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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.コミュニケーション概論
        売れる営業の営業トークと

コミュニケーションスキルとは？

03

営業で最も重要なスキルが「コミュニケーションスキル」であると考えている人が圧倒的に多い。
そもそも、商談中、営業パーソンと顧客との間にはコミュニケーションしかないのだから、最重要と
するのも当然だ。
しかし、最重要とされながらも、どういうコミュニケーションが業績を上げるのかという具体的方法
はほとんど知られていないので、ここでは営業に必要なコミュニケーションの流れやコツ、具体的な
トークやコミュニケーションスキルの高め方を解説する。

売れる営業パーソンの営業トークは何が違う？

売れる営業パーソンと売れない営業パーソンの営業トークはいったい何が違うのだろうか？
実は、その差はほんのわずかしかない――。
ほんのちょっとの差なのに、100対0の結果、つまりは受注と失注という正反対の結果となってしま
う。しかも「その差がごくわずか」なため、それらの違いに気づきにくいから厄介なのだ。
ここでは、「なんだ、そんなことだったのか」と誰でも理解できて、「営業トークが上手い」と言わ
れるようになるための具体的な方法を解説したい。

売れる営業トーク、売れない営業トーク
まずは、そのわずかな差の一部を紹介すると、このようになる。主語を自分側から相手側に変え、トー
クの組み立て方を変えるだけで、相手の食いつきがはるかによくなる。
ちなみに、某営業アウトソーシング会社では、インサイドセールスでこの主語の組み換えをしただけ
で、ゲイトキーパー突破率やアポイント獲得率は5倍以上高まった。
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「売れる」営業トークの組み立て方にはコツがあるので、基本的なトークの構成を下記に紹介してお
きたい。

どんな具体個別の営業にも対応できるように、もっと単純化させるなら

1.つかみ

2.話題を広げる

3.顧客満足度を高める

という3ステップで営業シナリオを考えるとよい。

売れる営業トークの流れとは？

1.つかみ
「売れる」営業トークのストーリーというのは基本的に「お笑い」と全く同じで、「つかみ」が非
常に重要になる。
挨拶の後の営業の入り方としては雑談が一般的だが、雑談にはセオリーがあるのをご存じだろう
か。
雑談の3つのセオリーというのは、「相手が喜ぶ話題を振る」「素朴な疑問を投げかける」「共通す
る話題を振る」ということだが、このセオリーを知らないと大体天気天候の話になってしまう。

しかし、これから商談のメインになりそうな事柄と天気の話が全く関係ないとしたら営業の組み立
てとしては、好ましいことにはならない。
むしろ相手が喜ぶ話題を振る、素朴な疑問を投げかけるという他のセオリーの中からトークを切り
出すほうが好ましい営業シナリオになるので、ここは是非とも試して欲しい。

2.話題を広げる
相手との話の広げ方としては、相手の話に同調するという姿勢からスタートしたい。その上で、聞
き役を演じ、必要に応じて深掘りの質問をしたり、あえて話に食いついて、強めに相槌を打ったり
という演出が相手を話しやすくさせるコツだ。
そこに次の8つのネタのいずれかを使うと必ず話題は広がって、商談が前に進み始める。

1）今抱える課題をどうすれば解決できるのか
2）他社はこうした課題にどう対処しているのか
3）最大公約数的な課題
4）具体個別の解決策、ソリューション
5）先進事例
6）同業界、同業種の情報
7）ヒントになりそう異業種の事例
8）ホットなテーマ
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3.顧客満足を高める
「つかみはOK」、それなりに話題も広がったにもかかわらず、次回までの宿題も出されず、次回の
訪問の約束もいただけないということが少なくない。
「2回目訪問ができない」「1回訪問しただけで終わってしまう」と表現される“よくあるケー
ス”だが、原因の第1位は、その面談での顧客満足度が合格点に到達していないことによる。

相手が知りたい情報を提供できたか、相手が課題を感じていることに対し何らかのヒントを明示す
ることができたか、といったことで判断される顧客満足度というのは準備次第で高めていけるの
で、ここを疎かにしてはいけない。
どう役に立てるかというプラスの兆しを与えられなかったり、質疑応答の場面で満足のいく回答が
得られないと当然、顧客満足は低迷してしまう。
結果、相手は再度会う価値がないと判断してしまうので、ここは注意したい。

要するに、私たち営業パーソンは、使いにくさで言えば圧倒的に世界1位の日本語というツールを
使って日々営業しているというわけだ。
だから、営業に必要なコミュニケーションには、考えや情報の受信（聞く）、発信（話す）に加え、
円滑な意思疎通の土台となる「場を作る」重要性を知っておきたい。

営業に必須なコミュニケーションスキルとは？
よく「コミュニケーションスキルが高い」「コミュニケーションスキルがない」という言い方をする
が、そもそも営業に必須なコミュニケーションスキルとはどのような概念なのだろうか？
まずシンプルにコミュニケーションを定義するなら、「考えや情報の受信と発信による意思疎通」と
いうことになろう。
しかしながら、これはグローバルな定義であって、この定義では日本において売れる営業に必須なコ
ミュニケーションスキルにはならない。

なぜなら日本語は世界で最も営業やプレゼンに向いていない超文脈依存言語なので、欧米言語のよう
に、考えや思いの受信と発信だけでは正しい意思疎通が図れない。

例えば、「結構です」なんて言葉は、「それで結構です」という肯定的な意味なのか、「いや、結構
です」という断りの意味なのかが言葉だけでは分からない。
つまり、日本語は、話している言葉や単語だけで意思疎通をする言語ではないのだ。

そのため、コミュニケーションセンスみたいな話になってしまいがちなのだが、日本語というのは、
やりとりされている言葉だけでなく、その時の相手の表情やその変化、その場に漂う空気や雰囲気、
そこまでの流れや背景といったことを総合的に判断する言語だということをまずは理解して欲しい。
10数年前にKY（空気が読めない）という言葉が定着したが、この「空気」が文脈の正体だ。営業で
は「背景」と解釈すると分かりやすい。



ここで、コミュニケーションを円滑に進めるための「場を作る力」「聞く力」「話す力」の詳細につ
いて解説する。

営業トークで押えておきたいコミュニケーションのコツ

場を作る力
「誰と」「何を」「何のために」話すかによって、「場の空気」は変わってくるものだが、実はコ
ミュニケーションの技術によって「場の空気」は自分の都合のいいようにコントロールできる。
相手に共感する、笑顔で話す、第1声に注意するといった方法もあるが、売れる営業パーソンたちが
円滑なコミュニケーションの「場作り」として用いているコツのベスト5は以下のようになる。

1）間口の広い一般的な話から仕掛ける

2）他社事例を介在させる

3）ホットなキーワードを投げる

4）同業界、同業種の話題を振る

5）自社の実績を明示する

聞く力
「聞く」には「聞く」「聴く」「訊く」の3種類がある。「聞く」と「聴く」との違いは、後者が
耳を傾けて聞くという傾聴のスキル、つまりは「注意深く聞く」ということになる。3つめの「訊
く」というのは『尋ねる』ことで『質問のスキル』と表現したほう分かりやすいだろう。なので、
営業シーンの「聞く」場面というのは、ほぼほぼ「聴く」と「訊く」で成り立っている。

そして、売れる営業パーソンと売れない営業パーソンの差は商談場面での、この『質問のスキル』
に表れる。言っておくが、これはコミュニケーションセンスではなく、質問の仕方を知っている
か、知らないかだけの違いになる。
なので、使用頻度順にトップ5の質問法を紹介しておくとこのようになる。

1）確認法
「1点確認させていただきたいのですが、現在の運用コストに課題感といったものはお持ちでしょ
うか？」

2）鎌かけ法
「運用コストに100億円以上かけている大手さんでも、一部パッケージを導入する企業さんも出て
きましたが、御社でも、そのあたりの方向性については…」

3）択一法
「御社は全国拠点の購買を集中させてコスト低減を追求するスタンスなのでしょうか。それとも集
中購買ではなく、それぞれの商圏に合った品揃えを追求するため、個店やエリアごとに、購買機能
を持たせるスタンスなのでしょうか？」

4）深掘り法
「10年以上続けられた評価制度を変更されるということですが、その背景にはどのようなこと
が…」

5）小さな同意獲得法
何かの紹介や説明の後に「この辺り、ご同業他社の事例がございますが、次回、お持ちしましょう
か？」といった相手からの「はい、お願いします」という同意を得る質問

06
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話す力（伝える力）
「話す力」というと、どうしても私達は「話術」を連想してしまうが、営業における「話す力」は
「話術」というより「伝える力」の方に近い。
なぜなら「話術」には「分かりやすく説明すれば相手は理解してくれる」という大前提があるが、
こと法人営業においては、「説明」や「言葉」だけでは伝えられないことが山ほどあるのだ。

そもそも「説明」だけでは伝わらないことを「説明」で伝えようとしているので、商談化せずに、
業績が低迷してしまう営業パーソンがいかに多いことか。
「説明」より、実際のサンプルやデモ画面、ビジュアルやイラスト、施工例、導入事例の方が、
よっぽど相手に伝わるということは押さえておきたい。

その上で、自社商品やサービスをより魅力的に伝える方法は3つあるので、商談ではこの3つのセオ
リーを駆使したい。

1）自社製品の説明より先に、それによってもたらされるベネフィット（恩恵）について語る

2）営業ツールに記載された順番ではなく、相手が知りたい順に話す

3）実際の導入事例、ユーザーのコメントを交えて話す

コミュニケーションの場は商談の場だけではない
商談の中には、現場では盛り上がったのに、課長や部長に上げてもらう段階で、立ち消えになって
しまったり、どこかで止まってしまう案件も少なくない。

その原因は、現場では課題と感じていたことが、管理職や経営陣からしてみると「単なる現場のワ
ガママ」だったり「大所高所から見ると優先順位の低いこと」にすぎなかったりするケースなのだ
が、これが意外に多いのだ。

逆にトップ同士、役員同士では盛り上がったのに、現場での検討を指示したものの、現場での優先
順位がそれほどでもなくて、商談が萎んでしまうケースも少なくない。

こうした状況を回避するためには、相手の「言っていること」が

●事実なのか

●個人的意見なのか

●推測なのか

という「裏付け」を取っておきたい。ジャーナリストや捜査関係者の間でよく「裏を取る」という言
葉が使われる。情報や供述の真偽を確認するという意味だが、実は“売れる営業”が行っている情報
収集や顧客の課題の抽出とは、ヒアリングというよりこの「裏を取る」行為に近い。

具体的には、直接的に「裏付け」を取る方法と間接的に「裏付け」を取る方法とがある。

直接的な方法として最も使われるのが、先に紹介した確認法で、「1点、確認なのですが、今、課長
がおっしゃったクラウド化のお話はすでに中期経営計画（中計）的な計画に織り込み済みなのでしょ
うか？」といったような言い方になる。

次に間接法としては、相手の別の部署の人やステークホルダーに尋ねる中で事の真偽を明らかにし
ていく方法になる。

コミュニケーションの場は商談の場だけではない
結局のところ、トークスキル、コミュニケーションスキルといっても所詮は言葉なので、その作
法、方法、コツさえ知っていれば誰でも簡単に習得することができる。

あえて、ここで「作法」という言い方をしたのは、直近の新入社員はデジタルネイティブである反
面、物心ついた時から携帯電話やSNSでパーソナルな対話を中心に育っているためか、自分達と異
なるコミュニティに属する人たちとのコミュニケーションの作法を知らない。

さすがにお客様にタメ口で話をしてしまう新人はいないだろうが、目上の人に対し「うん、うん」
と相槌を打ってしまったり、「アザッス」的な言い方をしてしまったり、謝罪に近い用件をメールで
済ましてしまおうとしないように、TPOの基本をまずは押さえないことには、トークスキルもコ
ミュニケーションスキルもあったものではない。
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お客様や上司、先輩、年長者への口の利き方、対面で話をしなければならないケース、取り急ぎ電話
で直接話しておくべきケース、メールでも構わないケースのケース別対応、営業の作法をまずは常識
として押さえること。

ここは新人研修やOJTで学ぶべきものではあるが、知らなかったり、不安があるなら必ず上司や先輩
社員に自分のほうから聞いて、身につけておくべきだ。

その基本ができたところで、ここで紹介してきた方法やコツを理解して、自身の業界、会社の営業
シーンに照らして言い方や聞き方をカスタマイズすること。その際には必ず、フレーズをパソコンで
も、スマホでも、手書きでもいいので、実際に書き出して、次に何度も何度も実際に口に出して、そ
のフレーズが馴染むまで繰り返し練習して欲しい。

このトレーニング法は“シャドウロープレ”と呼ばれる最も実践的な方法になる。そして、実践で1
つずつ試し、必要があれば修正しながら自分の中で定番化していくのだ。

念のため、営業パーソンを短期間で育成することに長けている企業は、こうしたトレーニングはロー
プレで実践している。その際にビデオやスマホで録画し、自己レビューさせたり、研修講師や実績の
ある人からのレビューを繰り返すと効果が高まる。

自前でそうしたトレーニングが行えないなら、「営業サプリ」ではオンライン上で、低コストの研修
サービスを提供しているので、利用してみるといい。



1. 日本語で営業する時は行間に注意する
日本語は世界で一番
「営業に不向きな言語」だった

日本語は言葉だけで意思疎通を図る言語ではない

日本語は言語学上、超文脈依存言語（図版）に分類されるのだが、文脈や行間に強く依存するという
わけだ。数年前に流行った「KY（空気読めない）」という単語の空気の部分がその文脈の正体だとす
れば分かりやすいだろう。

例えば、あなたが営業パーソンで結構お酒好きのお客様を接待している場面、お客様の 4杯目のグラ
スが空き、「同じものをもう一杯いかがですか」と尋ねた時の「結構です」という返答。
この「結構です」は「同じものをもう一杯飲む意味での結構です」とも取れるし、「もうこれ以上は
いりません」とも解釈できる。

しかしながら 100%近い日本の営業パーソンは、その場にいれば、どちらの意味かを識別できるの
だ。
なぜなら日本はこの「結構です」という単語だけによって意思疎通を図るのではなく、その場に漂う
雰囲気（空気）や言葉の背景、そこまでの流れ、相手の表情や仕草などを総合的に判断して、相手の
言おうとしていることを解釈しているからだ。
慮（おもんぱか）るという方が更に近いかもしれない。

この例でいえば、明日の土曜日、そのお客様は
朝 6時に起きて、少年サッカーの練習に参加す
る息子さんをグランドにクルマで送っていかな
ければならないと、さっき話していたとすれば、
9時半を回った現在はそろそろお開きのタイミ
ングといった空気が流れるだろう。

その辺りの空気感の把握が苦手であれば、ドリ
ンクメニューという小道具を使って、それを指
し示しながら、尋ねれば、「いや、最後はハイボ
ールで…」とか「いやいや、もう十分頂きまし
たから…」などと反応してくれるので、ミスジ
ャッジを心配する必要はなくなるはずだ。

09

よく営業センスがあるとか、営業センスがないという言い方をするが、「自分と顧客の間にはコミュ
ニケーションしかない」という現実を考えると、営業センスの正体はかなりの部分が、コミュニケー
ションによって占められていると考えるべきだ。
これはアメリカにMBA留学している時に、ビジネスコミュニケーションやクロスカルチャラルコミ
ュニケーションの授業で教えられたことだが、日本語というのは営業のヒアリングやプレゼンテーシ
ョン、交渉といったことに最も向いていない言語だというのだ。なんと、断トツの第 1位だという……。
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2. 売れるための「商談構成」見本
営業商談の構成でもこんなに違う！
「売れない営業」と「売れる営業」の商談の流れ

まずは、「売れない営業」の商談構成から。

普段、何気なく行っている商談だが、その構成は、「売れない営業」と「売れる営業」ではかなり違
っている。
今回は「売れない営業」にならないために、商談の構成でキモとなる「相手に役立ちそうな『情報提
供』」の実例と実際のトーク」を紹介する。

「営業＝説明」ではない！売れない営業の商談構成と典型的パターン

「売れない営業」の典型は挨拶を済ませると、いきなり営業ツールやカタログを開いて、売りたい製
品の説明を始めてしまうパターンだ。
しかも、ご丁寧に営業ツールの最初のページから順々にページをめくりながら、20分でも 30分で
も最後のページが終わるまで一方的に説明し、そこから質疑応答に入ろうとしてしまう。
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ただ、どんなケースでもこの商談構成がいけないかというと、例外もあって、相手が自社製品に興味
があって、話を聞きたいと思っているという前提がある場合、あるいは圧倒的な商品力がある場合に
ついては、このパターンでも案件化する。
しかしながら、そういった前提がないと案件化率は低迷してしまうし、案件化したとしても競合がい
る場合は滅多に受注には至らない。
たとえ相手が忙しくて、5分、10分しか時間がもらえない中の営業でも、この構成では成果は出ない。

理由は単純明快で、「営業＝説明」ではないからだ。“きちんと分かりやすく説明すれば、相手は興味、
関心を持ってくれる”というのは幻想であって、相手にしてみれば、関心のある話、役に立つ情報だ
けが知りたいのだ。

では、どうすればいいのか？
まずは、挨拶の後には絶対に自社の製品説明に入ってはいけない。できれば雑談を挟みたいが、最も
重要なのは商材説明の前に、「相手に役立ちそうな情報提供」を行うことだ。

具体的には
「そうそう、『N社長、なかなかいい人材が採用できない』ってお話されてたじゃないですか。これ知
り合いの経営者の話なんですが、出産や育児でやむなく大手企業を退職した気の利く女性を、変則な
勤務時間で採用すると、すごい人が何人も集まったそうですよ」
「ポイントは勤務時間を 9時 30分から 14時 30分位にしてしまえば、お子さんを幼稚園に通わせて
いる優秀なママが採用できるらしいんですね、いわゆる保育園を諦めた層の。そのまま、お子さんが
小学校の中学年、高学年になるにつれて希望に応じて、勤務時間を延ばしていくそうです。」
「要は短時間でも時給を専門職として高く設定すれば、結構な数が応募してくるそうです。御社は人
気路線の住宅街が近くにありますから、張り紙、ネット、知人からの紹介でお金をかけずに、募集が
できるんじゃないですか？」
といったところが実際に使われる例だ。

設計、施工管理、積算、設備系の見積作成のできる理系ママや貿易実務、海外案件の契約関連に長け
たバイリンガルママは、実は重宝がられている。

中小企業だけでなく、中堅企業に至るまで「いい人材の採用」は経営者、管理職が頭を痛める最大公
約数的な「課題」なので、そこに役立つ情報や裏技を知っていると経営者や人事部門の上級管理職に
は一目置かれるようになる。

上記の例は「いい人材を採用する裏技ネタ」になるが、他のタイムリーなネタも紹介しておくと

● 職場内でのコミュニケーションツールの最新事例ネタ（ビジネスSNSなど）

● 働き方改革の中で成果を上げる時間の使い方ネタ

● 「ゆとり世代」の育成ネタ

● 補助金ネタ

● パワハラ、セクハラ対策ネタ

などで相手に役立つ情報があると、営業パーソンとしてのあなたの評価が上がり、「使える営業パー
ソン」とみなされるので十分に聞く耳をもって、あなたが担当する商材の説明も真剣に聞いてくれる
し、現状の課題などもキチンとあなたに開示してくれるはずだ。
ここが営業の機微と呼ばれるところで、商品説明をうまくやろうとするのは重要だが、もっと大切な
のは、その前の情報提供になるので、その優先順位を間違えてはならない。
更に、こうした情報をあなたが今、持っているかどうかではなく、これから情報網を駆使して、こう
した情報を集める、事情通に聞く、本や資料を読んで自学して身につけようとするかが問われている
のだ。

挨拶の後、NGなのは自社製品の説明。
その前に「相手に役立ちそうな情報提供」を
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3. 雑談力を上げる 3つのセオリー
相手の空気に飲まれない…
訪問時の雑談力を上げる 3つのセオリー

昔も今も雑談となると「天気天候」の話、つまり「昨日から急に暑くなりましたねぇ」とか「先週の
雪、朝（の出社）は大丈夫でしたか？」といった感じを思い浮かべやすいが、売れる営業パーソンは
あまり「天気天候」の話題は使わない。
例えば、ビール会社や飲料、アイスといった冷菓の営業だったり、商業施設、イベント会社への営業
だったりなど「天気天候」の話が今日の営業の目的と関連があるなら、問題ないどころかむしろ非常
に効果的だ。
「気温が 1度上がると売上が大瓶換算で 100 万本増える」といったビール業界では、気温の変化は絶
好の雑談ネタになる。
しかし、逆に天気天候の変化と今日の営業の主題が関係なければ、せっかくの雑談の機会が営業の主
旨に全く活かされないどころか、取ってつけたようなぎこちない流れになってしまう。
そのため特に新規だったり、人間関係ができていなかったりする相手との雑談では、他の切り口を使
うほうが望ましいのだ。

雑談というのは単なるアイスブレイクだけが目的ではない。それは本番の商談に入ってしまったら相
手が構えてしまい明言しない事実、本音、事情について「当たり」をつけるチャンスなのだ。
あるいは初対面の時こそ、相手がどういったタイプの人なのかを知る大切な機会としても使って欲し
い。

雑談には「天気天候」の話題よりもっと有効なネタがある

「営業におけるヒアリングの段取りと重点ポイント」でも項目だけは紹介したが、以下に示す「雑談
の 3つのセオリー」を知っておくと重宝するので、ここでは細かく解説しておきたい。

1. 相手が喜ぶ話題を振る

2. 素朴な疑問を投げかける

3. 共通の話題を振る

雑談力を上げる 3つのセオリー
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1 ）相手が喜ぶ話題を振る

これは、相手の会社の業績が好調だとか、新製品が注目されているとか、新聞報道されたとか、会
社に関することでも、製品に関することでも構わない。
もちろん、相手に自慢の娘さんがいるなら、「そうそう、お嬢様、もう高校生ですよね。部活は何に
入られたのですか？」みたいな感じでもいいし、マカロニがデザインされているネクタイをされて
いたら、「あれ、野崎部長のネクタイ、よく見たらマカロニの模様なんですね」といった一声を掛け
る流れだ。
ゴルフが得意なら、ゴルフ。釣りや野球、サッカーといった趣味の話題が盛り上がるなら、そうし
た話題を振ることからスタートしたい。

2 ）素朴な疑問を投げかける

なぜ「素朴な疑問」が雑談のネタとして効果的なのか？
実は人は相手や相手の会社に興味・関心を持っていないと、「素朴な疑問」が投げかけられない。
つまり、「素朴な疑問」を投げかけることによって、相手は「ああ、この人はうちの会社、もしくは
自分に関心を持ってくれているのだな」と認識する。そうなると当然、お互いの距離が近くなるの
で、やり取りされる情報は密になるというロジックだ。

3 ）共通の話題を振る

世界最大公約数的な「共通の話題」が天気天候ネタになる訳だが、冒頭に紹介したように、もっと
その場にふさわしい雑談ネタがあるなら、そちらを選択したほうがいい。
かつては、雑談で「政治と宗教と野球の話はするな」と言われたものだ。最後の野球はオチみたい
な話だが、要は“対立関係を生みやすい話題は使うな”という意味である。
しかし、現在では社員証のネックストラップや手元のタブレットなど所持品に張られたシールによ
って野球やサッカーの贔屓（ひいき）チームや趣味が分かるようになったので、もし、それが自分
と同じだったら、話題にしない手はない。
更にそれらが、「犬好き」「クラシック好き」「鉄道マニア」などレアであればあるほど親密度が増す。
もちろん、何かの機会に出身地や出身校が同じだと判明したなら、こちらも有効に作用するのは間
違いない。

さて、ここまで雑談の効用、セオリーについて解説してきたが、相手によっては「忙しいのだから、
雑談なんてしてないで、さっさと用件に入ってくれ」オーラ全開みたいな場合もある。
その際にお薦めなのが「ながらトーク」だ。営業カバンから営業ツールやカタログを出しながら、
軽い雑談ネタを振るという方法だ。
ツールをテーブルに置いた瞬間に商談開始という雰囲気さえ漂わせれば、相手は「さっさと用件に
入ってくれ」とは思わないので、そういう相手っぽかったら流れに飲み込まれずに、この方法を試
して欲しい。
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4. 顧客との会話を発展させる方策
営業を発展させる話し方のコツ…
3つの方法と会話が弾みやすくなる術

1つ目は、相手の話に同調すること。
相手の話には反意を示さず、まずは肯定的に受けて強めに同調したい。
具体的な言葉としては、

「確かにおっしゃる通りです」
「ご指摘の通りです」
「私もそう思います」

といった感じだ。
もちろん、会話の流れの中で反意を示しておかなければならない場面もあるが、その時にも「Yes 
but」法でいったんは肯定的に受けた後に遠回しに反意を示すほうがベターだ。

例えば、「それにしても、御社のこの価格、高いよね」という場面。
「確かに、ほとんどのお客様からそのようなご指摘を受けております。ですが、部長、イニシャルコ
ストについては、ご指摘のように割高にお感じになるかもしれませんが、ランニングコストがこれだ
け削減されますし、何より従業員の方の工数がこれだけ削減されますから、費用対効果としては、十
分なのではないでしょうか」という流れにしたい。

取引先や顧客との話し方が分からないために、会話が弾まないどころか最低限の人間関係すら構築す
ることができず、業績を低迷させている営業パーソンが少なくない。
相手との話を発展させる、話を広げるにはほんのちょっとしたコツがあるので、今回はその 3つの方
法と補足を 1つ紹介したい。

相手の話に同調する

聞き役を演じる

2つ目はとにかく聞き役を演じること。
これもただ聞けばいいのではなく、話を掘り下げる質問
をしたり、関連する情報やエピソードを紹介してほしい。
そのやり取りを通じて会話が深まっていく中で、相手の
課題や不満、問題点といったその後の営業展開の核心と
なる事項を引き出したいのだ。
相手が寡黙な人であったりする場合は聞き役を演じるの
は難しいと思われがちだが、例え寡黙な人であっても欲
しい情報はあるはずなので、そこを会話の焦点にして対
応したい。
つまり、ここは単なる話術ではなく、日常からの情報収
集や取引先の担当者別に必要としている情報を区別して
準備しておくことが重要になる。
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3 つ目は相手の話に食いつくこと。
そのコツはちょっとだけ大げさに相手に反応することだ。日本人に限らずコミュニケーション能力が
高い人は、概してオーバーリアクションだという共通点がある。
口調や表情、ジェスチャーを使って、“私は今、あなたが話したことに食いついています”というこ
とを相手に分かるように示すのが、売れる営業のマナーであると心得て欲しい。

「えーっ、それは大変でしたねぇ」
「はあー、そういうことも起こるのですねぇ」
「はあー、それでどうなったのですか？」

といったように。
なんか、わざとらしくてイヤだなと感じた人もいるだろう。
実は、その「わざとらしさ」というのが売れる営業と売れない営業の大きな違いであることを、この
場で共有しておきたい。

そもそも営業というものは「わざとらしい」ものなのだ。その位が営業のコミュニケーションではち
ょうどいいので、自分の感覚や好みではなく、ここは売れる営業の作法だと割り切って、ちょっとだ
け「わざとらしい」コミュニケーションを試してみよう。

相手の話に食いつく

最後に話し方のコツというわけではないのだが、補足として話が弾みやすくなる術を紹介しておき
たい。
それは得意分野を持つことだ。
得意分野があると、その話題がその分野に及ぶと相手がリスペクトしてくれるので、話が発展しやす
くなる。
この得意分野というのは、仕事に関することはもちろんだが、直接的には案件に関係なくても中国の
ビジネスに詳しいとか、最先端のオンライン決済の仕組みに明るいとかで構わない。
もっというと甲子園に出場したことがあるとか、ゴルフがうまいとか、帰国子女で英語が自由に使え
るといったことでもいいので、是非、試して欲しい。

得意分野を活かそう
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5. 顧客との距離を縮める場の作り方
クライアントとのコミュニケーション…
「場の空気」を操る 5つのワザ

相手の興味・関心のありそうなテーマを選ぶのはもちろんだが、間口の広い一般的な話から仕掛けた
い。
具体的なコミュニケーションの技術としては、相手がフリーアンサーで答えることのできる　オープ
ンクエスチョンが望ましい。

例えば；
「最近、部下と上司の定期的なコミュニケーションを制度化した 1on1 ミーティングや社員の自発的
な貢献意欲を指すエンゲージメントといった概念が注目され始めましたが、既に 5～ 6年も前から
こうした概念をマネジメントに採用していた御社では、実際、どのような変化がありましたか？」
とか
「昨今の働き方改革ですが、御社は随分と成功されたと聞くのですが、実際に体験されてどうでした
か？」
といった聞き方になる。
多少漠然とした質問のほうが、その後に話が膨らみやすくなるが、抽象的な問いかけにならないよう
にするには、質問の中に具体的なキーワードを入れるのがコツだ。

上記の前者のキーワードは「1on1 ミーティング」や「エンゲージメント」になるが、同じ概念であ
っても会社によって呼び名を変えている場合も少なくないので、専門用語や新しい概念を使う場合は、
初めて聞く人でも理解できる短い説明を加えておくことを忘れてはならない。

「場の空気」という言葉がある。営業パーソンの誰もが「会話が弾みやすい雰囲気」「話しにくい雰囲
気」の双方を経験しているだろう。
もちろん、「誰と」「何を」「何のために」話すかによって、「場の空気」は変わってくるものだが、実
はコミュニケーションの技術によって「場の空気」は自分の都合のいいようにコントロールできる。
今回はその 5つの方法を紹介したい。

1 ）間口の広い一般的な話から仕掛ける
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他社事例というのはイメージが湧きやすく、それが呼び水となって顕在的な課題や潜在的な期待が表
出しやすくなるので、是非とも多用して欲しい。
「社名はお出しできないのですが、ご同業でも間接コストを削減するために、業務フローを見直して、
親会社のシステムとは別にこのパッケージソフトを導入された例も数社ございます。」
といった感じだが、この話の後に相手は必ず、その成果や苦労した点、更にはリスクなども質問して
くるので、「場の空気」が活気を帯びるだけでなく、相手の現状や課題など提案に必要な情報が入手
しやすくなる。

2 ）他社事例を介在させる

業界や企業のそれぞれの部門によって、タイミング毎に「旬のネタ」というものがある。
全企業、官公庁、自治体に共有の「旬のネタ」「ホットなキーワード」をあげるなら、2019 年の現時
点であれば「働き方改革」になるだろう。
これは相手との共通言語になるので、最も対話が成立しやすくなるため「場の雰囲気」も熱気を帯び
やすい。
また、無口な担当者やコミュニケーション能力が高くない相手であっても「旬のネタ」であれば、対
応しやすいものなので、「場の雰囲気」が白けてしまう可能性は最小だ。

3 ）ホットなキーワードを投げる

同業界、同業種の話題も上記のホットなキーワード同様、相手との共通言語になるので、お互いの距
離を縮めるには絶好の話題だ。「ここだけの話」「私たちにしか分からない～」という暗黙の了解、限
定感も緊密さを醸成する。
アカウント営業の場合は、コンプライアンスに反しない限り「XXXの再開発の案件、F社さんが落札
したようですね。サブコンは未だ決まってないみたいですが～」といった情報交換的に仕掛けるケー
スが多い。
「業界ネタ」は話題にも事欠かないと思うので、たくさん仕入れて、アップデートをルーティンワー
クにしたい。

4 ）同業界、同業種の話題を振る

自社の実績は相手に安心感を与え、本音ベースの情報が共有できるようになるので、特に新規顧客の
場合は冒頭から実績を強調したい。
「全体の販売シェアでは現在 4位ですが、大型機の販売シェアは 50%を超えていますので、御社には
自信を持って提案させて頂きます。」とか「社名は出せないのですが、某大手ネット通販の倉庫でも
使用されています。」といった事実は自信を持って言い切って欲しい。そうすることによって「場の
空気」が前向きになるので、あなたにとってもいい商談になるはずだ。

5 ）自社の実績を明示する



6. 相手の興味を喚起する 8つの視点
顧客のニーズを引き出せる
「営業トーク 8パターン」を例文付きで解説
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「顧客は何を知りたいか？」をパターンにあてはめて準備ができる
【顧客】【トーク】の例文 8

プレゼンの説得力を最大化する基本原則は 3つある。

まずは顧客の興味・関心を引くことができなければ、宿題も出ないし、次の訪問の約束を取り付ける
こともできない。
どういう話題だと相手は興味を持ってくれるのか？
とういうトークだと相手のニーズが引き出せるのか？

それは相手が「何を知りたいか？」を類推することによって、明確になってくるものだが、それらを
あらかじめ想定し準備しておくことによって、商談化し、次の段階に進めることが可能になる。
ここでは、その 8パターンの切り口と実際の営業トーク例を紹介するので、自身の業界用にアレンジ
して、試して欲しい。

※以下 1）～ 8）は、顧客の興味・関心を喚起するための切り口。【顧客】が相手の状況、【トーク】が顧客の
興味、関心に着火させるトーク。

「顧客から宿題がもらえない」「2回目訪問、3回目訪問につながらない」「クロスセルの提案ができ
ない」というのは営業パーソンの共通の悩みであり、管理職の共通課題に違いない。
実はそれらの根本原因は「どういう話題なら顧客が興味を持って下さるか？」という顧客の顕在ニー
ズに応える情報武装が足りないことや潜在ニーズを引き出すトークができていないことにある。
逆にそれさえできれば、誰でも簡単に次の段階に進めるので、今回はその方法について共有したい。

1 ）今抱える課題をどうすれば解決できるのか
売れる営業となるための最も有力な情報になるので、社内にある納入事例をこうした視点で分析し
て、営業トークとして使えるように準備しておきたい。

【顧客】IT 技術者のリソースが不足。特に地方の自治体や企業に営業同行ができずに営業機会を失
          っているSIer( システム開発会社 )

↑
【トーク】『自社でもやっている方法を紹介させていただきますと、営業だけ普通に訪問してSE

  （IT 技術者）はタブレットなどの画面から自然に商談に参加するクラウドサービスが好評
なのですが、次回はそのデモを…』

顧客

トーク
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２ ）他社はこうした課題にどう対処しているのか
顧客が欲しいのは、自分達の課題を解決する方法やそのためのヒントになる情報だ。
類似性のある課題に他社がどう対処しているのかは、喉から手が出るほど参考にしたい情報なので、
必ず食いついてくる。

【顧客】仕事ができる人に業務の負荷が集中してしまっている現状の中で、働き方改革をどう進めて
　　　  いけばよいのかに課題感

↑
【トーク】『成功されている企業さんには共通点があって、やはり負荷を分散するために人を投入さ

れていますね。ただ、その投入の仕方にちょっとした仕掛けがあって…。よろしければ次
回、その内容を細かくご紹介しましょうか？』

顧客

トーク

3 ）最大公約数的な課題
顧客の課題が特定できない場合は、鎌をかける意味で最大公約数的な話題を振るところから始めた
い。

【顧客】売り手市場の中で新卒が採用できない中小製造業

↑
【トーク】『独身寮を充実させて、地方の高専や大学にアプローチする方法もありますが、冒険とか

マリンスポーツで、3ヵ月連続で職場を離れることができる年間 9ヵ月とかの勤務体系が
あれば、超一流の人材が取れる可能性もあるようですが…』

顧客

トーク

4 ）具体個別の解決策、ソリューション
落とし処となる製品やソリューションが固定化されている場合は、そこからの逆算で相手が持って
いそうな課題を投げてみる。

【顧客】全国展開のため、営業パーソンが全国に散らばっており、移動コストの面からも集合教育が
          やりづらい

↑
【トーク】『そういうお客様のために集合研修とOJTのいいとこ取りをしたオンライン研修がござい

まして、そこでロープレもできるようになっています。よろしければ、次回、デモを…』

顧客

トーク
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5 ）先進事例
先進事例は相手の関心の強弱、本気度を量ったり、潜在的課題を顕在化させたい場面で有効だ。

【顧客】業務改革の最中、間接部門のコスト比率の高さに課題感を持っていそうな企業グループ

↑
【トーク】『企業グループの中で、思い切ったシェアードサービスとBPOで収益力を改善させたN

社さんの事例がございますが、次回、事例をお持ちしましょうか』

顧客

トーク

6 ）同業界、同業種の情報
ライバル会社の動向を、営業パーソンを通して情報入手する人が多いので、コンプライアンス上問
題のない範囲で、トーク化しておきたい。

【顧客】納期回答に時間がかかり過ぎであることを顧客から再三指摘されるが、改善が進まない某社

↑
【トーク】『品質に対するこだわりの裏返しかもしれませんね。ちなみに、ご同業のO社さんの納期

回答は徹底的にシステム化されていますので、差しさわりない範囲で申し上げますと…』

顧客

トーク

7 ）ヒントになりそうな異業種の事例
共通点のあるネタであれば、顧客にとっては参考になるので、できるだけ多くの情報を集めておき
たい。

【顧客】全国に散らばる小口の取引先を営業パーソンに任せても、代理店に任せても結局フォローで
          きず休眠顧客化してしまうことに課題感
↑
【トーク】『これ、異業種の某ビール会社の例ですが、コールセンターから定期的に電話でフォロー

する年間プログラムを採用して成果をあげた事例がございます。参考までに次回お持ちし
ましょうか？』

顧客

トーク

8 ）ホットなテーマ
業界で最も注目を集めているネタは鉄板ネタになるので、必ず準備したい。

【顧客】自社の売上に貢献するSEOを行うには、どうしたらいいか分からない

↑
【トーク】『メインキーワードで 1位になっても、売上につながらなければ意味がないので、細かい

技術の前に、まずはUXを高めるため御社のユーザーに関しまして何点かお聞きしてよろ
しいでしょうか？』

顧客

トーク

これらをあらかじめ準備しておき、慣れてきたら状況に応じアドリブで対応できるようにしていきた
い。



7. 相手の真意を読み取るための質問方法
クライアントの本音を引き出す
5つの質問テクニック

顧客の真意を量り、本音を引き出す質問のテクニックとコツ

相手の本音を引き出す際に用いるのは 5種類の質問の技術だ。
具体的には「確認法」「鎌かけ法」「択一法」「深堀法」「小さな同意獲得法」になるが、これらの方法
について、実例を用いながら解説していく。
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「本音と建前」という言い方があるが、クライアントは、なかなか「本音」で語ってはくれない。
なので、自然に「真意」を引き出すコミュニケーションができたり、「本音」で語れる人間関係が構
築できている営業パーソンの業績だけが高くなるのだ。
しかも、その難易度は方法さえ知っていれば、誰でもできるくらいに簡単なので、今回はその質問の
仕方を共有して読者全員に営業の成長を味わって欲しい。

1 ）確認法
使い勝手がよく、効果も高いので今や最も代表的な質問法になっている。
例えば「1点確認させていただきたいのですが、現在の運用コストに課題感といったものはお持ち
でしょうか？」といった言い方。
こういう流れで聞かれると、この流れに乗って、自然と現状の課題が頭に浮かんで、話しやすくな
ってしまうのだ。

逆に“1点確認させていただきたいのですが”という枕詞的なフレーズがなく、「現在の運用コスト
に課題感といったものはお持ちでしょうか？」という質問には、どこか唐突な印象を感じないだろ
うか。
相手がその話を聞きたくて、営業パーソンを呼んだケース以外では、いきなり「現在の運用コスト
に課題感といったものはお持ちでしょうか？」と問われても、相手は瞬時に「えっ、なんで、そん
なことをあなたに話さなければならないの？」と思ってしまう。
不思議なものでその質問の前に“1点確認させていただきたいのですが”というワンフレーズを加え
ただけで、唐突感が解消されるだけなく、もう一歩進んで“現状起きていることを話してみようか
な”という気持ちが促されるのである。

2 ）鎌かけ法
これは「運用コストに 100 億円以上かけている大手さんでも、一部パッケージを導入する企業さん
も出てきましたが、御社でも、そのあたりの方向性については…」といった感じの質問法になる。
「鎌をかける」というのは、自分が知りたいことを相手に自然にしゃべらせる誘導質問のことである。
この鎌かけ法の注意点は“運用コストに 100 億円以上かけている大手さんでも、一部パッケージを
導入する企業さんも出てきましたが”の誘導部分の現実味が高くないと効果が半減してしまうので、
鮮度の高い内容を選択したい。
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5 つの質問法

3 ）択一法
択一法は「御社は全国拠点の購買を集中させてコスト低減を追求するスタンスなのでしょうか。そ
れとも集中購買ではなく、それぞれの商圏に合った品揃えを追求するため、個店なりエリアごとに
、購買機能を持たせるスタンスなのでしょうか？」といったふうに「どちらなのか」を尋ねる質問
には本音が鮮明に出やすくなる。二者択一がシンプルだが、「あるいは」でつないで 3つめの選択肢
を加えても構わない。

4 ）深堀法
深堀法というのは、その名の通りクライアントの発言に対し「その背景というのは…」といった深
掘りする質問で、ドリルダウンしながら相手の本音や真意に近づく質問法になる。
人事評価制度を変更することになった某社の人事部長に対し、「10年以上続けられた評価制度を変
更されるということですが、その背景にはどのようなことが…」といった深堀質問を投げかけ本音
に近づくテクニックだ。

5 ）小さな同意獲得法
人は小さな同意については警戒心が緩むので、この心理的特性は活かしたい。例えば、何かの紹介
や説明の後に「この辺り、ご同業他社の事例がございますが、次回、お持ちしましょうか？」とい
った相手からの「はい、お願いします」という同意を得る質問だ。

相手が「Yes」と言いやすい質問を仕掛けるのがコツだが、その際の返答の仕方だけでなく、表情
からも真意を推し量りたい。興味がなかったり、警戒しているなら軽々と「Yes」とは言わないの
で、その約束を取り付けた段階で「脈無しではない」と判断していい。
この文脈で、「実は事例もたくさんありまして、御社の課題に一番近いものを持参したいのですが…
」と展開させれば、どんどん相手の本音に接近していけるようになる。
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8. 顧客の課題を裏から把握する方法
売れる営業の「情報収集」「顧客ニーズの抽出」方法…
裏を取るコツを紹介

まずは直接、商談相手とのコミュニケーションの中で「裏を取る」際のコツから。
基本的に最も重要なのが、相手が「言っていること」を鵜呑みにするのではなく、「その背景」を明
確に把握するまで聞き切ること。

具体例としては相手の「言っていること」が

● 事実なのか
● 個人的意見なのか
● 推測なのか

をより分ける質問をして、必ず「裏を取る」こと。業績が低迷している営業パーソン、ヒアリングが
下手な営業パーソンは個人的意見や推測に振り回されていることが多いので、ここは最初に注意した
いポイントだ。

同様に課題を引き出せたとしても、それが

● 現場の課題なのか
● マネージャークラスの課題なのか
● 役員クラスの経営課題なのか

の差に注意しながら情報を収集していきたい。もちろん、それらすべてに共通する課題であれば案件
化するが、現場の課題をマネージャークラスや役員クラスは「課題」ではなく「愚痴」「その位のこ
とは現場で片付けられること」と判断して案件化しないケースも少なくないので、「誰が」そのこと
を課題と言っているのかを判別して対応しなければならない。

それらの確かめ方、「裏の取り方」を紹介しておくと、推測して確かめる、いわゆる「鎌をかける」
方法が代表的だ。
「確認質問」とも言われるが、「一点、確認なのですが、今、課長がおっしゃったクラウド化のお話は
すでに中期経営計画（中計）的な計画に織り込み済みになるのでしょうか？」といったような言い方
だ。

計画化されていれば、既に全社課題として案件化する可能性が高いし、「いや、まだそこまでは…」
ということであれば、部門内での検討段階か課長の問題意識のレベルなので、その上位層の見解が情
報として必要になってくる。
その際には自社の役員やトップを使って、顧客の役員、部長レベルの情報を取ってもらう方法や自社
のソリューションや技術情報を用いて、相手に役立つ情報提供や提案を通じて、案件の優先順位を高
める動きを進めて行きたい。

ジャーナリストや捜査関係者の間でよく「裏を取る」という言葉が使われる。情報や供述の真偽を確
認するという意味だが、実は“売れる営業”が行っている情報収集や顧客の課題の抽出とは、ヒアリ
ングというよりこの「裏を取る」行為に近い。
今回はその方法について紹介する。

商談相手から直接「裏を取る」方法
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次に商談相手からではなく間接的に「裏付け」や情報を収集する方法を 3つ紹介しておきたい。

間接的に「裏」や情報を取る方法

1 ）相手の別の部署の人に尋ねる
例えば、営業の窓口が設計部で 6課体制の場合、1課の課長に 3課の状況を聞いたり、3課の課長
に資材部のことを聞いたりする方法だ。
不思議なもので、自分の部や課のことについては余り話さないのに、噂話同様に他部門のこととな
ると、いきなり雄弁になる人もいるし、逆に自部門については情報交換がてらに、ある程度話して
くれるものの、他部門については一切口にしないのがマナーとしている人もいるので、ここは相手
の特性を考慮しつつ進めたい。

2 ）ステークホルダーに尋ねる
具体的には相手の取引先や紹介者、仲介者に尋ねる方法。特に相手の顧客からはタイムリーでリア
ルな情報が入るので、ことあるごとに情報網を築いていきたい。

3 ）同業者との情報交換
業界や企業によっては同業者との情報交換が禁止されている場合もあるが、逆に定期的に情報交換
の機会を設けている業界もあるので、ここは業界ルールに従って欲しい。
あるいは業界団体で法人組織を設けているケースでは、そこの役員などを通じて最新情報を入手し
ておきたい。
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9. 間違いを起こさない質問の仕方
顧客の課題をヒアリング～
質問上手の営業パーソンがする 6つの方法

そもそも初対面の相手やそれほどの人間関係がない顧客に対し、「御社の課題は何ですか？」と尋ね
た瞬間、相手は心の中で「なんでそんな重要なことを初対面の、しかも営業パーソンに話さなければ
ならないの？」と条件反射的に思ってしまうものだ。
要は「御社の課題は何ですか？」という聞き方は、きわめて“上から目線”なので、顧客のほうが話
を聞きたくて、訪問を依頼したケース以外では使ってはいけないフレーズなのだが、ここが分かって
いない営業初心者がかなり多い。

営業活動において最も重要なのが「顧客の課題をヒアリングすること」だとは営業パーソンの誰もが
知っている。
しかし、よほどの人間関係や目に見える実績がない限り「実は…」と事実を話してくれる相手は少な
いので、それが聞き出せるか否かが営業パーソンの業績の明暗を分けることになる。
ところが、自然に相手が話し始めてくれる聞き方さえ知っていれば、誰でも簡単に顧客の課題をヒア
リングできるようになるのだ。

「御社の課題は何ですか？」は使用禁止用語

課題を聞き出すのに、「御社の課題は何ですか？」というフレーズが使えないとなると、どう聞けば
いいのか。
ここでは、“上から目線”にならない 6つのヒアリング方法を紹介しておきたい。

間違いを起こさない 6つの質問の仕方
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1 ）オープンクエスチョン
これは話が発展しやすい間口の広い問いかけで、もっともオーソドックスな聞き方になる。

例えば、「完全に売り手市場が定着しましたが、昨今の新卒採用に関しまして、どのような課
題感をお持ちでしょうか？」といったヒアリング方法だ。
上で使用を禁止した「御社の課題は何ですか？」という質問の前に、下線部のような 1フレーズを
加えるとどうだろう。
“上から目線”度が解消しているとは思わないだろうか。これが超文脈依存言語である日本語を上手
に操る技術だ。
言っておくが、これは「コミュニケーションセンス」ではなく単にそれを知っているか、知らない
かだけの「技術」なので、知っていさえすれば誰でも使いこなせるようになる。

2 ）Yes or No
こちらはいわゆる同意か反意かを問うクローズドクエスチョンなので、相手の意思や考え方が明確
になりやすい。

「現状の費用対効果につきまして、課題感などはございますか？」という聞き方だ。
リスクとしては「いや、特に…」などとあっさり「No」と言われてしまうと二の句が継げなくなっ
てしまうので、ここはその前に他社事例を話すなど相手が乗ってきそうな前振りも重要になる。

3 ）Which（二者択一）
こちらもクローズドクエスチョンなので、相手の考えが明確になりやすく、AorBなので
上記 2) のように「No」で話がクローズされることも少なく、使いやすい。

「優先順位的には、若手のスキルアップとシニア社員のモチベーションアップとでは、どちらを先に
…」といった問いかけになる。

4 ）呼び水となるひとネタ後の質問
これは呼び水トークの流れに乗るので、相手が回答しやすくなる聞き方になる。

「“『働き方改革』のしわ寄せが課長層を直撃している”といったご相談が多いのですが、御社では何
か特に課題といったことは…」といった感じで、下線部が呼び水の部分だ。
呼び水のネタは「確かに…」と相手が納得する内容でなければならないので、事前に準備しておく
ことが望ましい。

5 ）婉曲的な質問（遠まわしな質問）
これはストレートに聞くことが失礼になったり、その場の空気にそぐわない場面での差し障りのな
い聞き方になる。

例えば「確かに人員さえ揃っていれば、内製化がベストだと思いますが、逆に御社でアウトソーシ
ングを利用している分野については、何が内製化のネックだったのでしょうか？」という流れにな
る。

6 ）ストレートな質問
営業パーソンのキャラクター、相手のキャラクターや場面においては、単刀直入に課題を明確にし
たほうがいいケースもあるので、その際の聞き方になる。
「まずは、最初に解決されたい課題というのは…」という感じだが、ストレートな質問であったとし
ても、「御社の課題は何ですか？」と聞くのと、下線部を加えた聞き方では相手の印象が随分違うと
いうことも押さえておいて欲しい。

最後に繰り返すが、こうした聞き方は「センス」ではない。上記で示した例をあなた自身の営業に移
し替えて、フレーズを作って使えば誰にでも簡単に使いこなせるようになる。
なぜなら、所詮、何十年も毎日使ってきた「言葉」なのだから。
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10. 自社商材をよりよく見せるアピール方法
相手に役立つと思わせる…
自社商材をよりよく見せる 3つのセオリー

自社商材をよりよく見せるには以下の 3つのセオリーに従うのが効果的だ。

営業とは自社の製品やサービスを「説明すること」ではなく、顧客のニーズや課題に対し、自社商材
が「いかに役に立つかを訴求すること」である。今回はこの売れる営業の最も重要な 3つのセオリー
を解説する。

自社商材がいかに役に立つかを語るには

自社商材の説明より先に、それによってもたらされるベネフィット（恩恵）について語る

営業ツールに記載された順番ではなく、相手が知りたい順に話す

実際の導入事例、ユーザーのコメントを交えて話す

1

2

3

「自社商材分析」の回でマーケティングミックス 4Pを紹介し、その構成要素の 1つ「Product」で
もベネフィットについて紹介した。
そこでは「顧客が欲しいのはドリルではなく、1/4 インチの穴だ」という名セリフを紹介したが、こ
の短いフレーズが売れる営業の核心を象徴している。
結局のところ、自社商材の性能や競争優位性は営業の段階では変えることができず、既に定まったも
のだ。

それを顧客により魅力的にアピールするには、もはや変えることができない「商材」のほうではなく、
顧客のニーズや課題に焦点を当てて、その背景や発生のメカニズムを共有し、そこで自社商材がいか
に役に立つのかを語るしかない。

1 ）自社商材の説明より先に、それによってもたらされるベネフィット
  （恩恵）について語る

145 キロのストレートをより速く見せるのと同じ
要は顧客の課題をどこまで深堀りして、その問題の本質を押さえた上で、その解決のベストチョイ
スとして自社商材を語れているかがポイントになる。
これはプロ野球投手の配球に例えると分かりやすい。150 キロ台のストレートを投げられる投手が
いたとする。
もちろん、それが彼の強みであることは間違いないが、この強みをより生かすには、150 キロ台の
ストレートの逆の球、つまり遅い球も投げられるとグッと投球に幅ができ、強打者でも打ち取りや
すくなるそうだ。
いわゆる「緩急を使う」と表現するが、150 キロ台連発の後の 152 キロより 120 キロ台のカーブや
チェンジアップといった遅い球の後の 145 キロの方が速く感じるだけでなく、極端に打ちにくくな
るという。
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実際に強豪の社会人チームの選手達に聞いたところ、カーブやチェンジアップといった遅い球の後
の 145 キロをヒットにするのはかなり難しいらしい。それが 150 キロになるとバットにすら当たら
ないということだ。

つまりはあなたの商材の強みが 150 キロに届かない 145 キロだとすれば、それが 150 キロ台だと
顧客に語ることはできない。
しかし、150 キロ台のストレートだけで勝負する以上に相手に魅力的に感じさせることはできる。
そう、「緩急を使う」すなわち、顧客のニーズや課題を掘り下げ、「うちの事情に詳しい」「かゆいと
ころに手が届く」「うちみたいな会社にピッタリな提案」と相手に思わせる段取りで商材アピールを
行うのだ。
自社商材をただ語るのではなく、それによってもたらされる恩恵、利益、結果を魅力的に語るとい
うことを実践して欲しい。

ついつい私たちは営業ツールやパンフレットに記載された順番に説明したくなってしまうが、相手の
ニーズや課題に応えることのできる商材の「機能」や「特長」を最初に話すほうが確実に案件化率は
高くなる。
顧客のニーズからして、関心があるであろうことが持参した 16ページ立ての営業ツールの 5ページ
目に記されているとしたら、迷わずそこからスタートしたほうがいい結果をもたらす。

2 ）営業ツールに記載された順番ではなく、相手が知りたい順に話す

営業パーソンが自社商材の強みや魅力を語るということは、どこまで行っても「自画自賛」「手前味
噌」からは脱却できない。
相手にとってはその信憑性は懐疑的で、時に「眉唾（まゆつば）」と感じてしまうのはもっともなこ
とだ。
せっかくのアピールポイントがそう解釈されるのは残念なことなので、そうさせないために実際の導
入事例を語るとともに、そこでユーザーのリアルなコメントを交えたい。
そうすることによって信憑性が増すばかりでなく、相手のイメージも湧きやすくなるので、その準備
もしておきたい。

3 ）実際の導入事例、ユーザーのコメントを交えて話す



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
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