
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. 受注・納品・施工 概論
受注から納品までの流れと
営業がするべきこと

03

受注までが営業の仕事と思っている営業パーソンは多い。しかし、その考え方を変えないうちは、継
続的に高い業績を上げる営業にはなれない。なぜなら、営業をしていると、自分の力ではなく、ラッ
キーで売れてしまうことも起こるからだ。

売れる営業は、受注後に、今回は「売った」のか「売れた」のかを区別し、受注できた要因を考え、
自分の勝ちパターンを作り上げいくのだ。また、売れる営業は納品にも気を配るもの。納品のタイミ
ングにはアップセルのチャンスがあったり、納品を通じて、社内の納品部門とのリレーション構築が
できるからだ。

この「受注・納品・施工」カテゴリーの各記事では、営業パーソンの受注後の役割や受注後も動く事
の意味やメリット、さらには、受注から納品までのタイミングで営業がするべきこと（要因分析・追
加受注対応・社内調整・納品対応）などについて、以下の 5つのポイントを押さえながら解説してい
く。

1. 受注で終わりじゃない！が受注から納品までのフローと営業がするべきこと

2. 受注・失注の要因分析

3. 追加受注（クロスセル）に向けた動き

4. 社内調整

5. 納品対応にも気を配ろう



1. 受注した時にこそ考えるべき勝因分析
営業力を強化させる
「売れる営業の極意」とは

営業パーソンの成長を分ける「売った」のか、「売れた」のか

受注直後には、ほんの 2～ 3分で構わないので、下記の 3ステップの検証を行って欲しい。

1）「売った」のか「売れた」のかの区別
2）受注できた要因を 3つ挙げ、ウエイト付け
3）自分の「勝ちパターン」かどうかの判断

まず、「売った」のか「売れた」のかの区別については、前者が能動的に自身の営業力で受注した営
業であるのに対し、後者は魅力的な製品だったり、古くからの大口の得意先だったりで、別に自分以
外の誰が担当しても「売れて」しまうケースだ。

一口に言ってしまえば、受注に至るまでにどの程度営業パーソンが貢献したかという介在価値のこと
なのだが、営業パーソンの成長という文脈では、後者の場合はラッキーの要素が大きいだけに、「勘
違い」の要因にもなりやすい。
要は、能動的に仕掛けなくても、顧客の方から見積依頼や入札参加の依頼が来るために、その対応を
しているだけで、それなりの業績になってしまうのだ。

当然、自分の頭で考えて、成功したり、失敗したりしているわけではないので、案件を効率的に回す
以外のところでの成長が期待できなくなってしまう。
そのために、あえてこうした案件はコストのかかる営業部門ではなく、間接部門である業務部の担当
にする企業もあるくらいだ。
そういった受け身の色彩の強い営業であるなら、「売れた」座布団と言われる部分にプラスして、自
らが介在して案件化させた受注を右肩上がりに増やしていく活動を重点的に行って欲しい。

営業パーソンの業績を評価する尺度は目標・予算の達成率であることが多いため、その中核となる受
注件数、受注額の増減には常に一喜一憂し続けるものである。
しかし、その一方、日々のルーティーンの中で受注の検証については、あまりにおざなりになっては
いないだろうか。そこで、今回は最も速い成長につながる受注との向き合い方を紹介する。
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「なぜ、受注できたのか」にこだわる

次に、「なぜ、受注できたのか」の要因を分析して、以後の営業活動の参考にしてもらいたい。要因
分析といっても簡単でいい。
おすすめは「受注できた要因」を 3つ挙げて、感覚でいいのでそれぞれの要因をウエイト付けするた
めに 100 点を按分してみる方法だ。

例えば

 ● 潜在的課題だった所に最初にアプローチできた…65％

 ● 価格の高さを相殺して余りあるメリット提示ができた…20％

 ● 導入実績の多さ…15％

といった具合だ。

それというのも営業部の関心というのは目下の目標達成、予算の必達のため、受注さえしてしまえば、
「結果よければ、すべてよし」で、とてもその勝因分析にまで気が回らないのだ。
更には、失注した際に敗因を分析して、次に生かそうという施策を試みる営業部門は散見されるが、
「勝因分析」にまで踏み込む企業は少ない。
このひと手間の「勝因分析」を積み重ねることによって、自らの「勝ちパターン」の輪郭が明確にな
る。

そうなると「潜在的ニーズには当たりをつけられたから、ここを案件化させるためには、次の一手と
して、同業他社目線の導入メリットと、この間作成した異業種を含めた先進事例でまとめた資料を持
参しよう。
そうすれば、メリットのリアル感が高まり、導入実績の多さのアピールにもなる」と案件化のための
行動が見えやすくなり、先行者利益もあって当然受注率も高くなる。

「勝ちパターン」かどうか判断する

「勝ちパターン」という 1つの“営業の型”ができたら、次のステップとしてその“営業の型”のバ
リエーションを増やして、守備範囲を徐々に増やしていきたい。
そのために 3つ目の自分の「勝ちパターン」にはまった受注だったのか、そうではない所での受注だ
ったのかの判断が必須になる。特に後者のケースでは、受注に至ったキーファクターが何であったの
かを検証し、次の営業に生かしていきたい。

「勝ちパターン」の理解に加え、更に複雑で個別な要素に対応できたキーファクターを自分に蓄積し
ていくことで、あらゆる場面でそれが活きていくことになるため、加速度的に営業力が上がるという
事実を“売れる営業の極意”としてここに記しておきたい。
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2. 顧客と社内に迷惑をかけない納品調整
受注後にトラブルを起こさない、
納期調整の本質は「社内営業」

納期調整に不可欠な「社内営業」

惜しい営業と売れる営業の顕著な違いは「社内営業」に表れる。
短納期対応や急な仕様変更、度重なる設計変更で負担を強いられるのは営業部門ではなく、実際の納
品や施工を担当する技術部門や工場、施工部隊であるため、営業は顧客対応と社内営業とを両にらみ
で進めていかなければ業績は上がらない。
今回は顧客と社内に迷惑をかけない納期調整の本質について共有したい。

結局、顧客にも、社内にも迷惑をかけない納期調整の極意は納期調整が始まる前の「日常」にある。
仕事を通した顧客への配慮、社内への配慮、気配りの積み重ねの結果として蓄積された自身の「信用
力」と過去の「貸し」が、いざという時の「短納期対応」「例外対応」を是認してくれる担保となる
というのが現実だ。そうでもなければ火中の栗を拾う人はいない。

象徴的な事例から紹介するが、「社長賞の法則」という言葉を聞いたことがあるだろうか。これは某
大手 IT 企業の技術部門で用いられていた表現で、大型受注をあげた営業パーソンがちょうど社長賞
の表彰を受けるようなタイミングで、そのプロジェクトがトラブルで大炎上することを揶揄している。
プロジェクトマネージャーからしてみると、トラブルになるプロジェクトには必ず、要員に無理があ
ったり、スケジュールに無理があったり、コストに無理があったりなど、営業の段階で無理があるケ
ースがほとんどだという。
要は、競合との厳しい受注競争の中で無理くり受注したしわ寄せが、納品を担当する部門を直撃する
というわけだ。

営業パーソン格付け

なので、納品や施工を担当する部隊は赤字になったり、自部門の業務に支障をきたしたりするリスク
を回避するために、常に営業パーソンを格付けして対応を変えている。
防衛本能ともいえる営業パーソン格付けだが、代表的な基準は以下の 3点だ。

1 ）いざとなった時に逃げる営業パーソンかどうか
ここが一番大きい。いざとなった時、つまりはトラブル時の窓口として矢面に立って交渉をしてく
れる人物かどうかだ。
具体的には、トラブルの状況報告から、復旧の見込み、トラブル処理に必要なコスト負担に至るま
で、顧客との窓口として主導的な役割を果たせるかどうかが評価されるポイントとなる。
「営業部門の仕事は受注することなので、受注後は納品部隊の責任」と割り切ってしまう営業パーソ
ンも散見されるが、原理原則論から言えば、営業の仕事というのは受注後の納品・施工、検収・請
求、入金と、更にその後のアフターフォローまでが業務範囲なので、やはり独りよがり感は否めな
い。
そういったスタンスでいると結局、後方支援部隊から総スカンを食ってしまうので、業績自体も低
迷してしまうことが少なくない。
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2 ）自社の要求を顧客に飲ませる交渉力があるかどうか
ひと言でいうと「どっちを向いている営業パーソンか？」ということになるが、顧客に言われるが
ままに、無理難題を技術部門や製作部門に丸投げする営業パーソンは忌み嫌われる。
会社を代表して顧客と交渉しているはずなのに、逆に顧客を代表するような立場では本末転倒にな
ってしまう。価格交渉や納期調整も自社に有利になるような交渉ができない営業パーソンの仕事は、
他の案件がない限りは優先されることはない。
顧客に対しても、社内営業の場面でも過去の「貸し借り」のバランス感覚のない営業パーソンも軽
視される。

3 ）同行営業の後の状況をきちんとフィードバックしているか
同行営業の依頼の時は平身低頭なくせに、その案件がその後どうなったのかさえフィードバックし
ない営業も低評価だ。
本来は技術的なところも営業パーソンが勉強して、自分で顧客に説明すべきなのに、まだ案件化す
らしていない段階から、技術部門などに同行営業を依頼し、しかも、その後の進捗も全く伝えてこ
ない営業パーソンも「低レベル」と判断され、協力を惜しまれるようになってしまう。

これらの格付けが低い営業パーソンの仕事は後工程では、主力が担当しないことはもちろん、でき
れば避けたい案件になるので、融通を利かせてもらえないどころか、他の案件を優先させる対象と
なるので注意したいし、絶対にあなたがそうなってはならない。
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3. 追加受注を取る行動をルーティンに入れる
追加発注を促す 3つの「キラートーク」を
営業のルーティンワークに活かす方法

1つの案件を受注したり、受注が濃厚になったりすると、不思議なもので私達はその案件に集中する
があまり、追加受注の機会や他の案件が見えなくなってしまうことが少なくない。
ゼロから案件を発掘するより、この追加工事や追加受注の難易度の方がはるかに低いので、この機会
を確実に数字につなげる行動をルーティンワークに加えて欲しい。
今回はそのコツについて共有したい。

例えば、あなたが築 28年のマンションの大規模修繕でエレベーターのリニュアル工事を受注した営
業パーソンだったとする。
追加受注の対象として保守契約を推進するのはもちろんだが、この時、築 28年ということなので防
犯カメラが入っていなければ新設を提案したいし、共有部分の照明が LED化されていなかったらた
ら LED照明も提案したい。
なぜなら、いずれもエレベーター工事の金額と比較すれば少額であるし、まとめて発注することによ
って大幅なディスカウントが期待できるので、個別に発注するより安くつく。　
更に窓口が 1つで済むというメリットもあるため、受注率が高くなるからだ。

あるいは、あなたが総合人材サービスの営業パーソンで、あるメーカーから理系の学生 5名の採用プ
ランを受注したとする。
ここでもやはり、その 5名を育成する新人研修やその 5名を迎える側のOJT研修なども追加受注の
ためのターゲットにしなければならないし、5名を採用できる保証はないので、そのリスクヘッジと
して中途採用のプランも仕掛けておきたい。
要はBtoCの世界でいうところのクロスマーチャンダイジング、つまり生肉売場に“焼肉のタレ”を
展開したり、冬場であれば“鍋つゆ”や“鍋のもと”を展開したりする関連買いを促す販促手法をB
toBの営業でも活かしたいのだ。

この関連買い、営業サイドから見れば関連売りということになるが、労せず高業績を上げ続ける営業
パーソンの常套手段なので、実行していない読者は是非とも試して欲しい。
営業目標の達成率が 8割、9割まではいくが、達成までには 1割、2割足りないという惜しい営業パ
ーソンは必須だ。
なぜなら、この追加受注を狙う方法が最も難易度が低く、実現性が高いからだ。

さて、追加受注を狙うことの重要性はここまでにして、次に自然にその展開に持っていく実務につい
て共有しておきたい。
そもそも、目の前の受注済みの案件回しで手一杯で、他の案件を仕掛ける発想などなかった人や、せ
っかく受注した仕事を納品に向けて動いているのに、それに便乗して他の案件を仕掛けることにため
らいを持ったり、億劫さを感じたりする人もいるだろう。
しかし、追加の商談に乗るか乗らないかはお客様が決めることであって、営業サイドではない。お客
様が好都合だと思えば発注を下さるわけだから、むしろそれを判断できるような情報を与えないほう
が、“気が利かない”営業と認識すべきだ。
とはいっても、ためらいがあったり、億劫だったりすると行動には移しにくくなるので、そういう人
のためにトークを 3つ紹介しておく。

関連売りで労せず数字を上乗せさせる
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まずは「ところで～」という出だしで、追加案件を模索するトーク。
エレベーターのリニュアルの打合せが一段落したタイミングで「ところでこちらのマンションでは防
犯カメラは今、何台設置されているのでしょうか？」とか、打合せの最後の雑談的な場面で「もう既
に共用部照明は LED化されましたでしょうか？」といった質問を仕掛ける。

次に「別件なのですが～」もよく使われる。
「別件なのですが、新人の方が入社された後の新人研修やOJTに関しましても、ご担当は野崎様とい
う理解でよろしいでしょうか」といった感じで、まずは担当者を聞き出し、野崎さんであれば、その
まま計画や状況のヒアリングに移り、別な場合はその担当者名をお聞きして、その上で紹介を依頼し
たい。いずれにしても採用計画で取引関係があるために、その延長線にある研修の担当者をお聞きす
ることは全く失礼なことにはならないどころか、聞かない方がまずい。

最後は相手の心理的負担を下げるいい方になるが、「ついでと言ってはなんですが…」という言い方。
これなら既に「ついで」と明言してしまっているので、営業としても次に続く話が言いやすくなる。
「ついでと言っては何ですが、弊社ではマンション用の防犯カメラや LED照明も扱っておりまして、
大規模修繕の折に同時にご検討いただけると、かなりボリュームディスカウントが可能なのですが…」
という流れだ。

こうして追加受注の可能性を模索するだけで、たとえ 10%だとしても案件化のチャンスが生まれる。
この行為をルーティンに入れるか入れないかで、1年を通してみると案件数や受注額にはかなりの差
が出てくるはずだ。

追加受注のための魔法の言葉
「ところで～」「別件ですが～」「ついでと言っては何ですが～」
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4. ミスなく関連部署に引く継ぐための方策
連絡ミスで墓穴を掘ることに…。
受注後に他部署へ引き継ぐ際の注意ポイントとは

もはや営業の仕事が営業パーソンだけで完結するケースは、珍しいものになってしまった。
ほとんどの企業の業務の流れというのは、営業が受注してきた案件を、制作、技術、設計、開発、製
造部門といった後工程を担当する部門が引き継いで納品するというのが一般的だ。
当然、営業―制作、営業―技術、営業―設計といった部門間で「引き継ぎ」が行われる。
今回は、受注後にミスなく後工程を担う部門や人に引き継ぐポイントを解説する。

「売れる営業」と「残念な営業」との差が、この「引き継ぎ」に表れるのは、それが顧客とのトラブ
ルやクレームの発生原因となることが多いからである。
後工程でトラブルやクレームが起こった場合でも、その交渉の窓口は営業パーソンになるケースがほ
とんどなので、当然、それらの収束のために時間を割かれ、新たな営業活動の時間を奪われてしまう
ため、業績が落ちてしまう。
実は、もっと大きい影響は関連部門との関係にあって、トラブルやクレームの多い営業パーソンは関
連部門から忌避されるので、同行営業や納期調整、仕様調整などの場面で協力を得ることができず、
顧客に対し良い提案ができなくなってしまうのだ。
これが業績低迷の大きな足かせになることは、想像に難くないだろう。

では、顧客にも後工程を担う部門にも迷惑をかけないよう、案件を後工程部門に円滑に引き継ぐため
にはどうすればいいのだろうか。

業務や案件、プロジェクト自体はシステムを使って引き継ぎを行うことが多いとは思うが、それを補
完する意味で

 ● 「受注の背景」、事情、温度差、リスクも一緒に引き継ぐ

 ● マイナス情報こそ、必ず引き継ぐ

ことを意識して欲しい。

「残念な営業」は引き継ぎで墓穴を掘る

更にこうした意識を実務に落とす際のポイントとして、その案件がどの程度の「無理」をして受注し
た案件なのかを確実に引き継ぐことをお薦めしたい。
なぜなら、「無理」のある案件は必ずトラブルになるからだ。
「無理」といってしまえば、いろいろ思いついてしまうかもしれないが、まずは次の 3点で意識して
おくだけでいい。

「リスクを引き継ぎ」する
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1 ）納期（スケジュール）
納期遅れ、スケジュール遅れはトラブルやクレームの定番になるが、そもそも営業の段階で、競合
に勝つためや顧客の要望に沿うために「無理」なスケジュールで受注してしまうことも珍しくはな
い。
そうした事情は営業段階から納品を担う部門へも情報共有しておくのはもちろんだが、営業の事情
で無理くり受注してしまった場合は、必ずその「無理さ加減」を引き継いでおかないと、顧客と後
工程を担う部門双方に大きな迷惑をかけることになる。

2 ）要員（体制）
いよいよ日本企業においては就職氷河期の後遺症と少子化の影響が表れ始め、ほとんど全業種にお
いて要員不足が深刻化している。
要員不足、リソース不足のために「入札辞退」「店舗の撤退」といった深刻な事態まで起こっている
のだから、現場は限られた要員で、なんとかだましだましプロジェクトを回している状態のため、
ちょっとした「無理」で現場がパンクしてしまうようなことが起こる。
要員計画においても「どの程度無理をしているか」ということは必ず共有しておきたい。

3 ）コスト
激化する価格競争の中でギリギリの金額で受注しているため、一度、トラブルやクレームが起こる
と利益が一瞬にしてぶっ飛んでしまい、今度は、いかに赤字を少額に食い止めるかという議論にな
ってしまう。
「有事に備え、リスク分をコストに積み増しておこう」というバッファが今やコスト競争の中で削が
れてしまっているので、コスト面でも「どの程度無理をしているか」ということは共有しておかな
ければならない。

引き継ぎで手を抜いたり、後工程部門任せにしてしまうと、3倍のしっぺ返しがあると心得て、どん
なに忙しくても引き継ぎにひと手間を惜しまないで欲しい。



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



