
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. アフターフォロー 概論
1番大事なのは納品後！
今後の営業に求められる「カスタマーサクセス」志向とは？

03

「売るまでが自分の仕事」で、あとは納品部隊に任せ、新しい案件をどんどん開拓していくという営
業スタイルは、好業績につながりそうにも見えるが、それでは「売れる営業」にはなれない。

買い手の立場からすれば、成約するまでは足しげく通って問題解決の提案をしてくれたにもかかわら
ず、納品後はパタリと顔も見せなくなる営業パーソンには、「売り逃げされた」感が募ってしまうも
のだからだ。

また昨今は、アフターフォローを手厚くすることで、安定的な売上拡大につなげられると悟った企業
では「カスタマーサクセス」という考え方が主流になってきている。

この「アフターフォロー」カテゴリーの各記事では、現在注目の「カスタマーサクセス」について解
説しつつ、営業がアフターフォローでやるべきことなどを、以下の 3つのポイントを押さえつつ解説

　1. カスタマーサクセスとは？その意味や重要性とは

　2. アフターフォローですべきこととは？

　3. カスタマーサクセスで拡販するには？



1. 顧客内に自分のシンパを作る方法
「合わせ技一本」
顧客へのアフターフォローで営業を有効に！
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かつては「自分を売り込むことが営業だ」という向きもあったが、今の時代、そんな“おこがましい”
スタンスでは実績を出すことはできない。
しかし、顧客内に自身のシンパ（sympathizer の略：同調・共鳴者の意）、ファンをたくさん持って
いる営業パーソンが景気に左右されずに、高い業績を出し続けているのが現実だ。
しかもそのカギはアフターフォローにある。

顧客は営業パーソンの次のような 3つの基本行動によってシンパになり、ファンとして応援するよう
になっていく。

顧客があなたに営業された製品やサービスを選択した決断は間違っていなかったと、
自己肯定できる機会を作る

顧客にプラスとなる行動を続ける

コミュニケーション接点を持ち続ける

1

2

3

まず、あなたの会社の製品やサービスを選択した決断は間違っていなかったと自己肯定できる機会を
作るというのは、実際の効果が定量的に示せるなら、そのお手伝いをしてもいいし、定量的に示せる
ようなものでなければ、他の企業もその製品やサービスを続々採用しているという話をしてもいい。

とにかく「御社の決断は正しかった、あなたのジャッジは正しかった」ということが納得できるよう
なエビデンス（証拠）を示せることが重要になる。もちろん決定的なエビデンスなど「ない」ことの
ほうが多いので、どんな「些細な」ことでも構わない。
取るに足らないなどと卑下せずに、胸を張って明示するのが肝心だ。ほんの「些細な」ことを複数ま
とめて「合わせ技一本」する方法もお薦めだ。

「自らの選択は正しかった」という自己肯定の機会を

それでも自己肯定に足りる要素が見当たらないなら、次の「顧客にプラスとなる行動を続ける」こと
で勝負して欲しい。何はなくても「顧客にプラスとなる行動」が、シンパ・ファンづくりで最も重要
な要素なので、これだけでも営業活動が十分に機能するとともに、これがないと長続きしないという
現実もある。

具体的には顧客に役に立ちそうな情報の提供になるが、あくまで“役に立ちそうな”であって、“役
に立つ情報”でなくても構わないところがミソだ。
とにかく「数」を優先させることで、それだけ顧客のことを考えているということが伝わるからだ。

顧客に役立ちそうな情報提供を続ける
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そして最後の 3つ目は、コミュニケーション接点を持ち続けること。
これは直接訪問以外でも電話、メール、手紙等での接点を「1」とカウントして、顧客のポテンシャ
ル（購買余力／購買可能性）に応じて、この接点のこれまた「数」をキープし続けるのだ。

規模が大きくポテンシャルが高いと判断するなら、優先して顧客接点を細かく増やしていきたい。
また、ポテンシャルが低くても四半期に 1回以上はコミュニケーション接点を持ち続けて、紹介依頼
などの可能性を探りたいし、更に、コミュニケーション接点づくりの手紙について「字が下手で…」
と躊躇する場合は、パソコンで打った書面の最後に “追伸”でパーソナルな 1行を添える技がある。

この 2つ目の「情報提供」、3つ目の「コミュニケーション接点」はコンビネーション技みたいなと
ころがあって、これらの蓄積によって「身内」という信頼関係が醸成される。
まるで「身内」のように情報が共有できていたらどうだろうか。
相手の潜在的ニーズにも視野が及ぶし、顧客にしてみたら「一を言えば、十を知ってくれる相手」な
のだから、案件化率、受注率も当然高くなる。その関係を受注後のアフターフォローを通じて築いて
行きたいのだ。

コミュニケーション接点を持ち続ける

逆に営業の世界に「売り逃げ」という言葉がある。これは受注になるまでは足しげく通い、こまめな
情報提供を繰り返していたくせに、成約した途端にパタッと訪問や連絡を止めてしまうことを揶揄し
た表現だ。
現実的には社内に役割分担があって、受注した後は業務部や設計、工場といった後工程を担当する部
門が引き継ぐために、トラブルでもない限りは営業の出番が少なくなるという事情もある。

目標達成のために多くの案件を同時並行で追いかけているため、意識は未受注の案件の刈り取りに向
くのは当然である。
しかしながら顧客から見ると、「売りっぱなし」の営業パーソンと“役に立ちそうな情報をこまめに
届けようとしてくれている”「身内」の営業パーソンとの違いは明白で、自社からの発注はなくても、
他社を紹介してくれたり、逆に営業パーソンに役立ちそうな情報を提供してくれたりするので、営業
パーソンの業績には圧倒的な差が生まれてしまうものだ。

だからこそ、ほんの短い時間で構わないので、アフターフォローのひと手間をあなたの営業の時間割
の中に組み込んで欲しい。

顧客と「身内」になるために
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2. 顧客満足度を正確に把握する
「顧客満足度」の真髄とは…
売れる営業に変わるアフターフォローのノウハウ

「売り逃げ」という言葉がある。

これは、極端な言い方には違いないが、顧客側からみると成約するまでは熱心に足げく通っていたく
せに、成約になったとたんに、顔さえ出さなくなる営業パーソンを揶揄した表現だ。

営業パーソンにしてみれば、受注後は設計や納品を担当する別な部署に引き継ぐのだから、営業は次
の案件に集中した方が営業効率があがると思い込んでしまうケースも少なくない。

だから、ここで差がつく。

わざわざ訪問しなくても満足度を気にかけたフォローの電話 1本がかけられるか、かけられないかが、
その後の営業パーソン人生の明暗を分ける。

営業パーソンの業績格差はアフターフォローの場面に極端に表れる。
「売れる営業」は次の案件や横展開のために「顧客満足度」を把握し、次の一手を講じようとする。
営業格差を生み出すポイントは、「不満」まではいかないが「満足とはいえない」事柄が把握できる
か否かだ。
今回は誰でも「売れる営業」に変われるアフターフォローのノウハウについて共有する。

自身の営業は「売り逃げ」になっていないか？

もちろん、私達営業パーソンは相手からの「満足しています」という言葉やそれを示唆する言動を期
待してしまうが、「売れる営業」になるために必要なのは、その言葉ではない。
引き出したいのは「満足していること」ではなく、「不満まではいかないが、満足とはいえないこと」
だ。

不満は放っておいても顧客の方から口にしてくれるものだが、そこまではいかないが、満足とはいえ
ないグレーゾーンにこそ、追加受注や次の案件のためのヒントが満載だということを肝に銘じて欲し
い。

あるいは顧客のその声が、次のバージョンアップやモデルチェンジのポイントになるので、営業だけ
でなく全社の長期的売上向上に大きな影響を及ぼす。

逆に「顧客満足度」というあまりに使い慣れた言葉を鵜呑みにしてしまうと、どの程度の満足かとい
う“水準”を把握しようとするようになるので、改善提案のヒントになるような「まあ、不満までは
いかないけど、ここがこうなるともっと便利なんだけど…」という小さなニーズ、細かなニーズをキ
ャッチする妨げになりやすいのだ。

「不満まではいかないが、満足とはいえないこと」にフォーカス
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事実を話そう。

口では「大変満足しています。」「全幅の信頼を寄せています。」と言っていたとしても、顧客は必ず
内心「高いモノをつかまされたんじゃないか」「もっと安く購入する方法があったのでは…」と思っ
ている。

だから、導入後のフォローアップで営業が「不満まではいかないが、満足とはいえないこと」を聞き
出して、その満足度をアップさせるために何をすればいいのかを考え、できることから実行に移して
いかないと、顧客の疑念は解消しない。
スタートの満足度が同じでも、そのままの満足度と向上していく満足度のどちらが顧客にとって魅力
的かは、もはや語る必要すらないだろう。

更に「顧客満足度」の把握では、注意しなければならない点が 2つある。

まずは、顧客満足の評価者に関することだが、これは取引の窓口となっている担当者の判断だけでな
く、必ずユーザー部門から複数名の声を把握しておきたい。
場合によっては、各社を比較検討した部門、購買部門の評価があった方がいいケースもあるかもしれ
ない。

次に「不満まではいかないが、満足とはいえないこと」については、それが何であるかが把握できた
ら、「それがどの位満たされれば、どの位満足なのか？」を把握しておくと追加受注の提案や次の提
案につながるので、アフターフォローのヒアリングではそのニュアンスを把握しておきたい。

本当は満足している顧客なんていない
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3. 顧客とのコンタクトをルーティン化する
営業の定期訪問には意味がある？ない？
「カスタマーサクセス」志向のフォローアップ

アカウント営業であれば、顧客への定期訪問は当たり前だが、エリア営業、プロダクト営業、物件営
業などで、コンスタントな取引が継続するのではなく、年に 1回とか数年に 1回の取引しかないよう
な営業パターンだと訪問が途切れてしまうことも少なくない。
また、営業パーソンの役割は受注までで、納品や施工は技術部門や構築部門、施工部隊に引き継ぐよ
うな業務フローになっている場合は、トラブルでもない限り営業の出番は少なくなりがちだ。
「売ったら、おしまい」で、あとは納品部隊に引き継いで、どんどん新しい案件を開拓していくとい
う営業スタイルは一見、好業績につながりそうなものだが、「売れる営業」にはなれない。

理由は単純明快で、買い手の立場になってみるとよく分かる。
成約するまでは足しげく通い、親身になって耳を傾け、問題解決の提案をしてくれたにもかかわらず、
納品後は顔を見せないどころか電話 1本かけてよこさない営業パーソンは、どう映るだろうか。
最初の期待値が高かっただけに、余計に「売り逃げされた」感が募るものだ。
その結果は、「あの会社はフォローがよくない」「売りっぱなしの会社」という烙印を押され、更新さ
れないどころか、悪い評判が広がって業績はどんどん先細りになってしまう。

では、働き方改革が進行する中、限られた時間を有効に使って業績につなげていくには、どのような
アフターフォローを行っていけばよいのだろうか？

「売ったら、おしまい」の営業パーソンと「納品後も使い勝手などを細かくアフターフォロー」する
など定期訪問を怠らない営業パーソンとでは、中・長期的な業績で雲泥の差が生まれるということは
想像に難くないだろう。
とはいっても、目先の数字に追われ、新しい案件の種まきや他の案件のハンドリングに忙殺される中、
なかなか納品済み顧客のフォローアップにまで手が回らないというのが多くの営業パーソンの本音だ。
そこで今回は、精神的な負担にならずコンスタントな案件化につながる“カスタマーサクセス”志向
のフォローアップについて共有したい。

「売ったら、おしまい」では「売れる営業」にはなれない

お薦めしたいのは、納品後 1週間後、1ヵ月後、3ヵ月後、6ヵ月後、1年後といった具合に、定期
訪問を機械的にルーティンワーク化（プログラム化）してしまうことだ。
もちろん納品 1週間後には「何を確認する」「何を言う」といったことまでメニュー化してしまうの
がいい。
ルーティンワーク化、プログラム化、メニュー化することにより、精神的な負担は最小になる。

「カスタマーサクセス」志向の定期訪問とは
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3 ヵ月後辺りには、これといったトラブルもなく評判もいいようであれば、横展開や他の企業の紹介
を依頼するといった動きや、クロスセル・アップセルの余地も探りたい。
ちなみにクロスセルというのは関連商材やセット商品の営業であり、アップセルというのは　バージ
ョンアップや上位機種の営業になる。

昨今、アフターフォローを手厚くすることが、安定的な売上拡大につながると悟った企業では「カス
タマーサクセス」という言葉が使われるようになり、営業施策に盛り込むようになった。
これまでカスタマーサポートという言葉はあったが、これはサービスや製品を導入した企業に対し不
明点や問合せに応えるといった受け身のサポートの動きであった。
逆に「カスタマーサクセス」は顧客がそのサービスや製品を使って最大限の効果を上げるように能動
的にアプローチするという動きだ。
つまりは「売りっぱなし」にするのではなく、納めたモノやサービスによって顧客の成果が最大限に
なるように、ユーザーの現状や使い勝手の確認、提案のために定期的に訪問し、同時に横展開の機会
やクロスセルやアップセルの機会を伺い、次の案件の種を見つけようとする動きになる。
更にこの定期訪問は、競合企業を寄せ付けないためのマーキング的な意味合いを持つ。
一度「売りっぱなし」にしてしまうと、リニュアルまでの間に競合企業がつけ入る隙を作ってしまう
ことからも、その余地は最小化しておきたい。

さて、現実問題として担当顧客数が数百社に及んでいたり、日本各地や海外に点在していたりして、
とても定期訪問などできないという読者もいるはずだ。
その際、前者の場合は重点顧客に絞った定期訪問で構わない。重点顧客の基準はやはりポテンシャル
（伸びしろ、購買余地）の大きさにしたい。
後者についても、実際の訪問でなくても電話、メールで定期的に顧客接点の数をキープして、「なん
か頻繁に連絡が来る」「寄り添おうとしている」という印象を与えて欲しい。
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4. アフターフォローから次案件を発掘する
アップセル・クロスセルだけじゃない…
アフターフォローで顧客単価を最大化する方策

BtoCの営業の世界では、より上位な商材を勧めるアップセルや関連する商材を勧めるクロスセルが
客単価を上げる販売方法として定番となっている。
一方、BtoBの営業では、このアップセル、クロスセルの動きが不可欠になるタイプの営業もあるが、
実質的にそうした動きができない場合の方が多い。

そうしたケースでは同じ部門での別案件を開拓する「深耕」や、別な部署を紹介していただいて新し
い案件を開拓する「横展開」が主流になる。
あなたの営業がどちらかのタイプによるので、最適な方を選択して欲しい。

アフターフォローの目的は顧客満足を最大化し、自社や自社商材のファンになってもらうことだが、
その中で更に新たなニーズを発見し、追加受注や追加工事を受注するという「深耕」や「横展開」の
動きは必須だ。
今回はクロスセル、アップセルを含めたアフターフォローを通じた、顧客単価の最大化の方策につい
て解説する。

アップセル、クロスセルは顧客単価を上げる販売方法の定番

よくあるのは、なんらかのプロダクトやソリューションの案件に保守サービスをセットにして営業す
るクロスセル、リプレース時期により上位モデルや仕様を高めたソリューションを提案するアップセ
ルだろう。
共に客単価を上げるための概念だが、残念ながら、昨今のBtoB市場ではそんな手前勝手な論理は通
用しにくくなっている。

こちらが営業のプロなら、顧客は購買のプロなのだ。発注を小分けして各社に競わせればより安くな
ることをとっくの昔に学習しているので、ユーザー部門にはクロスセルを提案できても、よほどのコ
ストメリットを出さない限り、購買部門、調達部門でプロダクトと保守を分けた入札にされてしまう
のだ。

また、アップセルというのも理想的ではあるが、よりハイスペックな仕様、高機能なモデルを提案す
るのはいいのだが、オーバースペックに見えてしまったり、強烈なコストダウン圧力の中で、利益が
出せないリスクの方が高くなるので、安易にお薦めはできない。

逆に成果を上げている企業は「深耕」「横展開」に軸足を置いており、そのきっかけはアフターフォ
ロー時が最適なのだ。

アフターフォローというのは、すでに取引関係のある顧客に行うものなので、事実ベース、本音ベー
スによるコミュニケーションになる。
実際、そこから得られた情報による提案は、相手のニーズやウォンツの芯を射抜くことが多く、更に
競合は手にすることができない情報もあるため受注率が高くなるのだ。

なので、アフターフォローの中では絶対に「深耕」をするという目標を持って、ユーザー部門に使い
勝手や「ここがこうなったら、もっといいのに」という生の声を細かくヒアリングし、追加提案や新
たな提案をしなくてならない。

アップセル、クロスセルがダメなら「深耕」「横展開」
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更に言えば、売れる営業のアフターフォローの神髄は「横展開」の可能性を探り、そのきっかけをつ
かむことにある。
例えば、メーカーの花形部門の設計部がユーザー部門で、設計 1課が営業の窓口だとする。
企業の規模に応じて、設計部、課も複数あるので、設計 1課から 2課、3課、4課、あるいは別の設
計部で同じような課題を抱えていそうな部門を紹介していただくのだ。
これは、営業用語では「紹介営業」「既存顧客の窓口新規開拓」と呼ばれる伝統的な手法で、最も効
果が高い。

フォローアップで「横展開」の情報をつかむ

顧客単価アップのためのアフターフォロー 4視点

営業力という部分で日本屈指と呼ばれる企業が、この「紹介営業」で成果を上げている営業パーソン
と成果を上げられない営業パーソンの行動の違いを数年かけてつぶさに分析したところ、その違いは
たった 1つで、「紹介を依頼したか、しなかったか」だけだったという。
それだけの違いが、営業パーソンとしての人生の明暗を分けてしまうのだ。

「紹介なんか依頼したら相手に失礼だ」と相手を慮って、依頼しない方が実は相手にとっては失礼な
ことなのだ。
なぜなら、紹介するか、しないかは相手が決めることであって、営業パーソンではないからだ。
確かに、唐突に「他の設計の課を紹介して下さい」と言ってしまうと、相手は負担に思うかもしれな
いが、例えばアフターフォローのコミュニケーションの中で、他の課でも同様な課題を持っているこ
とがヒアリングできた場合なら、「一緒に対応すれば単価が下がる」という相手にとってのメリット
を出せば、紹介してくれる人のほうが多い。

そもそもアフターフォローというのは、相手企業のことを深く知り、関係性を深め、取引額を拡大し
ていくために行うものなので、「横展開」への行動も必須と心得て、ルーティーンに加えて欲しい。

「紹介営業」で成果を上げた営業パーソンは、紹介を依頼していただけだった



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

