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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
クライアントの評価が高まるプレゼン方法とは？構成・資料・話し方 3 つの側面から徹底解説！

1.10 分でもできる！顧客分析
        営業は事前準備で顧客分析をしてアプローチ！ 顧客特性のつかみ方

2.
営業のプレゼンで勝つためには？攻め方を見極めるお客の6つの分類法

3. 確度の高い顧客の見分け方
        相手の心を掴む必勝プレゼン！ AIDA の法則を活かす 3 ステップ

4. 顧客の課題や関心事を把握する
    顧客に選ばれるプレゼンのコツは「つかみ」と「オチ」！プレゼン上達法

5. 顧客の業界の動向を押さえる
 プレゼン成功の基本セオリーは、強調ポイントを 3 つにまとめて構成すること

6. 顧客に役立つ情報を予め収集する
        成功するプレゼンのコツは、前半勝負！成否の 9 割が前半で決まるワケ

7. 訪問前に営業の切り口を仮設定する
        これで失敗しない！営業がプレゼンで説得力を高める 3 つのポイントとは

8.
自社商品紹介の営業プレゼンでの「説得力を高める話し方とは？」

9.
営業プレゼンの説得力を高める原則とは？数字・比較・グラフの活用術

10. 登場人物の意識決定基準を推測する
プレゼンで印象を残すコツはストーリーテリング…商材はエピソードで語ろう

11. 顧客組織の力関係と風土を把握
　　  話し方 1 つでプレゼンは劇的に変わる！相手を惹きつけるポイントは「描写」にあり

0.  プレゼンテーション 概論

1.  事前準備で行う顧客分析の 3 ステップ

2. 6つの場面に応じたプレゼン方法の選択

3.  プレゼンに AIDA の法則を活かす

4.  「つかみ」と「落とし所」の明確化

5.  プレゼンの要点は 3 つにまとめる

6.  プレゼンの成否 9 割は前半で決まる

7.  顧客に課題解決後の姿をイメージさせる

8. 商材の魅力を別顧客の評価で語る

9. アピールポイントは数字で示す

10. 商材のメリットは事例で語る

11. プレゼンは実況中継のように話す

13. 顧客がネガティブだった時の対応を想定
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0. プレゼンテーション 概論
クライアントの評価が高まるプレゼン方法とは？
構成・資料・話し方 3つの側面から徹底解説！
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いいプレゼンテーションとは？

顧客から評価される“いいプレゼン”というのは、だいたい次の 3パターンになる。

1. 課題解決や問題解決のための「名案」や「兆し」、「ヒント」がある

 顧客やクライアントの側から見た「いいプレゼン」の王道がこのパターンになり、最も受注率の高
 いプレゼンになるので、この鉄則を絶対に守って欲しい。

 プレゼンというのは、確かに自社商材や提案を説明、アピールする場でもあるのだが、顧客が聞き
 たいのは商材のことより、自社が直面している課題や問題の解決策の方なのだ。

 だから、「解決策に焦点を当て、その為に自社商材やその提案がどう役に立つのかという切り口で表
 現しないと顧客には刺さらない」、という基本から外れてはならない。

2. 任せてみたくなる「＋α」もしくは「何か」がある

 日本企業における実際の営業場面では、各社、機能も品質も価格も納期もほとんど同じ位で、差別
 化のポイントが打ち出しにくくなって久しい。 
 そういう背景があるので、他社と違った「＋α」や「何か」異なる切り口があるとただでさえ顧客
 の目を引く。

 そこに、ちょっとだけでも任せてみたくなるような「新しさ」や「魅力」、「可能性」といったもの
 があると、競合から頭ひとつリードできるので、その追求をルーティーンワークにして欲しい。

3. キャラクター、世界観（設定）、ストーリーの 3拍子が揃っている

 プレゼンというのは、顧客の気持ちを動かすことである。広告業界などではそれをインサイトとい
 うキーワードを用いて「顧客が思わず買いたくなるココロのスイッチ」と表現してきた。

 そういう意味でプレゼンは映画やドラマ、小説やゲームと同じで、キャラクター、世界観、ストー
リーの 3要素で構成されると考えると分かりやすい。
映画でもゲームでも、登場人物であるキャラクター、その場面設定となる世界観、そしてストーリ
ー展開で面白さが決まるが、プレゼンも同じだ。

 プレゼンで言えばキャラクターは商材や提案内容であってもいいし、自社あるいはプレゼンしてい
 る自分であってもいいが、いかにそのキャラを立たせるかがポイントになる。

 世界観というのはプレゼンの設定というかポジションで、分かりやすいところでは、差別化志向（
 競合との差別化ポイントを軸にする）、価格志向（価格の優位性を軸にする）、顧客志向（顧客に寄
 り添うスタンスを軸にする）のいずれかの立ち位置でプレゼンするかというようなことだ。

 あるいは、パートナー目線で「一緒に歩みましょう」的なのか、先生目線で「御社の問題を解決す
 るために、こうサポートしていきます」と顧客をリードするスタンスなのか、逆にお願い目線で、
 「こんなに価格を下げましたので、是非、採用して下さい」という立ち位置でも構わない。

 そしてストーリー展開はプレゼン構成のことで、どういう順番で何をどの資料やスライドで伝える
 かかという「プレゼンの流れ」になる。

 この 3要素の内、ストーリーについては誰もが工夫するところだが、キャラクターや世界観に関す
 るところまで視野が及ぶとプレゼンのレベルが 1ステップ、2ステップ上がってインパクトが強く、
 顧客の印象に残るだけでなく、提案を採用したくなるプレゼンになる。
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1. 企業としての特性と企業風土、組織風土を把握する

2. 社史沿革を味わう

3. 参加者のプロフィールを理解する

導入部分
プレゼンというのはある意味「話芸」であるため、技術的には漫才やコントなどの「お笑い」に近
い。
つまり、「つかみ」と「オチ（落とし所）」が基本になるという共通点がある。

「つかみ」は先ほど紹介した「AIDAの法則」のAttention（注意喚起）で、プレゼンの導入部に、
ガッチリ顧客のハートをつかむ仕掛けを施すと、それに続く部分も前向きに聞いてくれるようにな
るので当然、受注率があがる。

いいプレゼンテーションとは？

プレゼン前に押さえておきたいポイントは 2つある。顧客の特性をつかんだ上でプレゼンの準備をす
ることと、自社の立ち位置を押さえておくことだ。

なぜなら、顧客の特性を把握しないでプレゼンするということは、目隠ししてボールを投げるに等し
く、的に当たるかどうかは運次第になってしまう。

自社の立ち位置についても同様で、新規で人間関係のない企業に対し、身内扱いされている企業に対
するようなプレゼンを行っては逆効果になる可能性がある。

では実際に顧客の特性をつかむには、何をどうすればいいのだろうか。売れる営業パーソンはその際、
相手の企業風土、組織風土、歴史、そしてプレゼンに参加する人たちのプロフィールを押さえようと
情報収集している。

具体的行動としては次の 3点だ。

また、自社の立ち位置というのは以下の 6つのケースに分類して対応すると受注率が向上する。

1. 企業としての特性と企業風土、組織風土を把握する

2. 社史沿革を味わう

3. 参加者のプロフィールを理解する

4. 解決策・提案

5. 解決策・提案がもたらすメリット（定量的な面でも）

6. 導入事例、類似事例

7. スケジュール→コスト

8.  （場合によって）競合との比較表

こうしたプレゼンの流れを更に補強してインパクトを高める方略として「AIDAの法則」を活かした
い。

「AIDAの法則」というのはAttention（注意喚起）の頭文字「A」、Interest（興味・関心の喚起）
の「I」、Desire（欲求の喚起）の「D」、Action（行動喚起）の「A」をつなげた呼び名で、1920 年
代にアメリカの広告業界、営業の世界に登場した概念である。

つまり、プレゼンのどの部分で相手の注意喚起を促し、次にどのようにして注意を興味・関心に引き
上げるかを考え、更に「導入してみたい」という気持ちにエスカレーションさせるためにはどうした
らいいかという工夫を、プレゼンの構成、使用するスライド作りやビジュアル選びに反映させるのだ。

また、細かな工夫として、プレゼンの要点は「3つにまとめる」と相手の記憶や印象に残りやすいの
で、この「マジカルナンバー 3」のセオリーも活かしたい。

次に更に細かなセオリーをプレゼンの各ステップごとに紹介していく。
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「つかみ」がプレゼンのスタートなら、「オチ（落とし所）」はゴールとなる。 
その「オチ（落とし所）」が提案内容だったり推奨する製品になるわけだが、相手に印象づけること
をゴールとするのか、概算見積を提示することを求められることをゴールとするのか、受注するこ
とをゴールとするのかでプレゼンの構成は変わってくるので、「つかみ」と「オチ（落と所）」をセ
ットで考えるとその間のプレゼン構成が作りやすくなる。

更に、プレゼンというのは導入部分に惹きつけられるものがないと、その後は、導入部分の印象で、
判断されてしまうことが多い。
なので、「前半勝負」を心がけるほうが勝率は著しく高くなるということを肝に銘じて欲しい。

商材紹介・事例紹介
営業パーソンにとってプレゼンのクライマックスは提案内容や自社製品の紹介になるが、ここで気
をつけたいポイントが 3つある。

まず、商材紹介の目的は、商材を分かりやすく伝えるとか、商材をアピールするとかにせず、「相手
に課題解決後の姿をイメージさせる」ということを第一義にすること。
たったこれだけで相手への伝わり方が一気に深くなる。

2つ目は商材や提案のメリットは事例を通して語ること。事例の大小は問わないので、とにかく事
例をあげて、その中でメリットや強みを訴求したい。
そうすることによって相手はイメージしやすくなり、リアル感が高まり、時によって共感もするた
めに前に進みやすくなる。

3つ目は商材の魅力は客観的に語ること。つまり別な顧客の目を通した評価で語ること。
それというのも、営業パーソンがいくら自社商材のすばらしさを語っても、それは「手前味噌」に
なってしまうからだ。

つまり、どこまでいっても「自画自賛」の域を出られないので、説得力には欠けてしまう。
それを解消するのが、「すでに業界トップの〇〇様にはご導入いただいて、業務効率が 5%以上高ま
ったと高い評価をいただいております」といった客観評価になる。

プレゼン中
プレゼンを始めたはいいが 5～ 6分経過した時点で、相手がプレゼン資料の先のページをペラペラ
めくり出し、自分の話に集中していないと思われるケース。 
そこまではいかなくても、明らかにプレゼンに「真剣に向き合っていない」という兆しが見えた場
面では、そのまま進めても受注には至らない。 
その際のお薦めの方法は、いったんプレゼンをそこでストップして、相手の意見を求めること。

そこで、認識のズレがあったとしたら、その場で、アドリブで軌道修正し、手持ちのプレゼン資料
で対応できるなら、その該当箇所のページだけを使って、プレゼンを終えるようにしたい。

逆に、その場で判明した真のニーズに対応できる内容がプレゼン資料に盛り込まれていなかったと
すれば、その場で次のプレゼンの日程を確約して再プレゼンに臨むのが賢い対処策となる。

プレゼン資料作り方のコツ

ネット時代となりプレゼン資料の進化は目覚ましいものがある。ただし、その作り方の基本は変わっ
ていないので、基本を押さえた上で多いに新しい技法を試していって欲しい。 
ここではプレゼン資料作成の基本を 5つ紹介する。

1. ビジュアル利用

文字は少なめを意識してグラフ、イラスト、チャート図、写真といったビジュアルを利用したほう
が相手には分かりやすくなる。 
また、最近は IT ツールの進化とともに動画も手軽にプレゼンで使用できるようになったので、リア
ル感を高めたい時には利用したい。

2. アピールポイントはデータで示す

定性的な表現より定量的な表現、つまりはデータで示すことによって説得力が増すので、数字的な
根拠は必ずプレゼンの中には盛り込みたい。
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3. 事例を豊富に

直接関係する事例は必須だが、後のほうにプレゼンに直接関係しなくても「うちは、他にこんなこ
とも手掛けています」ということが分かる事例を網羅的に盛り込んでおくと、その場でクロスセル
になったり、後のクロスセル、アップセルへの伏線になる。

4. プレゼン資料のページ数は「1-3-∞の法則」で

プレゼン研修で受講者から、たまに「プレゼン資料の適切なページ数」について質問を受けること
があるので、ここでも共有しておきたい。

基本的にページ数は業界というより、相手の役職によって決めるべきものである。 
経営者役員向けには 1ページが基本となる。これはA4判でも A3 判でも構わないが、必ずそこに
は費用効果などの数字的根拠を盛り込むのがセオリーだ。 
部長クラスには 3ページを目途としたい。

そして、担当者になると無制限となる。つまり、ページ数は自由なのだが、目途としてはその担当
者が上司である課長や部長から質問を受けた時、その資料を見れば回答できる内容が盛り込まれて
いる量となるので、参考にして欲しい。

5. 神は細部に宿る

これは昔から言われていることだが、プレゼン資料は細かいところに気を配れという戒めになる。
例えば、カタカナが好まれる業界、漢字が好まれる官庁などもそうだし、1ページに図版を 2つ使
用する際の天地、左右の揃え方、色使いをできれば 3色に抑える工夫（色が多くなると見にくい）、
などがそれだ。

プレゼン時の話し方のコツ

プレゼンの話し方の大原則は、「ゆっくりめ、やや大きめ」に話し始めること。これは最初に意識す
るだけで随分違うので、そこから始めるといい。

次に話と話の区切りを日常の会話より強めに意識し、そこに間を置く感じで進めると相手には聞きや
すくなる。

また、ポイントになる重要な箇所はスピードを落とし、やや強めに話すようなメリハリも加えたい。

アイコンタクトについても資料を見続けずに、相手の表情を確認しながら進めるとよい。
相手が複数の場合はアイコンタクトの中心はキーパーソンになるが、その周りの人たちへも適度に視
線を散らしながら、表情を確かめつつ進行することが大事だ。
こちらの表情は硬くなりすぎないように、軽い笑みを浮かべる位が望ましい。

プレゼンスキルを高めるためには

プレゼンスキルを高める方法は、基本的にヒアリングスキル同様、いい見本・手本に触れることとロ
ープレが最も効果的だ。

かつて「プレゼン日本一」と称される人物に 2度出会ったことがある。「プレゼン日本一」が 2人い
ることを奇異に思うかもしれないが、時期がずれているためだ。

幸いに一緒に仕事をする機会に恵まれたので、エマメイ先生のプレゼンの基本もそこが源流のように
思う。

更にプレゼンを独自にスキルアップする方法として、チャート図、イラスト、グラフといったビジュ
アルのネタ集めを日常から行い、PC上にネタ帳ホルダーを作成して、必要な時に適切なものを取り
出せるようにしておきたい。



1. 事前準備で行う顧客分析の 3ステップ
営業は事前準備で顧客分析をしてアプローチ！
 顧客特性のつかみ方

1. 企業としての特性と企業風土、組織風土を把握し、効果的にアプローチする

まずは、その顧客の「企業としての特性と企業風土、組織風土の把握」だが、ここではその企業の強
み、弱み、活動領域からスタートし、企業として大切にしていること、大切にしている考え方につい
ても知っておきたい。

企業の中にはコスト合理性をとことん追求し、社内業務をどんどんアウトソーシングしてしまう企業
もあれば、あくまで社内でやることにこだわり、内製する企業もある。大切にしているものや大切に
していることが異なるからその差が生まれるので、そこは是非とも押さえたいポイントとなる。前者
の方が営業機会が格段に多くなるからだ。

また、組織風土としてトップダウンなのか、ボトムアップなのか、逆にトップダウンを嫌う風土なの
かといった傾向も知っておきたい。
トップダウンであれば、キーパーソンの把握やそのキーパーソンに自社のどの役員をつなぐかといっ
た組織営業が展開できるが、トップダウンを嫌う企業に対し、自社の役員の顧客役員への表敬訪問な
どは逆効果になってしまう。

提案内容や価格自体にほとんど差がない場合に、圧倒的に有利になるのは顧客の特性をつかみ、分析
した上でプレゼンを実施している営業パーソンだ。
今回はその「顧客の特性をつかむ」極意について共有していきたい。
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「顧客の特性をつかむ」ための基本行動は次の 3つだ。

1. 企業としての特性と企業風土、組織風土を把握する
2. 社史沿革を味わう
3. 参加者のプロフィールを理解する
「顧客の特性をつかむ」という表現に対し、ほとんどの営業パーソンは感覚的には特性をつかんだ上
で、営業活動をしているが、その感覚には悲しいほどの個人差があるので、その差を埋めるための明
確な基準を示したい。
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2. 社史沿革を味わい、競合優位になる

次に「社史沿革」だが、これはホームページや会社案内などで確認しておくレベルではなく、もっと
深く理解することで競合に対し明確な差をつけることができる。その際、人となりと同様、企業の成
り立ち、その背景を押さえていくというスタンスが望ましい。

例えば、栄枯盛衰のターニングポイント、飛躍のきっかけ、低迷や危機をどう乗り越えたかというこ
とを、社史沿革に書かれた文字や数字ではなく、そこで働いていた人に思いをはせてイメージするの
だ。
できれば頭の中に想像で構わないので、ドラマや映画みたいな映像をつくってストーリー化してみる
といい。こうした準備はプレゼン前の訪問時、雑談の場面を使って済ませておくのがミソだ。

3. 参加者のプロフィールを理解し、受注確率を上げる

最後は「参加者のプロフィール」になるが、プレゼンへの参加者の部署や役職、事務方なのか、技術
者なのか、ざっくりした年齢も押さえておきたい。そして誰がキーパーソンで、その大切にしている
こと、大切にしている考え方まで把握できるとかなり有利になる。
こうした情報は前任者や社内の諸先輩から聞くのは必須だが、やはり日々の顧客との雑談の中でも押
さえていくことをおすすめしたい。

受注、失注を分けるものはプレゼン内容や価格、納期であることはもちろんだが、実は、提案内容や
価格自体には甲乙つけがたく、結局、自社の事情に詳しかったり、痒い所に手が届いている風に思え
る提案をしたりした企業が受注しているケースがあまりに多い。
相手のある部門の特殊な業務フローへの言及があったり、提案書の冒頭の「所見」や「前提整理」の
部分で、相手のキーパーソンの口癖や多頻度で口にしていたキーワードを散りばめたりするだけで、
確実に受注率は高まる。

これは営業する側にはほとんど知られていない現実かもしれないが、裏を返せば顧客の特性について
更に深く、広く把握できれば、当落線上で失注となった案件のかなりの部分が受注に変わるはずなの
で、顧客の特性をつかむ具体的な動きをこの機会にバージョンアップして欲しい。



2. 6 つの場面に応じたプレゼン方法の選択
プレゼンで勝つための方法

「自社の立ち位置」を押さえる

まずは真実を話す。営業が強くない会社の共通点は「自社の立ち位置」をおざなりにしてプレゼンし
ているという点だ。
もう少々強く表現すれば、「買い手の立場を考慮せずに一方的にプレゼンしている」に近い。だから、
買い手の側に立ってその商談全体を俯瞰的に見て、「自社の立ち位置」を把握した上でプレゼンのシ
ナリオを練った競合には勝てない。

では、その「自社の立ち位置」とはいったい何なのだろうか。
端的に言うと、ザックリ以下の 6 パターンに応じてプレゼンを少しだけ変えるのだ。

素人目にはほとんど同じようなプレゼン内容に思えるのに、その受注率を比較すると倍以上の開きが
出るのはいったいどういうわけだろうか？　プレゼンに負けた悔しさの中で、次は勝てるようにレベ
ルアップしようとしても、何から始めていいか分からないのが普通なので、今回は最も手っ取り早い
対処策を共有する。
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6 パターンに応じ、プレゼンをちょっとだけ変える

1 ）相手の興味・関心が強い場合

この時ばかりは、もちろん、いつものプレゼンで構わない。
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2 ）i タウンページ

一番多いパターンだが、その際にいつものプレゼンをやってしまうと受注率はかなり低迷する。
なのでプレゼンの冒頭で、まずは相手より業界上位の企業の採用事例や相手が気にしているであろ
うライバル企業の動きなどを示して興味、関心に着火させた上で通常のプレゼン内容に入るのが鉄
則だ。

3 ）「当て馬」っぽい場合

その確率が 8 割以上と推定される事実があるなら、その商談自体を潰してしまうカードも想定して
おきたい。
使える業界は限定され、業界によって常套トークも異なるが、納期が半年遅れでも構わないケース
なら「ここだけの話、残念ながら弊社ではありませんが、半年後に某社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」的なものが用いられる。
もちろんウソやハッタリはご法度だが、コンプライアンスに触れない範囲での誇張ならセーフだ。
半年待てばコストが下がるという情報を持ちながら、「本命」に決めるということはオーナー企業の
トップ以外にはなかなかできるものではない。
ここは、ビジネスパーソンの最大の弱みである「責任」の部分を突くロジックで考えるのがコツだ。

4 ）過去にトラブルがあった場合

ルートセールス最大のネックは、“すべて過去を引きずる”ということだ。下手をすると 13 年前の
「トラブル時の報告の仕方がまずかった」という前々々々任者位の汚点が今もなお引き継がれるなん
てことが平気で起こるのだ。

そうした過去がある場合は、基礎点が減点されたマイナス段階からのスタートと心得て、ライバル
達よりどれだけ点数を積み上げられるかという発想でプレゼンに臨みたい。
その際のプレゼンのクライマックスは“トラブル時の対応”だ。過去に迷惑をかけたことを例に出
し、そこから何を学び、何を反省し、何を改善し、どのような体制にし、現在のトラブル時の対応
の事例を具体的に示し、そこに客観的な評価のコメントも加えたい。

5 ）相手が忙しい場合

相手が忙しい場合は、プレゼンの要点をまとめたサマリーを“ペライチ”で準備しておきたい。プ
レゼンの要件としてサマリー添付の場合もあるが、相手が忙しい場合にも威力を発揮する。

“ペライチ”はプレゼンの全ページを要約するのではなく、

● メリットの明示
● 何かとの比較
● 費用対効果など数字的根拠

の 3 点を柱にまとめること。判型は A4 でも A3 でもよいが“ペライチ”なのがキモになる。忙し
い人ほど分かりやすいモノ、比較しやすいモノ、定量的に判断できるモノを好む。

「それが分かっていて、この“ペライチ”を別建てで作成しています」というところを暗示できるの
が「売れる営業」の演出なのだ。

6 ）ソリの合わない相手の場合

馬の合う相手の場合、受注率が高いのはよく知られた所だが、ソリが合わないと思っている相手か
らの受注率が低いかというと、そうならないのが営業の不思議な所だ。
初見でソリが合わないと感じた相手から即決で仕事をもらったり、大金星となるような受注になっ
たりすることも少なくない。
なのでソリが合う相手であれば、「これで受注率が上がる」とポジティブに考えればいいし、「ソリ
が合わない」と感じてしまった場合でも、「意外な受注になるかも」と自己暗示をかけるもよし、「
受注率には関係ない」と気にしないのもよしで、とにかくソリの合わない相手であっても「受注率
が低い」という発想をしないのが重要になる。
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3. プレゼンに AIDA の法則を活かす
相手の心を掴む必勝プレゼン！
AIDA の法則を活かす 3 ステップ

AIDA の法則」とは Attention（注意喚起）の頭文字「A」、Interest（興味・関心の喚起）の「I」、
Desire（欲求の喚起）の「D」、Action（行動喚起）の「A」をつなげた呼び名で、1920 年代にア
メリカの広告業界、営業の世界に登場した概念である。

あまりに効果があったために登場以来世界中に広がり、日本においても営業やプレゼンのシナリオ、
売り場の設計、広告企画、販促企画などで広く使われるようになった。

日本においては「AIDMA の法則」の知名度が高い気がするが、アメリカのビジネススクールが教え
る代表的な購買決定モデルには

AIDMA（Attention,Interest,Desire,Motive< 一部の本は Memory>,Action）
AMTUL（Awareness,Memory,Trial,Usage,Loyalty）
AIDA（Attention,Interest,Desire,Action）
などがある。 その中でも営業の実務においては圧倒的に AIDA モデルが使いやすいので、共有してお
きたい。

例えば、現在のドラッグストアの売り場づくり。あるドラッグのチェーンではこのセオリーに則り実
に年間 52 回、店頭や売り場の目玉商品や催事品、販促物やレイアウトの何かを変えるという。
同一商圏内で競争の激しいドラッグストアでは、店頭を通る顧客に「なんか、前の日と違う」「なん
か、いつもと違う」という注意喚起を促さないと、そもそも必要なものを買いに来る目的買いの顧客
しか入店しなくなってしまうのだそうだ。
そこで手を変え品を変え、花粉症の季節、乾燥の季節、UV ケアの時期といったシーズンごとに「打
ち出し」や「切り口」を変えながら、目的買いでない浮遊客やお試し客の入店誘導から購買までのシ
ナリオに「AIDA の法則」を活かしている。
イメージしやすいよう女性にとっての夏の定番「除毛クリーム」の実例を紹介しよう。

提案のプレゼン場面、製品やソリューションの説明場面では「売れる営業」になるためのセオリーが
大小交えて十数個存在する。そのすべてをこの連載で紐解いていくが、今回はその中核となる「AID
A の法則」を紹介する。

普遍の概念「AIDA の法則」とは

1 ）Attention（注意喚起）

店頭の特売品や「夏本番、ムダ毛のケアは万全ですか？」といった目につきやすい大型のテーマ P
OP で、「何かやっている」感を演出、まずは注意喚起をして目的買い以外の顧客の入店を促す。

2 ）Interest（興味・関心の喚起）

目につきやすい商品棚の端（エンド）に目玉商品である「除毛クリーム」の大量陳列を行い、そこ
に販促物を加え、DVD のプロモーションビデオでお手入れの仕方などを流すなどして顧客の興味
・関心の喚起を図る。
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3 ）Desire（欲求の喚起）

大量陳列している場所に、ファッション誌などから切り抜いた背中が広く開いた服のグラビアや夏
休みの海やプールのビジュアルをさりげなく添えておくと、顧客自身の夏休みを想起させ、「私も除
毛クリームを買っておかなきゃ」という潜在ニーズを顕在化させる。

4 ）Action（購買行動）

AIDA のゴールである購買行動。ただし、目的買い以外の顧客は上記 1）～ 3）のプロセスを経ない
と購買には至らない。

さて、すべての読者にイメージがつくようにドラッグストアで除毛クリームを売るという前提で「A
IDA の法則」を解説したが、同じ流れであなたのプレゼンの場面、製品紹介の場面でこのセオリーを
活かして欲しいのだ。
活かし方はこうだ。

相手の心に留まる「AIDA の法則」の活かし方 3 ステップ

ステップ 1

まず、プレゼンでも製品紹介の場面でも「どうしたら相手の注意喚起が図れるか」をよくよく考え
てから、スタートすること。
それはちょっと声を大きめにした冒頭の挨拶かもしれないし、相手が魅力的に感じる自社紹介かも
しれない。あるいはプレゼン資料の表紙のデザインかもしれないし、サブタイトルかもしれないが、
とにかく相手の「目に留まる」か「心に留まる」かのいずれかの仕掛けや工夫という発想をして、
行動に移すことだ。

ステップ 2

次に喚起できた相手の注意を「興味・関心」に高める「次の一手」を準備し、展開する。
具体的にはその製品やサービスによって顧客が享受する恩恵（ベネフィット）を端的に語ることか
もしれないし、同業界の導入事例の話かもしれない。

ステップ 3

そしてクライマックスはその興味・関心を「欲しい」「導入したい」という欲求に高めるための「次
の一手」だ。
その定番は導入によってもたらされる効果や費用対効果、問題解決のリアルな事例が話題の中心に
なるが、場合によっては導入のためにネックになることを 1 つひとつ潰していくことかもしれない。
この「導入したい」というエネルギーがある臨界点を超えれば自動的に顧客は購買行動（Action）
移るので、プレゼンにおいても「AIDA の法則」の「注意喚起（A）」「興味・関心の喚起（I）」「欲
求の喚起（D）」の 3 ステップを刻むことを意識して欲しい。



４. 「つかみ」と「落とし所」の明確化
    顧客に選ばれるプレゼンのコツは
　「つかみ」と「オチ」！プレゼン上達法
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売れる営業のプレゼンは「お笑い」や「漫才」と似ている。そう、共に「つかみ」と「オチ（落とし
所）」から構成されているのだ。だから、メリハリが付き、聞く人を惹きつける。
一方、残念なプレゼンは単なる説明に終始、しかも「つかみ」も「オチ」もないので印象に残らな
い。
今回は、誰でも売れるプレゼンになる方法を紹介したい。

プレゼンの語源はなんと「プレゼント」だった！

競合に勝ち、顧客に選ばれるプレゼンの奥義を習得するために、まずはプレゼンテーションの語源を
押さえておきたい。
プレゼンの語源はなんと「プレゼント」なのだ。友人への誕生日プレゼントでもいいし、恋人へのプ
レゼントでもいい。

その際、一番重要なのは「何を贈るか」だが、同じようにラッピングやリボン、メッセージカードを
どうしようかと演出も考えるはずだ。
「サプライズ」という言葉が象徴するように、相手をビックリさせたりするための演出をあれこれ考
える人も少なくないだろう。

例えば、実は贈るモノ自体はディスカウントストアで買ったモノでも、その店のレジ袋のままではプ
レゼントには不向きなので、「贈りもの用のラッピングにして下さい」とか「お誕生日用の包装にし
て下さい」とかお店の人にお願いしたことはないだろうか。
店の方もそれを心得ていて、専用のラッピングコーナーなどで細かいオーダーに応じてくれるような
商業施設もある。

つまり、プレゼンで相手に伝えたい内容がプレゼントの中身だとすれば、ラッピングやリボン、メッ
セージカード、贈る場面といった演出の部分が「伝え方」になる。
要は相手に対し、いかに魅力的に伝えるかが考えられていない説明というのは、レジ袋でプレゼント
するに等しいのだ。

プレゼンの上達法はまずは「つかみ」と「落とし所」の２点だけを意識

そこで、本人の能力を問わず、誰でも簡単に実践できるプレゼンの上達法として、とにかく「つか
み」と「落とし所」の2点だけを意識したプレゼンが登場したのだ。
これらは「スタート」と「ゴール」でもあるので、それらが明確になっているだけで、その間のシナ
リオは組み立てやすくなる。
正直に言えば、「つかみ」次第でその後のプレゼンの明暗が決まるといっても言い過ぎではない。
どういう話題、何からスタートすれば、相手の気持ちがつかめるかを考え切った上でのプレゼンには
やはり惹きつけられるものがある。
「分かりやすく製品を説明していれば、相手は買ってくれる」というのは幻想であることにも早く気
づいて欲しい。
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「つかみ」の例としては、「先進事例」「同業他社の事例」「直面する課題」「類似の課題を解決
した事例」「コストメリットの明示」「問題の解決策」「顧客の課題の整理」「顧客の現状の整
理」といったところがオーソドックスなところだ。
サプライズというか、もう少々インパクト重視の「つかみ」としては、実物の動画やビジュアル、
現物や模型など視覚、聴覚に訴える方法も効果的だ。
もちろん、相手への質問からのスタートや消費者モニターの生の声からのスタートなども単なる説
明よりは相手の印象に残るということが想像に難くないだろう。

「つかみ」の例

次に「落とし所」だが、これはプレゼンがとっ散らかないようにゴールを明確にしておくというこ
とだ。
相手に印象づけることをゴールとするのか、概算見積をゴールとするのか、最終コンペの3社に残
ることをゴールにするのか、プレゼンの流れで一気にクロージングにまで進むことをゴールにする
のかで、「つかみ」以降のプレゼンのシナリオを変えなければならないので、「つかみ」とセット
で「落とし所」を設定する癖をつけたい。

「落とし所」の例

製品力や技術力の高い企業の営業に限って、こうした勝つプレゼンの作法にのっとらず、単なる説
明に終始して負けてしまうことが余りに多く目につくので、とにかくこれまで以上に「つかみ」を
意識し、そのバリエーションを増やしていって欲しい。
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５. プレゼンの要点は 3 つにまとめる
プレゼン成功の基本セオリーは、
強調ポイントを 3 つにまとめて構成すること

「マジカルナンバー 3」の実例

例えば、製品説明の場面では次のような言い方になる。

「弊社のこの商品の特長は 3 つあります。まずは、小型、軽量である点です。こちらが他社との比較
表になりますが、業界で最も小さく、軽いので、作業員が 1 人で取り回しできるため設置コストが軽
減できるだけでなく、ユーザー様にとっても場所を取らないというメリットがございます。」

といった感じのスタートになる。
ポイントは最初に「特長が 3 つあります」と言い切ってしまうことだ。それにより相手には何より、

「3 つ」あることが印象付けられるので、聞く準備ができて 1 つひとつの内容が頭に入りやすくなる。
人が記憶できることは 4 つまでなので、その範囲に余裕を持って収まるという効用も忘れてはならな
い。
この例では「弊社のこの商品の特長は」という「特長」というワードを用いているが、ここは「強み」
に置き換えても構わないし、「セールスポイント」でもいいので、とにかく“ここはアピールの山場”
という認識の下に言葉を選んで欲しい。
ただでさえ、総じて日本人は謙虚なので、アピール場面のはずなのに、淡々と製品説明に終始し、相
手にその商材の魅力が伝わらず、失注を繰り返している営業パーソンがあまりに多い。
製品の強みも価格優位性も 1 番手だったはずなのに、ふたを開ければ失注という原因がこうしたプレ
ゼンにあったということは少なくないのだ。

「マジカルナンバー 3」という言葉を聞いたことがあるだろうか？
これは欧米の大学や大学院で「プレゼンテーション」という授業を履修すると、プレゼンのセオリー、
テクニックとして教えられる定番の 1 つだ。
このセオリーを知らないと売れる営業のプレゼン構成が作れないので、今回はプレゼンの基本的なセ
オリーである「マジカルナンバー 3」について共有する。

「マジカルナンバー 3」が意味するところは、“プレゼンで強調したいポイントは 3 つにまとめて話せ”
ということだ。

「3 つ」にまとめたい理由

さて、相手とやり取りしながら上記に続けるのが「2つ目は…、3つ目は」ということになるが、正
直どう考えても「強み」と呼べる事実が 2 つしかない場合もあるだろう。
その際も「弊社サービスの強みは 2 つあります」より、あえて取るに足らないことでも、もうひとつ
追加しておいて「弊社サービスの強みは 3 つあります」にすることをお薦めしたい。
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もちろん、嘘や極端な誇張はご法度だが、「強みというほどでは…」的なことを追加するイメージだ。
なぜなら、あえて 3 つ目を加えることによって、相手には 1 つ目、2 つ目の強みがより強調されて伝
わるからだ。
これは化粧品業界でいう「捨て色」と全く同じ発想だ。
口紅などで「春の新色」を発表する際、売れ筋になるのはその中の 1 色だったり 2 色だったりする
のに 6 色とか 11 色とかのバリエーションで展開する。
経営効率を考えれば、最初から売れ筋になるであろう 1 ～ 2 色に絞って展開すればいいと考えがち
だが、そうするとその 1 ～ 2 色も売れなくなることから、売れ筋をつくるために、あえて「捨て色」
という戦術を採用するようになったという訳だ。
人はあれこれ試した結果１本を選びたいので、その際の比較対象が捨て色になる。

日本語や英語などすべての言語に「文法」という決まりがあるように、プレゼンにもセオリーがある
のだが、日本においてはそれらを知らない営業パーソンがあまりに多い。
かつては日本の学校の授業に「プレゼンテーション」などという科目はなかったので、それも仕方の
ないことかもしれない。
なので、「マジカルナンバー 3」以外のセオリーもこの場で随時紹介していきたい。



６. プレゼンの成否 9 割は前半で決まる
成功するプレゼンのコツは、前半勝負！
成否の 9 割が前半で決まるワケ

管理職はそもそも最初の数分しか聞いていない

小説、ドラマ、映画のシナリオであれば、クライマックスを迎えるのはエンディングと相場が決まっ
ているが、プレゼンに限ってはその逆で「前半勝負」。
プレゼンの印象の 9 割は前半で決まってしまうので、インパクトがある内容、事柄、そして相手が興
味、関心を持っているであろうコトをプレゼンの前半、しかも、かなり早い段階で紹介したい。「最も
強いカードで勝負を始めろ」という鉄則に従ったプレゼンの受注率が最も高いのだ。
カラオケでいうといきなりサビから歌いだすような曲のイメージ、10 名で走る箱根駅伝に例えれば、
往路にエースを含めたベスト 5 の全員を使い果たす作戦になる。

その理由は単純明快で、決裁者はみな「せっかち」で、さっさと結論、つまりそのプレゼンの核心が
知りたいのだ。
もっというと管理職や役員クラスになると、最初の数分しか集中して聞いていない。
要は最初の数分でジャッジしてしまうので、その勝負所でセールスポイントが訴求できないと、取り
返すことができなくなってしまう。
部課長クラスを相手にプレゼンする機会が最も多いと思うが、そこでは「前半勝負」を徹底して欲し
い。

この講座の「コミュニケーションスキル」の冒頭で、日本語は世界で一番営業に不向きな言語だと紹
介したが、特にプレゼンにおいては、結論や重要なコトを最後に持ってくる日本語は、そのままでは
相手に伝わりにくい。
その欠陥を補なう工夫ができていないと競合に負けてしまうので、今回は売れるプレゼンのセオリー

「前半勝負」を紹介する。
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プレゼンの結果は最初の印象で決まる

次に役員、管理職、担当ベースにも共通した理由になるが、人は最初の印象がいいと、その後に目立
つマイナス点がない限り、「全体的によかった」と感じやすいので、最初から強いカードを使いたい。
プレゼンに関する限りは、強いカードを温存する意味は全くないのだ。

アピールしたいポイントが 3 つあるとしたら、その場合も相手にとってインパクトがある順に紹介し
たい。
間違っても、“カタログにそう並んでいたので、企画書もその順番にした”なんてことのないように、
ヒアリングした感触で相手のニーズの強弱を勘案した順にプレゼンしていくことだ。
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後半は事例を中心に

さて、「前半勝負」はいいとして、前半で勝負をしてしまったら「後半はどうするのか？」という素
朴な疑問も湧いてくるはずだ。
お薦めなのは「事例を中心にする」こと。事例は幅を持たせて、相手の食いつきを確認しながら進め
たい。
もちろん、相手の注意喚起のために「最強のカード」として何らかの事例を前半に話してしまうこと
もあるだろう。
その際はそれ以外の事例で、できれば対極にありそうな事例を複数、後半に紹介していきたい。
そうすることによって、前半の好印象がキープされるだけでなく、「そういう分野にも強かったので
すね」という再認識を促し、他の案件化につながることも少なくない。
あるいは、事例以外に前半に紹介した内容の補足や技術的な説明、事務的な手続きなどを後半にする
のもいい。

最後に前半、後半の内容の決め方を紹介しておくと、普段やっているプレゼンの内訳とそれぞれの所
要時間、全体の所要をざっくり書き出して、「相手にとって重要」という基準で内訳に優先順位をつ
け、前半と後半に分けてしまうのがシンプルでやりやすい。
プレゼンで重要なのは上手いか下手かではない。肝心なのは受注できるか否かなので、是非とも売れ
る営業、売れるプレゼンのセオリーである「前半勝負」の原則を守って欲しい。
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7. 顧客に課題解決後の姿をイメージさせる
これで失敗しない！
営業がプレゼンで説得力を高める 3 つのポイントとは

プレゼンの説得力を最大化する基本原則は 3 つある。

まずは、製品やサービス内容をプレゼンするのではなく、聞き手の課題や問題の解決策をプレゼンす
るという大原則を徹底すること。
プレゼンにおける「売れる営業」と「普通の営業、売れない営業」の決定的な違いはそこにある。
製品やサービスの内容を相手に分かりやすくプレゼンすれば売れるというのは、業界で圧倒的トップ
シェアの商品か同じく圧倒的に価格競争力がある商品に限られてしまうので、それ以外は必ず、相手
の問題がどう解決されるのかという方法や筋道、その効果にウエイトをかけてプレゼンすること。
理由は明快で、聞き手の最大の興味、関心がそこにあるからだ。

放っておくと私達営業パーソンは、プレゼンで必ず「自社製品や自社のサービスの提案を分かりやす
く、相手に伝えよう」と思ってしまう。
このスタンスも間違ってはいないのだが、プレゼンで 1 位になるためには、それでは配慮が足りない。
そもそも聞き手が聞きたいのは、自社の課題の解決策が第一義である。
なので、そのために「この商品やサービス」がどれだけ恩恵を及ぼすかという論理でプレゼンを組み
立てないと聞き手には魅力的に聞こえなくなってしまう。
だから「商品力はあるのに売れない」という珍現象が起こるのだ。
解決策をプレゼンするという大原則を守るだけで、プレゼン全体の説得力が段違いになるので、ここ
は徹底して欲しい。
意識を変えようとするもの結構だが、プレゼンの構成自体をそう変えてしまうのが手っ取り早いので、
試してみてはどうだろうか。

「売れる営業」のプレゼンの極意は、商材の導入前と導入後で顧客の業務や問題視していたことが「
こんなに変わるのですよ」という“プラス”をどれだけリアルに示せるかにある。
業界によってはそれを“インサイト”というキーワードを用いて、“顧客が思わず導入したくなるコ
コロのスイッチ”と表現したりもしている。
今回は顧客が導入したくなるプレゼンの具体的な方法について解説する。

プレゼンで説得力を高める 3 原則
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2 つ目は「事例紹介」を活かすこと。聞き手と同業種の同規模がベストだが、同規模がない場合はよ
り大規模な方から紹介すること。最悪、同業種の事例がないケースは業務フローが似た類似業界の事
例を用いたい。
例えば、酒類業界と化粧品業界というのは製販が分離していることが多く、業務が類似しているとい
えよう。
また、多少業界が異なっていたとしても、間接部門の業務やグローバル展開といった共通項の中での
案件であれば、あまり問題視されることはない。
更にその「類似事例」で紹介したいのは；

● 導入背景、導入理由
● 効果
● 費用
● 費用対効果

がポイントとなるので、そこがリアルに語れるように準備して欲しい。

3 つ目は一般論ではなく聞き手に理解しやすい切り口、表現を徹底させること。
聞き手の業界特性、業界用語だけでなく業界の慣習なども勘案したところで、「うちの業界でいうと
～」と相手が頭の中で翻訳しなければならないことは、あらかじめ準備し、完全に翻訳した形でプレ
ゼンするのが鉄則。
よくあるのは、プレゼンで自社の製品やサービスの説明を営業ツールにあるままの話し方でやってし
まうケース、それではよほどの商品力や価格優位性がない限り、競合には勝てない。

そもそも聞き手の側に立った切り口、表現というのは、プレゼンに至るまでの相手とのコミュニケー
ションにヒントがあって、よく話していた相手の言葉、相手の経営陣・上司の考え方やキーワードを
プレゼンに散りばめるのが、ポイントだ。
更には、聞き手の業界、企業自身やその業務特性についてどれだけ深く知っているかも重要になるの
で、日常的に顧客に興味、関心を持って知見を増やしていくこともお薦めしたい。
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8. 商材の魅力を別顧客の評価で語る
説得力を高めるには客観視点を使え！
プレゼンでの商品紹介のポイント

いったいどうすれば、「手前味噌」感が払拭できるのだろうか？
それは「客観評価」で語ることだ。商品紹介で説得力を高める方法は、とにかく「客観視点」で表現
することがポイントになる。
例えば、「業界トップの T 自動車様からは ××× という理由で、採用されました」といった言い方だ。

このロジックは商品紹介だけでなく、会社紹介のプレゼンでも同じだ。特に中小企業の場合は相手が
会社名や沿革を知らない場合も珍しくないので、その場合も知名度の高い企業や自治体との取引や評
価を紹介することによって信用力を高めたい。

「弊社の創業はＳ製鐵様の▲▲事業所に職人を派遣させていただいたことからスタートしまして、特
に特殊技能を持った職人を短期間で揃えられることが評価されまして、他の工場をご紹介いただくよ
うになって…」といった感じだ。

S 製鐵からの評価を語ることによって「自画自賛」色が払拭され、S 製鐵の知名度を利用して、自社
商品がアピールできていることに気づくはずだ。

このロジックの最も有名な例は「下町ロケット」だろう。この呼称は直木賞作家池井戸潤氏の小説作
品名からで、テレビドラマ化もされたが、元々のモチーフは NASA（アメリカ航空宇宙局）に採用
されるほどの高い技術や製品開発力がある中小企業、町工場の存在だった。
従業員 22 名の町工場の技術が NASA に採用されたといったニュースは、結構昔から報道されてい
た。
その中小企業は全くの無名であったとしても、「どうやら NASA は弊社の ××× に注目して下さっ
たようで、宇宙ステーションで採用されました」「うち（自社の）××× が NASA から評価されて、
パラボラアンテナの建設を請け負いました」という 1 フレーズで技術力の高さを強力にアピールでき
る。

プレゼンの山場は自社の商品がどれだけ優れているか、顧客の課題を解決するためにどれだけ役に立
てるかをアピールする商品紹介の場面になる。
しかし、営業パーソンがどんなに自社商品のすばらしさを力説しても、それはどこまでいっても「自
画自賛」「手前味噌」の域を出ることができず、説得力に欠ける。
今回は、説得力を高める商品紹介の方法について共有したい。

商品紹介は「客観評価」で語る
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ここで重要なのは、誰が自社の商品や技術を評価しているかになる。裏を返せば、「評価者の信用で
勝負する」ことになるのだが、それが NASA のような国際的な機関であれば最強だが、国や官公庁、
有名企業、有名大学でも効果は絶大だ。
トップシェア企業からのお墨付きがあれば最強だし、トップシェアでなくても、ネームバリューのあ
る企業や大学からの評価は使わない手はない。

価格は高くても「××× が評価されて、某大手ネット企業の倉庫でも採用されています」という客
観評価は、「性能の高さは認めるが、価格が高すぎる」場面での切り返しトークとしても使える。
最大手がそれでも ( 価格が高くても ) 採用したのには、費用対効果から判断した相応の理由があるか
らだ。

また「そんなメジャーな取引先はない」場合は、できるだけ業界で知られていそうな企業や団体から
の客観評価を用いたい。
具体的には業界で一目置かれている企業やキーパーソンからの評価が望ましい。たとえその評価者が
無名であっても、その客観評価の内容に「なるほど！」と思わせるリアリティがあれば、「手前味噌」
よりはるかに説得力が出る。
あるいは取引先だけでなく、新聞、雑誌、専門誌（紙）からの評価を使う手もあるし、技術や製品で
あれば論文という方法もあるので、できるところから早速試してみよう。

評価者の信用をプレゼンに活かす



9.アピールポイントは数字で示す
伝わるプレゼン、説得力を高めるポイントは、
数字・比較・グラフの有効活用
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プレゼンで説得力を持たせるには数字で語る

まず、説得力を持つプレゼンにするための第 1 のセオリーとして、勝負どころでは定量的な表現、つ
まりは数字やデータで語ることを心がけて欲しい。
確かに、「納期が短縮されます」というのもセールストークには違いないのだが、現在 21 日かかっ
ている納期が 19 日に 2 日間短縮される場合と 14 日に 7 日間短縮される場合とでは相手に与えるイ
ンパクトは全く異なる。

とにかくプレゼンで重要なのは「相手に与えるインパクト」なので、ここは「納期が短縮されます」
といった凡庸な表現ではなく、「納期が 21 日から、なんと 14 日に大幅に短縮されます」と必ず数字
を入れて表現しなければ効果が不十分になってしまう。
もちろん「3 週間だった納期が 2 週間に大幅に短縮されます」でも構わないが、ここは相手がよりイ
ンパクトを感じそうなほうを選択して欲しい。

同様に「コストの削減」も今や相当使い回された表現になってしまったので、聞き手の関心は「コス
トの削減」から「どの程度のコスト削減になるのか」に移ってしまっている。
なので、プレゼンや訪問時の商品紹介やサービスの案内時に最初から「コスト削減」という簡単な表
現を使うのではなく、「これまでの実績ベースですと、御社と同規模のお客様の場合はザックリ 10％
～ 20% 程度のコストの削減になりました」のほうが、訴求力が高い。

更にいうと、この定量的な表現というのは、具体的であればあるほどそのリアリティーが増し、イン
パクトに拍車をかける。

「これまで保守・運用に携わっていた要員が削減できます」より、「これまで保守・運用に携わってい
た 10 名の要員が 2 ～ 3 名に削減できるはずです」のほうが、はるかに説得力が増す。

「部品点数が大幅に削減されます」と表現する営業パーソンより、「部品点数が 3 万点から 2 万点に削
減されます」と表現する営業パーソンのほうが業績が高いというのは想像に難くないだろう。

売れる営業パーソンが「伝わるプレゼン」を目指すのは当たり前だが、できればその先にある「説得
力のあるプレゼン」の域に到達して欲しい。
今回はその 3 つのポイントである「データを使って数字で語ること」、「比較で語ること」、「表やグラ
フを有効に使うこと」について共有する。

人には「比較」が一番伝わりやすい

さて、説得力のあるプレゼンの第 2 のセオリーは「比較」で語ることだ。
私たち人間は何か 1 つのことを評価するより、何かと何かを「比較」するほうが相対化できるので評
価しやすくなる。
この特性をプレゼンに活かさない手はない。
なので、競合各社との機能特性、品質、納期、価格、対応力といった比較表はプレゼンや営業ツール
の定番となっている。
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表やグラフはプレゼンを分かりやすくするが、使い過ぎないように

この際、すべてが競合より優っているケースなどほとんどないので、勝負どころで自社が優っている
項目から比較表を作成するのが鉄則になる。
あるいはそれでも総合的に見劣りしてしまう場合は、優っている部分が焦点になる流れを作ったり、
優っている項目を更に細分化する手がある。

3 つ目のセオリーは表やグラフで表現することである。理由は単純明快で「見やすい」「分かりやすく
なる」からだ。
表について注意して欲しいのは、その「見栄え」よりも「項目名」や「名称」で、見る側にとって分
かりやすい表現をとことん追求することだ。

グラフについては、円グラフが分かりやすいか、棒グラフが分かりやすいかを考慮するのはもちろん
だが、あまり複雑にせず、シンプルに表現したほうが伝わりやすい。
最後に表やグラフが伝わりやすいからといって、1 スライドにグラフや表を多く使い過ぎると相手に
は分かりづらくなるということも念頭に入れておきたい。
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10. 商材のメリットは事例で語る
プレゼンで印象を残すコツはストーリーテリング…
商材はエピソードで語ろう

営業におけるプレゼンの目的は「商材のメリットを相手に分かりやすく説明すること」なのだろうか？
確かにこの表現でも誤ってはいないが、このスタンスで受注になるのは独占市場や寡占市場での営業
に限られてしまうのでお薦めはできない。
一方、売れる営業のプレゼンの目的は「競合各社に打ち勝って受注すること」である。そのためのプ
レゼンにはちょっとしたコツが必要になる。
今回はそのコツについて共有する。

商材のメリットや特長はエピソードや事例で語れ

3 もちろん、プレゼンでは商材のメリットを相手に分かりやすく説明することは必要になるが、「説
明」だけでは圧倒的競争力のある商材以外では受注には至らない。
要は「説明」だけではメリットが相手に伝わったとしても、他で相手の印象に深く残ったものがある
と最終的には負けてしまうので、結局「残念な営業」で終わってしまう。
　 結論から言う。売れる営業のプレゼンのコツは、商材のメリットや特長をエピソードや事例で語
ることだ。

プレゼンの手法としては、このことを「ストーリーテリング」という言い方をするが、よく「プレゼ
ンはストーリーで語れ」「プレゼンはエピソードで語れ」「プレゼンは物語で語れ」表現されているこ
とと同じだと考えていい。
ストーリーテリングというのは、プレゼンで伝えたいことを相手の印象に深く刻まれるように、エピ
ソードやリアルな事例を用いて聞き手の感情に訴求するコミュニケーション手法を意味する。

例えば、誰にでも「ピン！」とくる例をあげると「iPhone の 256GB のストレージ容量」と表現す
るより、「写真なら約 20.5 万枚、映画なら 50 タイトル以上を持って歩ける」と表現したほうが聞き
手の印象に残るはずだ。
あるいは、ラゲッジスペースの使い勝手の良さが自慢の SUV であれば「今度のモデルのラゲッジス
ペースの容量は 39ℓも増えて、530ℓになりました」と表現するより、「後部座席を倒さずにゴルフ
バッグが 4 個積めます」のほうがよっぽどインパクトがある。
しかも、そう聞いた相手は他の人に「今度の XXX は、キャディバ（キャディーバッグ）が 4 バッグ
積めるんだって」と話すだろうし、その結果、人から人へ「4 バッグ積める」ことが伝わっていく。

これが「今度のモデルのラゲッジスペースの容量は 530ℓ」だったらどうだろうか？
この違いがキモになる。
ただし、ゴルフを知らないであろう人に「4 バッグ」では、そのインパクトはほとんど伝わらないの
で、代わりに「大型のスーツケースが 4 個積めるようになった」等、基準を相手がその広さをイメー
ジできるように、その人にとって身近なものにして表現するのが鉄則になる。
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相手の「何が改善されるのか？」をリアルにイメージさせよ

さて、ここでは誰もがイメージできるように BtoC の事例で紹介したが、「写真なら約 20.5 万枚、映
画なら 50 タイトル以上を持って歩ける」も「4 バッグ積める」も“何ができるのかのイメージが湧
いた”はずだ。
これがプレゼンの奥義で、同じようにあなた自身が担当する BtoB 商材のメリットで“相手にとって
何ができるようになるのか、何が改善されるのかのイメージが湧く”ようなエピソードや事例を準備
して欲しい。

その際のコツは相手が「へぇ～」と感心するようなエピソードや事例を選ぶこと。それは導入事例の
Before After が定番だが、場合によっては開発のきっかけでもいいし、開発の際の試行錯誤（開発
秘話）でも構わない。
とにかく「相手に印象づけられる」という基準で選んで欲しい。

「へぇ～」を伝染させよ

人は自分自身が「へぇ～」と感心したことについては再現できるようになる。
つまり、営業パーソンからなんらかのエピソードを聞いて「へぇ～」と印象づけられた課長は、その
エピソードをそっくりそのまま部長に再現する。
そうすると今度は部長も「へぇ～」と印象づけられ、役員会でそのエピソードを再現するわけだ。

「へぇ～」がどんどん独り歩きし伝染していった結果、受注率がもっとも高くなるということは想像
がつくだろう。
結局、人間は理性で判断するが、決める時は感情に動かされる。この特性をプレゼンに活かさない手
はない。
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11. プレゼンは実況中継のように話す
話し方 1 つでプレゼンは劇的に変わる！
相手を惹きつけるポイントは「描写」にあり

小説は、「説明」と「描写」でできているものの、「説明」だらけの小説なんて誰も読まないし、主人
公や登場人物たちの心理描写や風景描写がその作品のクオリティーを決めるキモだ。
もちろんプレゼンはほぼ「説明」で構成されるものではあるが、重要な場面や他社と差別化を図りた
い場面では「描写」を用いると、より相手の印象に残るようになる。

例えば、スマホで撮影したロープレシーンをアップロードしてコーチ役からレビューを受ける仕組み
をプレゼンしている一場面。
これを相手に伝わるように説明するとこのようになる

「新人の M さんが初受注をあげた」という説明と「新人の M さんが、『初受注、あげましたっ！』と
握った拳（こぶし）を突き上げながらオフィスに駆け込んできた」という描写のどちらに人は心を動
かされるだろうか？
もちろん後者なのだが、この特性をプレゼンに活かさない手はない。
今回は聞き手を惹きつける「描写」というコミュニケーションの様式について共有する。

重要な場面や、他社と差別化を図りたい場面では「描写」を用いる

「営業研修や職場内でのトレーニングの一環として、ロープレはよく用いられていますが、営業サプ
リではコレをオンラインで行っています。

『そのロープレのよかった点』『修正するともっとよくなる点』をフィードバックして、プレゼンの
改善を促すという、非常に効果のあるトレーニング法なのですが、一方で、『誰がフィードバックす
るか』で大きな差が生まれてしまうという課題がありました。
そこで営業サプリでは指導力の差を解決するために導入企業様内でのコーチ役（職場コーチ）とサ
プリ側のコーチ（サプリコーチ）というダブルコーチ体制で指導する仕組みを構築したのです。サ
プリコーチは経験豊かな元リクルートの営業管理職を組織化しておりますので、職場コーチの育成
の機会にもなります。」

OJT のトレーニングの一環としてロープレを取り入れている企業は多いですが、新人同士の会話で
は「なんか B はいいなぁ、トップセールスの O さんに毎日ロープレやってもらって、さっ
そく初受注だもんな。俺なんか指導役が全然売れてない Kさんだからな…」みたいな指導役
の当たり外れがどうしても出てしまうんですね。残念な現実ですが…。
営業本部や人材開発部でもこの指導力格差の問題は話題にはなるのですが、なかなか有効な解決策
がなかったようです。

この説明でも十分に内容が伝わるが、従来の課題の部分を描写にすると次のようになる。下線部が描
写の部分だ。

解説

説明
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“実際、自身の営業のどの場面で「描写」を試すかが思い浮かばないなら、事例紹介からスタートす
るのがお薦めだ。
ユーザーの「Before After」つまり、抱える課題への不満、それが解消した際の生の声をそのまま

「描写」するのだ。
その際、自分が担当した事例でない場合は、担当者から生情報を仕入れておくと自分自身が感情移入
できるために説得力が増す。

まずは「事例紹介」に「描写」を取り入れてみよう

このようにキモとなる箇所を「描写」で表現すると、リアル感が増すために相手の共感を得やすくな
る。
なぜならそのシーンがイメージしやすくなるので、「そうそう、うちでもある」と感情移入するから
だ。

更にもう一例、この文脈でロープレの効用について「描写」すると
「最も短期間で営業パーソンを 1 人前にするトレーニング法はロープレに違いないんですが、自分の
ロープレをビデオで録画して見てみると、「自分はこんなに早口だったのか」とか「なんかこん
なに一方的に話していたのか、全然、相手が話していない」と愕然とする訳で。
まさに“百聞は一見に如かず”で録画した方が確実に効果はあがります。
それが、いまやスマホやタブレットで簡単に録画できるようになったので…」

といった展開になるので、参考にして欲しい。



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

