
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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 7. クロージング

成約率の差はここから生まれる！営業に必須のクロージング方法

営業のクロージングのコツは？「今日、発注書を下さい」と言える理由を準備する

発注書がもらえない時…その理由を探りだす具体的方法とは

コツは期限設定にあり！成約率を高めるためのクロージング方法



0. クロージング 概論
成約率の差はここから生まれる！
営業に必須のクロージング方法
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営業におけるクロージングの意味とは？

売れる営業パーソンのクロージング、コツとその流れ

では、そんな惜しい営業パーソンにならないためには、どのようにすれはいいのか。
ただでさえ、相手に結論を迫ることができなかったり、それを「相手に失礼なのでは…」と思ってし
まう人達が、こうした状況を引き起こしているので、ここではそうした人でも売れる営業パーソンに
なれるクロージングのコツとその流れを紹介したい。

「クロージング」とは英語の「closing」、つまり「締めくくり」「終結」に由来する。
プロ野球では勝ちゲームの最終回を投げるピッチャーのことを「クローザー」というが、営業用語と
しての「クロージング」は、営業プロセスの最終場面である「契約の締結」「成約」の意味として用
いられる。
ニュアンス的には「顧客に対し提案内容、価格に納得いただき契約を締結する動き」、更に言えばそ
の頭に「競合との受注競争に勝ち抜き」という一文を加えて、私たちは営業現場で「クロージング」
という文言を使用している。

さて、言葉の意味はいいとして、「ヒアリングや提案がどんなに素晴らしいものであっても、クロー
ジングが弱いと最後の最後になって競合に負けてしまう」という意味で、惜しい営業を生み出す最大
の要因ともなっている。
共感力が高く、相手を慮ることができる人というのは、ヒアリング力に長けていることが多い。細か
いニーズや真意を把握することができるため、当然のように企画提案の内容も競合他社より魅力的な
ものに仕上がっている。
にもかかわらず、クロージングの段になってしまうと、そこまで武器だったはずの相手を慮る人とし
てのやさしさが仇（あだ）となって、相手に結論を迫ることができないことが少なくない。
“天は二物を与えず”とはよく言ったものだ。

こうした「ヒアリング上手のクロージング下手」という人達は、紳士、淑女的に「では、よい結果を
お待ちしています」などというスマートな言葉と笑顔を残して帰ってしまう。
すると、その後に競合がやってきて「では、うちはその仕様で金額的には 5%落としますので、今、
結論を出して下さい」と泥臭く結論を迫って、あっさりと成約してしまったりするのだ。
まさに“鳶（とんび）に油揚げをさらわれる”残念な結末に違いない。

熾烈な受注競争の中、商談の準備、ヒアリング、提案、見積、プレゼンまではトップを走りながら、
最後の最後にクロージングで一押しできなくて失注してしまうのは、最も効率の悪い営業となってし
まう。
そこに至るまでに営業パーソンがその案件に欠けた時間、技術や制作部門の人員にかかった工数が、
クロージングのみ他社に負けただけですべて水の泡になってしまうのだ。
残念ながら営業には受注と失注しかなく、常に「百ゼロ」の世界なので、こんなもったいない話はな
い。

1 . 「今日、発注書を下さい」と言える“理由づくり”
クロージングの本質は「今日、発注書を下さい」と結論を迫ることにあるが、そのためには理由が
いる。
それが「さもありなん」という合理的な理由であるなら、顧客は唐突感も、「引っつかれ感」も持た
ない。
例えば、IT 業界であれば、PM（プロジェクトマネージャー）、PL（プロジェクトリーダー）、要員
の確保や納期がその理由の定番だし、採用系の広告であれば締切、人材系であれば取りやすいタイ
ミングといったことである。

2 . いったん結論を打診する
「今日、発注書を下さい」と言える“理由づくり”で考えた「さもありなん」という合理的な理由を
メインに、以下のように結論を打診してみる。
「中西部長、非常に手前勝手な事情で申し訳ないのですが、ご存じのように現在、開発プロジェクト
が目白押しでして、要員の確保が非常に難しくなっております。
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実は、今回の類似案件のPM（プロジェクトマネージャー）がちょうど先週、プロジェクトを終え
まして、もし、今日、内示という形で部長の意思表示をいただけましたら、私、すぐにこの場でそ
のPMと主要メンバーのアサインができるのですが…。もちろん、正式な発注書は稟議を終えた後
にいただくとして…」
といった感じだ。

3 . 結論を出せない理由を明確にする
重要なのはここからで、2）の「今日、発注書を下さい」というのは、今日、発注書が欲しいから言
っているのではなく、結論がいただけない理由が聞きたいのだ。きっと上記のように結論を迫れば、
相手は次のように結論を出せない理由に言及するだろう。
「そこまでおっしゃられたので、私も率直に申し上げますが、御社の金額 5300 万円ですが、他社か
ら同等の仕様でもっと魅力的な金額をいただいておりまして、実際、社内の意見も分かれている状
態で…」
引き出したかったのは、まさにこの情報だ。金額 5300 万円のままでは受注できないので、提案や
金額の微修正をして再クロージングの動きに展開したい。
1回のクロージングと 2回のクロージング、後者にほうが受注率が高いのはもうお分かりだろう。

4 . 再クロージングの日時を決める
上記のように競合情報が入った時点で、安易に値下げするのではなく、「うちとしてもギリギリの金
額を出してますので…。しかし、この仕様をこう変更していただけたら、もしかしたら、減額が可
能になるかもしれないので、持ちかえりまして、部長の決裁を取って参りますので、明後日の午後
にお時間をいただきたいのですが…」というように必ず、再クロージングの日時をその場で決めた
い。
なぜなら、その場で決めておかないと、顧客の熱が冷めてしまって「今回は別な会社に発注するこ
とになりました」といった事態に陥ってしまう危険性があるので、必ずそこで時間決めをすること。

5 . 受注できない理由の解消に動く
顧客から引き出した競合情報などを勘案し、取りに行くのか行かないのか、取りに行くならどのよ
うな条件で、という風に上司や関係部門と意見調整しながら、受注できない理由の解消に動くのが、
再クロージングまでの活動になる。

クロージング力を高めるためには？

クロージングというのは、確かに相手に結論を迫る度胸や熱意、気持ちの部分もあるが、「気持ちの
持ち方」云々ではスキルにはならない。
実は、迫る気迫や前のめりな自分を演じるモチベーションなどなくても、クロージングスキルは高め
られる。
要は先に紹介した「今日、発注書を下さい」と言える合理的な理由を徹底的に考え抜くことである。
そのトークを口に出して、申し訳なさそうな口調、トーン、表情になるように何度も練習すれば、精
神論でなんとかしようとするより、手っ取り早くクロージングが上達するので、是非とも試してみて
欲しい。
1回か 2回、なんとかうまくやれれば、要領がつかめるようになる。



1. 顧客にその場で結論を迫る方法
営業のクロージングのコツは？
「今日、発注書を下さい」と言える理由を準備する

クロージングの本質は「今日、発注書を下さい」と言える“理由づくり”

クロージングというのは、商談の結論を迫ることであって、「それでは、よい返事をお待ちしていま
す」等と言って帰ってきては絶対にいけない。
一見、スマートに見えても、それでは競合に勝てない。「売れる営業」の鉄則は、必ずその段になっ
たら受注を迫ることである。相手に失礼だとか、そんなにせっついたら嫌われると思うのは痛いほど
よく分かる。

だから、相手にそう思われないような「今日、発注書を下さい」と言える、さも最もな理由が必要に
なるのだ。
例えば、IT 業界であれば、「ご存じのように今、プロジェクトが目白押しで、どこも技術者が不足し
ております。ですので、ご迷惑をかけないよう、まずは先行して社内の要員を確保したいと思います。
正式な発注書は後日いただくとして、今日、部長から内示という形で意思表示をいただけましたら、
要員確保の社内手続きに入りたいのですが…」といった流れだ。

また、希少性を理由にするなら「在庫があと 3台となっておりまして、今週中に発注書がいただける
ようでしたら、私の方でキープしておくようにいたしますので、仮発注の手配をかけてよろしいでし
ょうか」という定番のクロージング方法がある。
メーカーであれば「納期」を口実にすることも多い。
在庫をもつことができる大量生産品ではなく、一品料理の注文品、特注品であれば、例によって「手
前どもの勝手な理由で恐縮ですが、工場の生産スケジュールが立て込んでおりまして…」という内示
や発注を促す理由が使える。

営業活動のクライマックスは他でもなくクロージング。「今日、発注書を下さい」と迫れるかどうか
が営業パーソンとしての未来を決める。
「そんなこと、できるわけがない」と直感したあなた。思考停止する前に、まずは「今日、発注書下
さい」と言える“さも、もっともな理由”から考えてみよう。
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同様に広告会社や出版社のように「締め切り」のあるビジネスは、その締め切り日、時間に間に合わ
なければ広告掲載などができなくなってしまうので、「今日の午後 6時が締め切りになりますので、
今回は是非、私どもにお手伝いをさせて下さい」と言い切れるかが明暗を分ける。いとも簡単に「じ
ゃ、今回はお願いするか」とすんなり受注できてしまう感触を是非、あなたにも味わって欲しい。

クロージングで逆転されるのは機会損失

営業で最も重要なのは、「クロージングで相手に結論を迫れるかどうかだ」と主張する営業マネージ
ャーは少なくない。
営業パーソンにとってはちょっと極論に思えるこの弁も管理職目線、経営者目線でいうと至極最もな
話だ。

それというのも、しっかりアプローチ準備をして、ヒアリングでもかなり突っ込んだところまで課題
やニーズを把握でき、更には自社の関係部門も巻き込んで提案し、価格でも十分戦えるレベルだった
のに、最後のクロージングの段になって競合に負けてしまうケースというのは、実は受注する件数よ
り多いのだから。

価格や提案内容で劣っていたのなら“あきらめ”もつくが、提案内容も価格も最初は自社が優位だっ
たのに、受注したライバルのほうがクロージングで一枚上手だったために失注したでは、すべてが機
会損失になってしまう。
もったいない以外の何ものでもないが、現実はこうして逆転負けを喫しているケースが少なくない。
逆に言えば、これまでの逆転負けの率を 2割削減できたらどうだろう、あなたの業績の達成率は大幅
に向上するはずだ。
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2. 顧客が結論を出せない理由を明確にする
発注書がもらえない時…
その理由を探りだす具体的方法とは

発注書を出せない理由を明確にするコミュニケーション

以前、クロージングについて解説した記事の中で、「今日、発注書下さい」と言える理由を準備する
重要性を説いたが、そもそも、本気でその日に発注書をもらおうとして「今日、発注書下さい」と迫
っているわけではない。知りたいのは、今日発注書を出せない理由のほうだ。
結論を迫るからこそ、結論が出せない理由が明確にされ、その理由を 1つひとつ潰していくことによ
って受注確率が 50%、70%、90%と一歩ずつ高まっていくからだ。
この技が使えない営業パーソンの業績は、残念ながら平均を超えることはない。そうならないよう今
回は売れる営業のクロージングの機微を紹介していく。

例えば、私が某 IT 企業の営業パーソンで、A社の中西部長に 5,300 万円の提案を行った後のクロー
ジングの場面。

「中西部長、手前勝手な理由で恐縮なのですが、ご存知のように要員不足が深刻でして、もし本日、
部長の方から内示という形で意思表示が頂けますと、社に戻って、すぐにエース級のPM（プロジェ
クトマネージャー）からすべての要員が確保できそうなのですが…。もちろん、正式な発注書はご稟
議が下りた際にいただくとして、本日、内示という形で…」
といった流れで、結論を促したい。

これはあくまで鎌をかけるためのトークで、本気で発注書をもらおうとしているわけではない。私の
最後のフレーズ「内示という形で…」を受けて、中西部長はきっとこんな風に返答するだろう。
「大塚さん、そこまで言われたら、こちらも言わせてもらうけど、うち（自社）のこの案件の予算、
5,000 万円より少ないんだよね…。」

実は、このやり取りこそが営業の機微で、
5,300 万円の提案を出し、「それではよい結
果をお待ちしています。」とか「では、また
仕事をご一緒させていただくのを楽しみにし
ています。」などとスマートに帰ってしまう
と、「予算が 5,000 万円より少ない」という
最も重要な情報に気づけないまま、失注して
しまう可能性が高い。
「今日、内示を下さい」と迫れたからこそ、
“5,300 万円で注文を出すことはなく、予算は
5,000 万円より少ない”という貴重な情報を
入手することができたのだ。
これが発注書を出せない明確な理由になる。
発注する側が、どこに発注するべきか、決め
手に欠けて迷っている場合などは、こうした
クロージングができる営業の受注率が最も高
い。
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発注書を出せない理由が聞けたら、その先を読む

さて、重要なのはこれからだ。ここで 5,000 万円を切るような値引きをしようとしても、今度は自社
内の上司や構築部門との調整を経なければならないし、単純値引きでは営業パーソンとしての能力を
問われてしまうことになる。
子供の使いにならないためには、「うち（自社）と致しましても、ギリギリの数字をお出ししている
ので、単純にこのまま 5,000 万円を切る云々といった社内調整は、正直難しいので…、部長、この
条件をこう変えていただき、この仕様のこの部分を他のモノに換える、ということであれば、コスト
ダウンの可能性は残されていると思うのですが、そうした条件の変更は可能でしょうか…」といった
条件闘争に持ち込むのが売れる営業の定番になる。

もうお気づきだと思うが、この方法だと 5,300 万円の後に最低もう 1回、別な提案と金額を提示す
るチャンスが増えるのだ。しかも、受注のために何が必要なのかのヒント付きで。
1回のチャンスと 2回以上のチャンス。確率が高いのは後者になるのは決まりきった話だ。

クロージングの段階で顧客が発注書を出せない理由というのは、金額に関することが最も多いが、他
にもこのようなケースが定番だ。

● 費用対効果の点で決裁者を納得させられていない
● 機能を充実させコストが高いM社と機能絞ってコストを下げたK社で決めかねている
● ユーザー部門と購買部門で意見が割れている
● 新しいソリューションなので、もう少し導入事例が増えてからでないと判断できない
● 役員の中に時期尚早という声がある

とにかく、何が発注書に至らない理由なのかをコミュニケーションの中で探りだし、その課題を詰め
ていくというクロージングの王道をマスターして欲しい。



3. 次のクロージングの日時を決めて帰る
コツは期限設定にあり！
成約率を高めるためのクロージング方法

クロージングの場面で、納期や要員の確保といった理由を示し結論を迫れば、今度は逆に、顧客のほ
うから結論を出せない理由を話し始めてくれるはずだ。
この結論を出せない理由は、他社からの提案によって社内の意見が割れているからかもしれないし、
予算と見積金額に開きがあるからかもしれない。
そのギャップを解決していくことこそが「クロージング」行為になるのだが、売れる営業になるため
には、結論を出せない理由を聞き出せた時点で、次回訪問の日時、つまり再クロージングの日時を決
めなくてはならない。
今回はその「期限の設定」について解説する。
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まず、なぜ「再クロージング」の日時を設定しなくてはならないのか？

それは、この「期限設定」のコミット（約束）をしておかないと、失注の原因となる様々なリスクを
回避できなくなってしまうから。これが 1つ目の理由で、日時をコミットしないで起こる最大のリス
クは、“他社への発注”（つまり失注）だ。
営業パーソンにとって競合企業がある限りは、営業力というものは常に「相対的」なものになるため、
敵に付け入る隙を与えてしまうと挽回が難しくなってしまうことが少なくない。
みなさんの競合から合理的なクロージングを受けた顧客が「決めてもいいか」と気持ちが傾きかけた
時、その後に「みなさんとの約束」があったとしたら、みなさんに会ってから最終的に決めようとす
るはずだ。
競合に出し抜かれない防衛線として、「期限設定」は不可欠なのである。

2つ目は、「商談熱」の維持のためだ。最初のクロージングから次の約束がないまま時間が経ってしま
うと、相手の熱は自然に冷めていってしまう。
下手をすると案件の優先順位が下がってしまったり、更にホットな案件や課題が登場して、クロージ
ングしかけた案件がペンディングとなり、棚ざらしになってしまうことも少なくないため、「鉄は熱
いうちに打て」をルールとして、商談をコントロールしたい。

特に商談の中には顧客にとって、重要ではあるが緊急度は高くない案件がある。
そうなると顧客にとっては本当に「いつでもいい」案件になってしまうので、営業パーソンが期限を
切って、最終決定との間にあるギャップを埋めるための、対案や代替案、技術回答、金額回答等、す
り合わせを行っていかなければならない。

3つ目は上記より更に消極的な意味での「商談維持」のためだ。クロージングを行ったにもかかわら
ず、次の約束が取れなくなったり、どうやら居留守を使われているなど、避けられているような対応
を取られることもある。
それは明らかに逃げられているからであり、会いたくない理由、話したくない理由がある場合が多い。

しかし、そうなると対処策が非常に難しくなることから、そうならないための布石として初回のクロ
ージング時に次に会う日時を決めておくという予防策を打っておきたいのだ。

4つ目は自社を動かすための口実としての「期限設定」だ。上司や本部との価格調整なら時間的なと
ころでの大きな障害はないが、技術部門や設計部門、製造部門といった他部門との調整が必要な場合、
社内調整を円滑に進めるためには顧客との「期限設定」は自社としての対応策を決める大義名分とな
る。

「期限設定」によって競合に出し抜かれない防衛線を築く 4つの理由
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さて、では具体的にどのような「バッファ」を設けて、「期限設定」をすればいいのだろうか。
これは「受注に至らないボトルネック解消のための社内調整」と「社内や上司を動かす自信の有無」
で決まる。
「価格調整」だけで対応できる場合は、直属の上司やその上の上司、本部対応なのか全社対応なのか
に応じて、前例を元にどの位の「バッファ」が必要かを予測して、期限を設定したい。
もちろん、その「バッファ」が予測より長くかかりそうな場合は、一度「期限設定」した日時をリス
ケ依頼することも可能だが、その場合はその理由と現状報告を加えることが望ましい。

期限を設定する際の「バッファ」の取り方



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

