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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。
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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. 社内共有 概論
大事なのは社内の巻き込み方！
上司・社内への報告の仕方と関連部門への社内営業のコツ
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営業活動は、団体戦だ。商談が進みそうで進まない時、先輩や上司のサポートで状況が大きく変わる
こともある。顧客から出された難題にどう答えるか？技術部門のサポートが必要な時もあるだろう。

しかし、ただでさえ忙しそうな先輩や上司から、必要な時に適切なアドバイスをもらうにはどうすれ
ば良いのか？また、「大きな商談だけど、納品には結構パワーがかかるなぁ…」と思った時、納品部
門に力を貸してもらうにはどうしたら良いのか？

この「社内共有」カテゴリーの各記事では、関連部門や先輩・上司の巻き込み方と日頃から持つべき
心構えなどを、以下の 4つのポイントで解説していく。

1.  なぜ関連部門や上司への報告・共有が重要なのか？

2.  報告のキホン

3.  上司への報告

4.  関連部門への社内営業のコツ
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1. 上司への報告で必要な 3要素を学ぶ
営業パーソンに必要な上司への
報告 3原則とは

営業パーソンにとっても、管理職にとっても時間を割かれてしまう「報・連・相」。
何を、どのように報告、相談し、上司はそれらにどう応えれば業績向上や営業パーソンの育成に直結
するのか。今回は上司への報告の 3原則を共有したい。

シンプルな「3つの共有」

上司への報告の大原則、それは

1.  事実の共有

2.  背景の共有

3.  想いの共有

の「3つの共有」である。もちろん、上司への報告の 3原則と呼び換えてもいい。

「個人的な思い込み」は不要！事実を意識して共有する

まずは、「事実の共有」だが、日次、もしくは週次で営業活動の報告を日報、週報、SFA(sales 
force automation)、あるいは営業会議で報告する際に「何が（顧客の）ニーズか」「何がネック
（で受注できない）か」「何が次の一手か」という 3点を手短に、端的に報告して欲しい。

ここであえて「事実の共有」と“事実”を強調しているのは、そうしないと個人的な推測が入る余地
ができてしまうので、そうした個人的な思い込みや希望的観測を最小にし、報告の精度を高めるため
のちょっとしたコツである。

顧客にニーズがあり、自社にそのニーズを満たす商材があるなら受注になってもいいはずなのだが、
成約に至らないのは何らかのネックがあるからだ。
それは、価格の問題なのか、納期なのか、はたまた仕様を満たしていないのかいうニーズとネックの
ギャップを、事実を紐解きながら報告するのだ。

更に、上司にとって困るのは、部下から「どうしましょう」といきなり答えを求められることなので、
まずは自分なりに顧客のニーズやネックを深掘りして「何が次の一手か」を自分なりに考えて、上司
に承認を得る報告にしたほうが上司としても対応がしやすいし、何より営業パーソンの成長が促進さ
れる。
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背景の共有がヒアリング精度を高める

2つ目の「背景の共有」だが、こちらもあえて“背景”を強調しているのは、顧客の言葉をうのみに
して、深掘りの質問をせずに真のニーズにたどり着くことができなかったり、問題だけ聞いて、その
背景にある問題を引き起こしている因果関係をヒアリングできなかったりという、惜しい営業になら
ないようにするためである。

例えば、人事コンサル会社の営業が顧客から「30代の離職率の高さ」を、そのままうのみにしてし
まった改善策の提案と、深掘りして、「30代の離職率の高さの主因が、課長に昇進しても年収が変わ
らないから、転職して技術の仕事を続けたい」という背景をつかんだ上での提案とでは全く違うもの
になるはずだ。

上司は部下の営業パーソンが顧客や案件ごとにどの程度、ポイントとなる事項の背景に踏み込めてい
るかで、営業パーソンのスキルや成長を把握しているため、上司の報告には不可欠な要素なのだ。
繰り返すが、上司と「背景の共有」を前提にしている営業は、日々のヒアリングが自然と深掘りでき、
自己成長を促進させるので、絶対におすすめだ。

想いの共有が上司との良好な関係の元になる

最後の「想いの共有」。これはどのような営業形態かにもよるのだが、いわゆる「ドブ板営業」とい
う精神的に疲弊しやすい営業組織には不可欠で、日々、「どんな想いで営業しているか」「今日の嬉し
かったこと」「今日のつらかったこと、悔しかったこと」といった想いの丈を上司と共有することを
指す。

ただでさえ営業は孤独なものなのに、顧客に歓迎されないどころか、邪険にされる繰り返しでは心は
凹む。そんな環境の中で、自分を奮い立たせ、小さなことに喜びを感じられるようになるには、絶対
に相手が必要になる。

また、「ドブ板」ではない、いわゆる普通の営業組織においても、「この案件は（自社チームである）
工場を本気にさせて、絶対に取りたい」「目標を達成したい」「顧客の待に応えたい」「もう１件受注
したい」という「想いの共有」とそれに対する上司からのフィードバックや激励が、上司部下の良好
な関係の源泉になることはいうまでもない。
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2. 売れるためのSFA活用の 3原則
営業におけるSFA活用法…
「売れる営業」になるためのSFAの 3原則

「売れる営業」になるためのSFAの 3原則

今回はあなたが「売れる営業」になるための、SFAの 3原則について紹介する。

営業パーソンにとってはSFA（sales force automation）への入力も面倒臭いし、日報を書くのも
面倒臭い。
だが、今や一部のSFAは自分の業績のため、自身の成長のための支援ツールに進化している。
負担なくSFAをあなたの“相棒”に変えるちょっとしたコツとは…。

1 ）作文にしないこと
そもそも文章力というのは個人差が大きいため、作文にしない運用にすること。
そのためには、日報の入力項目を 5項目程度に絞り、1訪問につきそれらの項目全体を 2～ 3分で
入力できる文字数でメモとして記入すること。

会社に戻ってまとめて入力するより、その商談の終了後にスマホやモバイルで都度メモ的に入力す
る方法を推奨したい。
働き方改革が進行する中、会社に戻ってSFAの入力に１時間以上かけて作文を書いているなら、
営業中にモバイルなり音声入力で済ませて、もう 1件訪問を増やした方が確実に数字は上がる。

2 ）メインとなる入力項目とサブ項目を分けること
メイン項目として代表的なのは

1.  面談者

2.  訪問目的

3.  結果

4.  入手情報

5.  次の行動／宿題

といった感じだ。
「3）結果を『面談内容』」としたいところだが、そうすると営業パーソンにとっては、ハードルが
上がって書く気持ちが萎えてしまい、適当にお茶を濁す人が続出したことから「3）結果」という切
り口に収束した経緯がある。

ここは営業パーソンにとっては大事なところで、自社の日報の項目が「面談内容」となっていたら、
「結果」だけを書くことにすればメンタルバリアが下がる。
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サブ項目としては

6.  同行者

7.  その他、もしくは特記事項

などが代表的だが、あえてサブ項目を設けることによって、メイン項目に注力すればいいという優
先順位の心理が働くので、メイン項目の内容が濃くなる。

また、新人向けには一定期間「今日の嬉しかったこと」「今日のつらかったこと」を加えておくと、
日々のモチベーションの振幅に応じた対応ができるため、離職率の低下につながる。
一般社員に対してはサブ項目を「その他」「特記事項」だけにしてしまう手もあるので、ここは自身
の営業特性に応じ、カスタマイズして欲しい。

3 ）上司からのフィードバックを求めること
上司や会社にとってのSFAの効用は、部下の行動と商談がマネジメントできるという点にある。
しかし、SFAを導入しながらその営業部隊の業績がパッとしない企業の共通点は、せっかく入力し
た営業日報に対して、上司からのフィードバックがない、もしくはチープということだ。

もちろん部下の数によっては、部下の商談すべてに文章としてコメントを返すことは物理的に不可
能であっても、指示やアドバイスが必要な商談には、都度「ちょっといいか」と口頭でフィードバ
ックをしないとSFAは宝の持ち腐れになってしまう。

翻って、営業パーソンにとっては、SFA上に上司コメントがほとんどなかったり、口頭でのフィー
ドバックやチャターでのやり取りもないなら、「ちょっといいですか」と声をかけて、ポイントとな
る商談については、「次の一手」についてフィードバックをあなたの方から求めるようにして欲しい。

4 ）受け身のSFAから能動的なSFAに展開させて
      業績にドライブをかけよう
ところで、SFAへの入力や日報を書くことをどうしても面倒に思ったり、負担に感じたりするのは
、どうしてもそこに「やらされ感」があるからだ。
自分のためにならない、上司が部長や本部に報告するためだけの管理ツール位の認識しかないこと
も少なくない。



その認識は一面の真実かもしれないが、“Salesforce”に代表されるようなSFAのビジネスアプリ
や社内システムとして構築されたSFAは、営業パーソン自身の向き合い方によって「売れる営業」
になるサポートをしてくれる強力な武器になることを伝えておきたい。
「上司が入力しろってうるさいから、渋々入力している」SFAだと、本来の機能が十分に発揮され
ないので、もったいない以外の何物でもない。

上司に言わせると、SFA の日報（レポート）に書かれた内容が薄いと部下にフィードバックするコ
メントまで薄くなり、受注確率を上げるための次の一手のアドバイスもできなくなってしまう、と
いう業績に直結する切実な問題がある。
しかし、これからは、SFAの 3原則を活かして自身のために利用するツールと心得て欲しい。
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3. 売れる営業がやっている社内営業の方法
売れるために関連部門を味方につける
～社内営業がうまくいく 3原則～

社内営業の目的は、会社の各部門が持つリソースを自身の営業活動に有効に活かせるようにする協力
体制の構築である。
要は営業の後方支援部門、後工程を担う部門を味方につけて、好業績につなげていくというのが売れ
る営業の流儀だ。

そもそも営業の仕事というのは、営業部門だけで完結できるケースは滅多にない。
提案書や見積もりでさえ技術部門や設計部門が作る会社もあれば、受注後は施工部門、製造部門など
がその案件を引き継ぎ、複数の部門を経由して納品、検収、請求、入金まで完結させるケースがほと
んどだ。
だから、その業務の流れの中で営業パーソンのせいで情報が共有されていなかったり、報告や連絡が
遅れただけで業務が滞ったあげくに「使えない営業」という烙印を押され、信用を落としてしまう。

例えば IT 業界であれば、営業の途中からSEが同行し、提案や見積もりも営業ではなくSEが行う
企業の方が多い。
しかし業界特性として、優秀なSEはトラブルプロジェクトの火消しに投入されているケースが多く
、更には営業に同行できるSEの数も限られているため、なかなか案件を優位に進めることができな
い。
そんな時、技術部門に一目置かれている営業パーソンは優先的に優秀なSEを例外的にアサインする
ことができるのだ。
逆に、顧客からのヒアリングすらできていない段階からSEに依存し、おんぶに抱っこの状態で、そ
の案件がどうなったかさえ伝える配慮のない営業パーソンは、SE部門から軽視され、同行依頼さえ
蔑ろ（ないがしろ）にされるようになるので業績は低迷してしまう。

どの業界でも、継続して高い業績を上げている営業パーソンには共通点がある。その 1つは顧客への
営業だけでなく、社内営業にもかなりのウエイトをかけている点だ。
社内営業というのは営業パーソンから見ると、技術部門、製造部門、設計部門、サービス部門、業務
部門、スタッフ部門、本部といった関連部門との社内コミュニケーションや社内調整を指す。
今回はその社内営業の目的と具体的な方法について共有していきたい。
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関連部門を味方にする

では、社内営業を円滑に進めるには、どうしたらいいのか。
守りたい基本が 3つある。

関連部門を味方にする
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まずは、「社内営業」というその名が示すように、相手を顧客とみなした行動を取ること。
具体的には心の置き方として、配慮、敬意を持った上での言動をするのが鉄則。
更には報告、連絡を端折らず、情報共有、意思疎通を心がけること。
“最前線で戦う営業パーソンを支援するのは当たり前”という態度や言動は最悪の結果しか生まない
ので注意しておきたい。

2つ目は常に「貸し借り」のバランスに気を配ること。
無理な納期調整や価格対応、変則対応に応じてくれた場合などは「当たり前」とは思わず「借り」と
してカウントしておくこと。
「借り」の残高ばかりが増え、「貸し」とのバランスがゼロにならない期間が続いたとしても、その
「借り」を返す場面は必ずやってくるので、その意識を持ち続けることのほうが重要になる。それが
相手への感謝や配慮となり、良好な関係の源泉となるのだ。
その「借り」を返す場面はトラブル時にやってくることが多い。その際、矢面に立ってその人のため
に汗をかくこと、そのトラブル解消のために動くことによってその「借り」は解消されることになる。

そして、3つ目は日常的に他部門とネットワークを築き、社内コミュニケーションを密にすることで
ある。
いざとなった時に親身になって助けてくれる社内人脈をどれだけ構築できるかが、コンスタントな好
業績維持のポイントとなる。
社内人脈というのは、相手にもメリットがないと広がっていかないので、競合情報や他社が今何をや
っているのかといった情報を伝えたり、営業のリソースを用いて何かのプラスを生み出すような動き
をして良い評判を得て欲しい。
営業の後方支援部門、後工程を担う部門は営業パーソンをえこ贔屓（えこひいき）する。
なるべく「貸し」の残高を増やす動きをして関連部門からの信頼を勝ち得て欲しい。



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

