様 1人あたり年間 100 名の営業パーソンと会っているとすれば、彼ら、彼女らはザック
リ「役に立つ上位 2割、どちらでもない 6割、役に立たない下位 2割」といった具合に営業パーソ
ンを格付けしている。

なので、このロジックを先読みして、まずは上位 2割のポジションを獲得する方略を初っ端から展開
していかない手はない。
そのために最も効果的な方法が「相手にプラスの兆しを見せる」ことである。それを披露するタイミ
ングは早ければ早いほどいい。

初回訪問時でもルートセールスの定期訪問であっても、雑談の後、「営業におけるヒアリングの段取
りと重点ポイント」の回で紹介した、相手に話をさせる段取りの 3）のステップ “雑談から相手に役
立ちそうな情報提供に展開” などがそのタイミングだ。

具体的な“プラスの兆し”というのは、例えば

  ● 費用対効果が定量化できる
  ● コストが 10%下がる可能性がある
  ● スタッフのマルチタスク化が自然に進められる
  ● コンバージョンレートが 12.5%～ 25%上がる
  ● これまでできなかった新卒者の育成が可能になる
  ● 納期のリードタイム（所要期間）が 25%短縮される
  ● これまで採用できなかった学卒者を採用できる
  ● 紙での保存が不要になる
  ● 内定辞退者を減らせる
  ● 貿易実務専任者を置かなくて済む
といったことだ。

更には、こうしたことをそのままの言葉で言うと、「眉唾（まゆつば）」に聞こえたり、うさん臭く聞
こえてしまう危険性があるので、言葉ではない根拠、エビデンス（証拠）で示すのがコツになる。具
体的には

営業パーソンは常にお客様から値踏みされている。「自分にとって、会社にとって役に立つ存在かど
うか」という基準で。
ならば、商談の初っ端から相手にプラスの兆しを見せる営業を展開して、最も役に立つ営業パーソン
というポジションをゲットしようではないか。

お客様が会っている中で、役立つ営業パーソン上位 2割に入る
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  ● 先進事例や導入事例の「before and after」を端的に伝える
  ● 解決策のヒントを示す
  ● 相手先の業界での実績を話す
  ● 比較表を示す
  ● デモを見せる
  ● サンプルを見せる

といった感じになる。

形のある有形財を営業するメーカーや販社、商社ではなく、人材総合サービス、広告代理店、SIer、
金融といった形のない無形財を扱う企業の営業では、ことさら「相手にプラスの兆しを見せる」こと
が重要になる。
多少営業のスキルが不足していても、目に見える製品の営業というのは、その製品の差別化のポイン
トや機能特性も目に見えるために、営業力に関係ないところで、お客様の方が気づいてくれる。

しかし、無形財というのは結局、やってみなければ分からない可能性を営業しているようなものだか
らこそ、同業種の同じ位の規模の事例が「ほぼ同じ条件で実績が出ている証拠」、つまりは「プラス
の兆し」になるという訳だ。

更に言えば、あなたが現状、「相手にプラスの兆しを見せる」ことができていなくても、将来的にで
きそうにないと思っても悩まなくていい。　
なぜなら、あくまで「兆し」の話なのだ。そんな気がするレベルでOKなのだから、その結果にこだ
わり過ぎる必要はない。

  ● この営業パーソンは自分に役に立つ情報を持ってきてくれそうだ
  ● 何かあってもこの営業パーソンだったら、たとえ工場を動かしてでも何とかしてくれそうだ
  ● この会社は技術力がありそうだから、自社の問題を解決してくれる提案を持ってきてくれそうだ
  ● コンバージョンレートが 12.5%～ 25%上がる

相手がこうした「兆し」を感じてくれればいいのであって、重要なのは、あなたがそのための準備や
行動をまずは起こそうとすることが一番大切なことなのだ。
まずは「相手にプラスの兆しを見せる」ひと工夫を考えて、あなたの営業に加えてみよう！



４. 営業のNGワードを学ぶ
売れる営業にとって「なるほどですね」「一応」は
NGワードと心得るべし
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ミスが起きやすい 3つの選択シーン

普段、何気なく使っていたり、癖や習慣となっていたりするので自然に出てしまう言葉。しかし、選
択を誤ってしまうと意図に反した形で相手に伝わってしまうだけでなく、信頼に値しないという評価、
お付き合いするレベルにはないというダメ出しの引き金になってしまうので注意したい。
よくよく観察すると、ミスが起きやすいのは次の 3つの選択シーンだ。

初回訪問はできるが、2回目訪問につながらない、あるいは、なかなか案件化できないことに悩む営
業パーソンは少なくない。
実は、その原因が商談時の営業パーソンの言葉の選択がまずくて、「付き合うに値しない」という烙
印を押されているケースが見逃せない数に上っている。
しかもこれは本人にも、上司にも気がつきにくいことなので、ここで紹介しておきたい。

1

2

3

その場にふさわしい言葉や表現の選択

専門用語、略称、横文字言葉の選択

敬語の選択

1 ）営業には「一応」という言葉は不向き…その場にふさわしい言葉

例えば、典型的なその場にふさわしくない表現は、初回訪問の相手に対し、自社紹介をする出だし
の「弊社の名は、お聞きになったことはございますか？」という質問。
何気ない一言ではあるのだが、全く不用意な一言で、質問自体がなんのプラスも生まないどころか
マイナスの結果しか生み出さないので、やってはいけない。

自社が誰でも知っている有名企業であれば、そもそも聞く必要はないだろうし、有名でも無名でも、
そこで「いえ、知りません」という返答になってしまうと、結果的に「相手の無知」を暴露するこ
とになってしまったり、相手の知識を試すおこがましい行為に映ってしまったりと、不用意な一言
以外の何物でもない。
人間関係がまだ成立していない相手に対しては、個人的な知識を問う不用意な質問は避けておきた
い。

また、在庫の照会に対し、「一応、在庫は大丈夫でした」という回答と「在庫につきましても、全く
問題ございません」という回答のニュアンスの違い。
国語的には両者とも在庫があるはずなのに、不用意に前者のような表現をしてしまうと、相手には
「本当に大丈夫なのか？」という不安になるきっかけを作ってしまうので、「一応」を避け、「全く」
をうまく使いこなしたい。

や表現の選択
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2 ）「その業界用語通じてる？」…専門用語、略称、横文字言葉の選択
相手と自分が同じ業界であったり背景を共有していたりすれば専門用語で問題ないが、まだそれが
分からないうちは専門用語を避けて、誰でも分かる表現を使いたい。
さもないと、「使えない営業」の烙印を押され、本気で相手にされなくなってしまうので、注意した
い。

また、方言のように業界によって専門用語も多少変化することも知っておきたい。
例えば製造業の営業なら、どこでも多頻度で使う「設計変更」という用語。これを自動車会社や自
動車部品メーカーの一部では「設変（せっぺん）」という業界用語を使う場合もあれば、それでは全
く通じない業界もあったりする。

一方、横文字も一緒で、コンサルティングファームや IT 業界のように横文字表現を好む業界もあれ
ば、官公庁、自治体のように横文字表現の多用を避ける組織もあるので、まずは業界の慣例を知っ
てから、それに合わせて対応していきたい。

3 ）「なるほどですね」を目上の人に使ってはいけない…敬語の選択
駆け出しの営業パーソンが最初につまずくのは「敬語」のところだが、敬語が露骨におかしいと現
場で教育もされてないのかと「社格」を問われることになる。
敬語の使い方として間違いに気づきにくいのが、「なるほどですね」という言い方。いつの間にか営
業場面で普通に使われるようになっているが、「なるほどですね」は敬語的にアウトだということを
知っておきたい。目上の人に「なるほどですね」と言っては失礼にあたる。「おっしゃるとおりです」
「なるほど、そうですね」や「はい」が正しい。

ちなみに「なるほど」だけでは、「なるほどですね」同様、目上の人には失礼になる。
ついでに言うが「そうなんですね」も使わないほうがいい。
営業で使う敬語というのは、15～ 20の動詞の尊敬語と謙譲語がほとんどなので、ネットなどでチ
ェックし、よく使う短文にして、1日 10回位唱和していると数週間で口になじんで、自動的に言え
るようになるので、そうして口癖にしてしまうのが習得のコツだ。
敬語と言っても、日本語であることに変わりはない。すぐにマスターできるので、苦手意識を持つ
必要はない。



５. 営業の主導権を握る方法を学ぶ
営業がヒアリングで主導権を握れる秘策
…ここだけの話

第一声は営業パーソンが放て

例えば、世界選手権などで柔道を観ていると、すべての試合が組手争いから始まる。
これは自分の技を出しやすい体勢や流れを作るための一連の動作だが、選手達は自分に有利な組手を
取ろうとし、逆に相手に有利になりそうになったら、それを切ろうとしたり組ませないように両手を
突っ張りながら、組手争いをしている。
こうした組手争いは、言ってみれば試合の「主導権争い」だが、商談場面でもまったく同じことが言
える。
主導権を取った方が、優位に商談を進めることができるのだ。その商談をコントロールできる支配権
は営業パーソンの誰もが手に入れたい必殺技に違いない。

さて、ではどうやって営業パーソンに主導権を取られたくない顧客から、彼ら、彼女らに気づかれな
いように主導権を取ればいいのか？言わばステルス主導権を。

その奥義は商談の「第一声をこちら側が放つ」ことだ。

柔道から始まった話なので、スポーツつながりで例証するとサーブ権のある球技、すなわちテニス、
バレーボール、卓球などはサーブ権を持つ側が有利にゲーム運びをできるが、それらと全く一緒と考
えていい。

第一声の場面というのは、商談のテーブルに相手が到着し、立ち上がり、挨拶を交わし、着席を促さ
れた直後、椅子やソファにお尻がつくかつかないかの瞬間のタイミングで第一声をこちら側が話すの
だ。
新規顧客の場合は、相手が到着した直後に名刺交換が入るが、その後の工程はまったく同じになる。
開口一番の話題の選択は「軽い雑談」「何らかの謝辞」「相手に役立ちそうな情報提供」などが効果的
なので試して欲しい。

なかなか自分の思うように商談運びができない、顧客のその時の気分に左右される出たとこ勝負の営
業では、いい成果を生まないどころか疲弊感が募るばかり。今回は相手に気づかれずに主導権を取る
秘策を、ここだけの話として紹介したい。
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ステルス主導権の秘密

この方法であれば、あまりに自然な流れなので、相手は営業パーソンに主導権を取られたことには気
がつかない。
商談というのは言葉のキャッチボールで成り立っているので、最初の言葉をこちら側が放つと、ずっ
とその順番でキャッチボールが進行する。
万が一、こちら側が不利になる言葉が放たれたとしても、その言葉を受け取った後に、自然な流れで
自分に有利な方にボールを投げ返すこともできる。

少しこのロジックを共有しておくと、この奥義には自己暗示の要素が多分にある。厳密に言うなら、
商談での第一声をこちらが話せると、「主導権を取った」と認識してその後の商談を進めるので、営
業パーソン主導でコントロールできている気がするのだ。
自己暗示がかかった分、いつもより強い気持ちで商談に臨むことができるメカニズムを利用しない手
はない。

顧客の方に「欲しがっている」「知りたがっている」いるという前提がない限りは、通常、営業パー
ソンが主導権を取ることはあり得ない。
なぜなら、顧客、つまり買い手は営業パーソンに主導権を与えたりしないどころか、与えること極端
に嫌っているからだ。

そもそも独占市場、寡占市場だったり、商材によほどの希少性がない限りは、商談というのは「買い
手市場」であり、買い手が圧倒的に有利な立場なのだ。
だからこそこの序列に巻き込まれないよう、ステルス主導権を活かして案件化率を高めて欲しい。



６. 案件化に繋がる自社・商材の紹介方法
営業のコツは初回訪問にあった？
効果的な自社紹介 4つの例

会社案内」というより「存在感のアピール」

案件化のためには「自社紹介」や「会社案内」より、自社のプレゼンス（存在感）をアピールする機
会として、何を話すかを準備したほうが確実にいい結果をもたらす。
要は資本金や従業員数より先に話さなくてはならないことがあるのだ。

具体的には、何よりも相手に「すごい」もしくは「この会社は使えそうだ」と思わせる話題を準備し
て欲しい。
もちろん、規模感、歴史、マーケットシェアで勝負できる企業など一握りしかないのだから、ほとん
どは別な切り口によって、「すごい」「この会社は使えそうだ」を思わせなければならない。
その代表的な例を 4つ紹介しておく。

初回訪問の場面で、その後の展開を大きく左右するのは、自社を紹介する会社案内の場面になる。
今回は案件化につながる魅力的な自社紹介の方法について紹介したい。
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1 ）専門性（技術やレアなスキルなど）
キーワードとしては「日本初の」「業界初の」といった形容詞が使えると会社の規模感や歴史がなく
ても、相手はリスペストしだす。
「業界初」のハードルが高すぎるなら、専門誌（紙）などに記事として取り上げられたエビデンスを
示し「今、業界で注目されている～」というアプローチでも構わない。

2 ）代表者や経営陣の経歴
企業規模や資本金でいえば「零細」の領域であっても、代表者や経営陣の学歴や経歴が一流企業以
上など光るものがある場合は、そこからアピールを始めたい。



3 ）相手の業界との関わり（「長い」とか「深い」とか）
傑出した技術やスキルもなく、代表者や経営陣にも別段アピールできる要素がない場合には、「相手
の業界との関わり」が長い、深いことを証明する話題を投げる手がある。つまりは「戦後 70年間
ずっとこの業界で～」というのは、なんらかの競争優位性があった証左であるし、そもそも「業界
事情に詳しい」というのは強いセールスポイントになるからだ。
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4 ）合わせ技一本
技術も代表者や経営陣のプロフィールも相手の業界内での関わりについても、1つひとつにはこれ
といったアピールポイントがない場合でも、それぞれを組み合わせて「合わせ技一本」にするとい
う手がある。
「アピールできるものなどない」と自社を過小評価せずに、あの手、この手で知恵を絞って表現を考
えて欲しい。

社史・沿革でのエピソードや開発秘話を語る

次に実際に会社のプロフィール紹介の場面の注意点を紹介しておきたい。
まずは、営業ツールに記載してある通りに紹介していきたくなる気持ちは分かるが、ここは順序が前
後してもアピールしたい順に紹介した方がよい結果をもたらす。
また、資本金、従業員数、沿革、拠点数など、見て分かるものについては、いちいち説明せず、伝え
たいことだけに絞って欲しい。
なぜなら、そんなことより、むしろ沿革や開発秘話などのエピソードを簡潔に語ったほうが相手の印
象に残るので、そちらを優先させるべきだ。
さらに中堅、中小の場合は取引先の話題を最初に出すと、相手は聞く耳を持ちやすくなるので、その
準備もしておくとよい。
自社が中小で無名であったとしても、その取引先が名の知れた有名企業である場合は、相手は「あの
会社と取引している企業なのか」と一定の評価をしてくれるので、門前払いの確率が下がることにな
る。



7. 顧客の課題、本音、情報の引き出し方
営業における必須スキル！
売れる営業に必要なヒアリング項目 10

最も難易度が高いのは初回訪問の場面なので、そのケースを基準に話を進めたい。
挨拶や雑談、会社案内を終えたところで、続けて商品説明に入りたいところだが、「顧客の課題に自
社商材の強みを訴求する」というセオリーを活かすためには、ここでザックリとしたヒアリングをし
た方が案件化率は確実に高くなる。
商材説明の前に済ませておきたいヒアリングは 2点で、顧客の現状と求めているモノやコト、あるい
は困っているコトだ。
要はそれらの解決に向けて自社商材がいかに役に立つかを訴求する「焦点」が明確であればあるほど、
その後に続く商品説明が盛り上がる。

「営業とは話すことではなく、聞くことである」という格言がある。
しかし、顧客に聞けば答えてくれるという訳でもない。だからヒアリングスキルが営業パーソンの業
績格差を生み出してしまうのだ。今回は自然な流れで顧客の情報や課題、本音を引き出す方法につい
て紹介する。
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売れる営業に必要な 10のヒアリング項目とは
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1 ）現状
まずは「現状がどうなっているのか」を把握したいのだが、ここはいろいろな回答を得ることがで
きるオープンクエスチョンからスタートしたい。
そこで得た回答を元にそのことをどう思っているのか、具体的にはどの程度満足なのか、逆にどの
位不満なのかというところを掘り下げていく。
その際のコツは、他社の状況などを呼び水として使いながら、矢継ぎ早に質問を続けないことだ。
更には相手が「課題」や「現状の問題点」に言及したなら、必ず、その課題は顕在化していて既に
予算化されているのか、あるいは予算化の動きがあるのかは聞いておかなければならない。

2 ）求めているモノ／コト、困っているコト
求めているモノに関しては具体的な仕様のヒアリングに持っていきたいし、求めているコトについ
ては具体的な内容を聞いておきたい。
また、困っているコトの聞き方は「何に困っているのか」を最初に特定してしまうとモレが出てし
まうリスクがあるので、広いテーマから徐々に絞り込むスタンスの方が望ましい。
そしてここで重要なのが、その問題がどのように起こっているのかという問題発生の背景を必ず押
さえおいて欲しい。

売れる営業プロセスでは、このおおざっぱなヒアリングの後に自社商材の説明を行い、そこから質
疑応答を経て相手が前向きな場合は詳細なヒアリングに進んでいく。
以下、質疑応答以降の詳細ヒアリングのコツについて解説する。

3 ）商材に関する疑問点（質疑応答）
商材の説明の途中でも構わないし、案内が一段落したところで、「何か、不明な点はございませんで
しょうか」と相手の疑問点を問う一言が欲しい。
相手の興味・関心の高さに比例して、質問も増えると言っていいだろう。
この際、営業パーソンを最も困惑させるのが、営業のレベルでは回答できない商材に関する技術的
な質問だ。
分からないことに関し、曖昧な返答をしてしまうとトラブルの原因となるので、「（技術の確認が必
要なので）宿題にさせて下さい」「次回、技術の者を同行させて…」という感じで即答は避けたい。
もちろん「宿題にさせて下さい」「不勉強ですみません」が続くと相手も「この営業で大丈夫か」と
不安になってしまうので、FAQ的によく聞かれることは準備して回答できるようにしていきたい。

4 ）商材に関する所感
質疑応答の冒頭でもいいし、最後でもいいし、全く質問が出なかった場合でも自身が説明した商材
に対する「全体的な印象」、具体的にはプラス面、マイナス面についてヒアリングしておきたい。

通常、ここでプラス面がなく、マイナス面ばかりだったり、興味・関心が喚起できなかったりとい
うケースでは次のヒアリングに進むことはできないので、もう一度、相手の「課題」や「困ってい
るコト」などの話題に戻るのが望ましい。
逆に前向きな感触がつかめたら、以下の詳細のヒアリングに移る。

5 ）案件を進めるにあたっての懸案事項
相手が前向きな場合こそ、最初にこの案件を進めるにあたってボトルネックになりそうなことを聞
いておきたい。各社とも具体的な個別の事情を抱えていることから、協力し合いながらその懸案 1
つひとつを潰していきたい。

6 ）スケジュール感
対応できるかどうかは別にして、希望する納期といったスケジュール感は聞いておきたい。納期が
合わずに受注できないことも少なくないために、必須のヒアリング項目になる。

7 ）予算感
予算感、コスト感も必須で、案件化した場合、結局最後はコストが争点になることが最も多い。さ
らに勝負の土俵に乗るかどうかの判断にも必要なので、できるだけ早期につかみたい。
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8 ）決裁までの流れ、手続き、購買形態
部長決裁で決まるのか、稟議なのか、役員会、常務会等で決められるのか等、決裁までの流れ、承
認プロセスは聞いておきたい。案件によっては 1社購買でなく、複数社購買といったケースもある
ので、必要な場合は購買形態についても確認すべきだ。

9 ）意思決定の基準とウエイト
国内外の入札の場合は開示される場合もあるが、技術、性能、導入実績、コストといった意思決定
の際の基準とウエイトも必須で、受注できる可能性の見込み評価にも活かしたい。

10 ）キーパーソン、検討部門、ユーザー部門等の登場人物
案件規模が大きくなればなるほど登場人物は増えていくので、発言権が強いのはユーザー部門か、
購買部門か、キーパーソンは誰かなど、実際には直接的に聞くというより「鎌をかけた質問」を使
うが、絶対に把握しておきたい情報になる。

以上、売れる営業になるためのヒアリング 10項目を常に意識して、その自分なりの聞き方を磨い
ていって欲しい。
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8. 顧客が話すきっかけを作る
ヒアリングで相手が自然に話しだす
5つのワザと使うべきツールとは？

「売れない営業のヒアリング」と「売れる営業のヒアリング」の決定的な違いは、顧客が話す“きっ
かけ”が作れているかどうかにある。
そうした配慮をせず、自分が聞きたいことを一方的に聞いてしまうと、相手は「あー、残念な使えな
い営業パーソンが来た」と直感して、商談もそこそこに早く切り上げようというモードに入ってしま
うことを忘れてはならならない。

では、どうやって相手が話す“きっかけ”を作ればいいのだろうか？
トークによる“きっかけ”の作り方は下記が代表的なやり方だ。タイミング的には挨拶や雑談が終わ
り、商談に入る冒頭の場面になる。

そもそも「ヒアリング」というワード自体が営業する側の勝手な論理で、人間関係があったり、その
商材に興味、関心を持っていたりする場合を除き、買う側は軽々と現状の課題や状況を営業パーソン
に話したりはしない。
この論理が分かっていないと、2回目訪問につながらないだけでなく、案件化しないので、業績は低
迷し続け、モチベーションも下がるという悪循環に陥ってしまう。
では、どうすれば案件化や提案に結びつく情報を顧客が話してくれるようになるのか？
今回はその方法を解説したい。

相手が話す“きっかけ”の作り方

1 ）今、業界でホットな話題やキーワードを投げかける
業界でホットな話題というのは、どんな人でもそれなりの意見や情報を持っているので、寡黙な人
でも口を開きやすく、それがアイスブレイクの“きっかけ”となって会話も盛り上がりやすくなる。

2 ）他社事例の話で流れを作る
コンプライアンス上社名こそ出せない場合も含めて、他社事例を紹介することによって、相手は商
材がどんなものか頭の中でイメージできるようになるので、興味、関心を喚起し、質問などが出や
すくなる。

3 ）相手が回答しやすい質問をする
自分達が企画提案に必要な情報を入手しようという気持ちが強すぎると、どうしても自己本位なヒ
アリングをしてしまいがちになるので、特に人間関係が浅い相手に対しては、相手が回答しやすい
質問になるよう配慮したい。
具体的には必ず相手が「Yes」と回答するであろう質問をして、類似する企業との共通性の話題に
振って、次に何かに焦点を絞ったオープンクエスチョン型の質問に展開するような流れだ。
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4 ）相手に役立ちそうな情報を伝える
売れない営業パーソンは、矢継ぎ早に質問を繰り返してしまうという共通点があるが、自分がした
質問の回答に相手のプラスになるような情報提供をしたり、参考になるような事例などを紹介する
ことなく、答えさせっぱなしで、次の質問に行ってしまうようなことをしてはいけない。
相手の発言には倍返しのプラスをつける意識を持ちたい。

5 ）相手が興味を持ちそうなエピソードを紹介する
商材の開発秘話的なエピソードでもいいし、某社の導入の背景にあった実例でもいいので、相手が
何かを質問したくなるような話題を準備しておきたい。

以上がトークによる“きっかけ”作りだが、最後にトークではなく、ツールのような小道具を用いた
方法も簡単に紹介しておきたい。口下手、実は顧客とのコミュニケーションが苦手という人はツール
を“呼び水”として使う方法をお薦めしたい。
サンプルやデモ画面はどんな営業トークより雄弁で、それらを手にしたり、目にしたりした相手は、
きっと何かを聞いてくるか、コメントを返してくれるはずだ。
あるいはカタログや事例集を用いて、相手が興味を示したものを解説するのも相手とのコミュニケー
ションを促す合理的な“きっかけ”となる。
最近では IT ツールがどんどん進化しているので、文字の情報よりビジュアルや動画の方がはるかに
情報量も多く、相手へのインパクトも強いので、相手の口を開かせる“きっかけ”として大いに活用
して欲しい。

ツールを使って相手が話す“きっかけ”を作る



9. 自然な予算感の聞き出し方
営業ヒアリングの必須項目！
自然に予算を聞き出す 3つの方法とは？
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「予算」より「予算感」というキーワードを使うのがポイント

1つ目は、「予算」という言葉ではなく、「予算感」というワードを使うこと。
なぜなら、顧客は「予算」を聞かれると反射神経的に、「コンプライアンス上、社内の機密情報を社
外に漏らすことはできない」と判断して、「いや、まだそこまでは決まっておりませんで…」とか
「いや、いや、いや…」と煙に巻くような返答をするものだ。
煙に巻かれたり、はぐらかされたりするフレーズの言外の意味は「そんなこと、あなたに言えるわけ
ないじゃないですか」なので、そこから予算に関する対話を立て直すのは著しく難しくなってしまう。
はぐらかされるどころか、「入札になりますので…」と紋切型に素っ気なく言われてしまうと、二の
句が継げない。

一方「予算感」には「まだ予算的な所は固まっていないかもしれませんし、決まっていても社外の人
間である私の前では口外できないでしょうから、さしつかえない範囲のザックリした予算のイメージ
をお聞かせ願いたいのですが…」という予定調和的なニュアンスがある。
「予算」にたった一語「～感」を加えるだけなのに、相手の警戒感は高まらず、そのままコミュニケ
ーションが進行するので、予算に関するヒントが格段に得やすくなる。 これなら誰にでもできるはず
だ。

顧客に予算をストレートに聞くことができて、相手もそれに明確に回答してくれるなら、こんなに楽
なことはない。
確かに特約店や代理店へのルートセールスの一部にはそのようなケースも散見されるが、圧倒的に多
いのは、ストレートに聞いてもかわされてしまったり、煙に巻かれてしまったりするケースだ。
しかし、適切な見積を出すためには、予算のヒアリングが必須になるため、予算に関する情報やヒン
トが聞き出せるか否かがその後の明暗を分けてしまう。
今回は自然なコミュニケーションの中で予算を聞き出す 3つの方法を紹介したい。
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予算の仮説を立てるための「比較例」を示して質問する

2つ目は鎌をかける質問法。
例えば、前回の導入から 5～ 6年経ち、更新時期を迎えている場面で「今回も前回並みの仕様と予算
という理解でよろしいでしょうか？」といった聞き方。
「前回並みの仕様と予算」という相手との対話の基準を投げかけることにより、前回並みなのか、減
額を予定しているのか、あるいは仕様を上げて予算を増額しようとしているのか、に当たりをつける
ことができる。
「比較例」というのは分かりやすいので、相手はその対話に乗りやすくなってしまう。
そこで明確な予算は聞くことができなくても、そもそも前に進めても受注の可能性がある案件なのか
否か、競合と比較し、競争力のある見積ができるか否かを判断するのに必要な情報やヒントを得られ
ることが多い。

概算価格をぶつけてみて相手の反応から推測する

3つ目は周辺情報を聞いた上で、こちらから概算価格をぶつけて、その反応から相手の想定している
価格感を把握する方法。これも鎌をかける質問の一種だが、上記と異なるのはこちら側から概算価格
という仮の金額を明示することだ。
「正式な見積はこれまでお聞きした内容で積算させていただきますが、直近の類似案件からザックリ
概算価格を出すと 3000 万円は超えてくるかなぁといった感触です。ところで、御社はすでに予算化
は…」といった流れになる。
注意したいのは、この質問は予算化してるかどうかを尋ねているものの、それはダミーで、把握した
いのは、こちらが「3000 万円は超える」と言った時の反応になる。
要は「3000 万円を超える」価格を「高い」と感じているのか、「想定内に収まりそうだ」と感じてい
るのかを相手のその直後の言動や表情から推測したいのだ。
この方法は予算自体がまだ決まっていないケースや新規案件の場合によく使われるが、是非、あなた
の営業に合わせて微調整して、自分のものとして欲しい。
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10. 顧客の本気度を測る方法
「検討します」…いいの？ダメなの？
顧客の本気度を測る方法

前回の訪問では「検討しておきます」という反応だったにもかかわらず、その後は連絡してもアポイ
ントすら取れなくなってしまうケースも少なくない。
日本の顧客の「検討しておきます」という言葉は、「前に進まない」ネガティブな意味で使われるこ
との方が多いので、こういうことが頻発する。
今回は、顧客が本気でこの商談を進める気があるのかどうかを測る方法について紹介する。

「本音と建前」の中からどう真意を測るか

「日本語は世界で一番『営業に不向きな言語』だった」で解説した通り、日本語はやり取りしている
言葉だけで意思疎通する言語ではない。相手の表情、その場に漂う空気や雰囲気、そこまでの流れな
どを総合的に判断して解釈する言語なのだ。
だから相手が口に出した言葉だけを鵜呑みにしてしまうと、相手の意思や気持ちを誤って判断してし
まうことになってしまう。
では、こうした「本音と建前」が共存する商談場面において、相手の真意を把握するのはどうしたら
いいのだろうか。

お金の話はプラスの兆し

まずは、「相手の感触がいい」「この商談は前に進む可能性が高い」「案件化しつつある」とポジティ
ブに判断すべき判断基準を紹介したい。
相手の本気度が高い場合は、「導入を前提にした質問」が出る。具体的には「お金」の話、つまりコ
ストや価格に関する質問だ。
もちろん、ザックリした金額、概算価格のレベルのやり取りになるが、そもそも関心が薄い相手はせ
っつかれること警戒し、「お金」の話には踏み込まないので、明確な判断材料になる。
また、同様に導入事例に関する質問が出るのも、ある一定以上の本気度があると判断していい。その
本気度の高さと質問の細かさは正比例するので、細かな、具体的な質問が続く場合は案件化する可能性が高い。
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プラスの兆し 3要件

「更に小さなことではあるが、次の 3つも「感触がいい」と判断できる要件になる。

技術者、設計部門等関連部門との面談を希望する
宿題、依頼事項がある
次回訪問の日時が設定できる

1

2

3

技術者、設計部門等関連部門との面談を希望する

宿題、依頼事項がある

次回訪問の日時が設定できる

1 ）技術者、設計部門等関連部門との面談を希望する
システム開発であればSE、メーカーであれば技術者や設計部門の担当者、広告・Web関係であれ
ば制作の人間やデザイナーなど、営業の先にある専門部門の人間との面談を希望するのは、相手が
本気で商談を前に進める明確な判断基準になる。

2 ）宿題、依頼事項がある
自社と同じ業界の事例や見積もり、技術的な問合せなど、宿題や依頼事項がある場合も案件化もし
くはその一歩手前のステイタスなので、相手は本気モードと評価して構わない。
逆を言えば、相手の本気度が判断できない場合には、同業界での事例を見てみたいか、概算でも自
社の場合のコスト感を知りたいかという希望を問えば、「是非」なのか「参考までに」なのか「特に
要らない」なのかで本気度が明確にできる。

3 ）次回訪問の日時が設定できる
その商談の最後に次回訪問の日時の設定ができれば、相手はこの商談をポジティブに判断している
と考えていい。
少なくとも、相手の本気度がゼロとか微妙なレベルであれば、その場で次回訪問のスケジューリン
グには至らないので、前向きにとらえるべきだ。

最後に、残念ながら本気度が希薄だったり、最悪、本気度「なし」と判断しなければならないケー
スにも触れておきたい。
キーパーソンに面談して、「課題の話」を繰り返しても共感を得られなかったり、ニーズや課題が見
当たらないとしたら、その案件を見切るサインととらえていい。
もちろん、外部環境がダイナミックに変化しているので、何かが突然課題化したり、潜在化してい
たニーズが何かのきっかけで顕在化する可能性もあるので、規模感のある企業であれば、半期に 1
度位は情報交換を兼ねた訪問を行って、状況の変化を待ちたい。



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

