
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「売れる営業養講座」
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. 営業補完スキル・営業の心構え 概論
売れる営業パーソンの特徴とは？
テクニックや心得を解説！
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営業である上、取引先の担当者とは良好な関係を築きたいもの。たとえ、ソリが合わないと感じる相
手であっても、うまくやっていく必要があるのは当たり前の話。そのためには、営業は相手に好まれ
るキャラクターを「演じる」必要があるのだ。

また、売れる営業がクライアントの印象の残るためにやっている小さな工夫も、注目したいポイント。
ちょっとした工夫で、競合会社の営業パーソンと差がつけられるのであれば、学ばない手はない。

このカテゴリーでは、ストレスを溜めずに、取引先の担当者と良好な関係を築きつつ売れる営業にな
るための心得として、以下の 5つのポイントを各記事で解説していく。

1. 売れる営業と売れない営業、どこで差がつく？

2. 自分に合う／相手の好む営業スタイルを見つける

3. クライアントの記憶に残る一工夫がある

4. いざというときに役立つ人間関係・人脈を作る

5. 売れる営業が持っている成長のための心得



1. 質を高めるための量の重要性を学ぶ
営業の成長の臨界点を超えるには
「行動量（営業量）」を重視すべし

営業パーソンにおける「量質転換」とは何か？

もちろん、のべつまくなしに量をこなせと言っているのではない。あれこれ試行錯誤を繰り返しなが
ら、まずは量を意識してほしいと言っているのだ。
なぜなら、哀しい現実かもしれないが、営業の世界の「質」というのは「量」からしか生まれないか
らだ。このことを先人達は「量質転換」と言葉を使って、その事実を後進に伝えている。

「量」というのは 1日の見込み客への電話の本数、顧客、取引先への訪問件数といったコンタクト件
数、見積の作成件数、提案書の提出件数に数えられる行動の総量を指す。
30年以上、数万人の営業パーソンを見てきたが、条件が一定であれば、これらの「量」と営業の業
績、営業パーソンとしての成長は、営業を始めて 3年間は正比例する。

この「量質転換」の事実は英会話の学習と全く一緒だ。英語を苦手とする日本人は多く、英会話スク
ールやWeb上での英語学習も盛んだが、日本人が英語をクリアに聞けるようになるには一般的に延
べ 1000 時間が必要と言われている。
しかも学習時間と上達度は比例せずに、延べ 1000 時間を超えた途端に、突然聞けるようになるとい
うものだ。
つまり 1日、1時間ずつ聞くなら、英語をマスターするのに 3年間は必要になるし、3時間なら 1年、
できるかどうか分からないが 1日 6時間聞ければ半年、1日 12時間聞ければ 3カ月で英語をマスタ
ーできるという訳だ。

だから英語圏に短期留学でもホームステイをして 3カ月間英語漬けの日々を送るほうが、早く英語を
習得できるということで、多くの人々が合理的な方法として留学を選択してきた。
営業の習得もこの英語習得パターンと全く一緒だ。ある一定のレベルを超えるには、延べの量が絶対
不可欠になる。
例えば、電話でコンスタントに新規のアポイントが
取れるようになるには、1万件の架電、勝つ見積も
りや提案書が書けるようになるためには 300 本、
といった成長臨界点が存在するのだ。
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「営業は量で決まる」。何が決まるかというと目先の業績も、これからの営業パーソンとしての人生も
決まってしまうと言ってもいいくらいだ。
なぜなら、営業の「質」は「量」からしか生まれないからだ。
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働き方改革の渦中で、どのように「量」を追求すればよいのか？

働き方改革が進行し、残業が否定される中で、そんな量をいったいどこで行えばいいのかという疑問
があるかもしれないが、そもそも新規のアポイントを取るための 100 件の電話に 1日は必要ない。
顧客訪問も 1日 3件程度なら楽勝のレベルに違いない。顧客訪問を 1日 3件とするなら、外出して
いない時間に顧客への電話やメールの量も相当数をこなせるはずだ。

例えば、取引先 1件当たりの電話時間、これが長いと量がこなせなくなるので、極力、端的な短いや
りとりにしなくてはならない。
電話が長いというのは相手の時間を奪っていることにもなるので、注意を払いたいところだ。
見積や提案書も営業パーソンが作成するのであれば、売れている先輩のテンプレートや見本、手本を
駆使してとにかく“下手の考え休むに似たり”の状況をつくらないことに尽きる。

さて、この「量質転換」の話は“20代限定”、もしくは営業に配属されて 3年未満の営業パーソンに
向けてのメッセージのつもりだが、それ以外の営業パーソンも知っておいて欲しい。
「営業の成果に必要なのは量なのか、質なのか」というのは一見、究極の選択にも思えるが既に結論
が出てしまっている。
学生時代の「部活動は練習量なのか、練習の質なのか」「勉強は時間なのか、やり方なのか」という
素朴な疑問と全く一緒の議論で、ここを間違ってしまうと、その後の成長が著しく遅れてしまうので、
確認の意味を込めて、もう一度共有しておきたい。
営業パーソンとして、成長の臨界点を超えるためには「行動量」が大事なのだ。
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2. 7 つのキャラクターを使い分ける方法
「自分は営業に向いてない」と思ったら…
7つ以上のキャラを持とう

「営業に向き、不向きはない」。
これは、30数年間営業の世界にいて、様々な企業の営業パーソン数万人の育成に携わって気づかさ
れた事実だ。
あなたのそのままのキャラで勝負できる方法はいくらでもある。誰が何を言おうと、あなた自身、そ
してそのキャラを大切にして欲しい。

確かに、ビジネスパーソンは「Oさんは営業に向いている」「Kさんは営業向きじゃない」という話
をしがちだが、それは単なる主観に過ぎないことが多いので、ことの真偽は怪し過ぎる。
更には、自分で「営業に向いてないんじゃないかなぁ」と思ってしまったり、仕事で何かブルーにな
ってしまうことがあると「自分は営業に不向きなのでは」と感じてしまったりということも少なくな
い。
しかし、それは 100%近く誤った自己認識なので、なんのプラスも生まないどころか害にさえなって
しまう。

明るく元気なキャラの営業パーソンは、一見「営業向き」に思えても、顧客の側が、そんな表面的な
ことより先読みのできる気の利く営業パーソンを好んでいたら、営業では成果を出すことはできない
のだ。
職業柄、これまで様々な業種の「全国第 1位」の営業パーソンに会ってきたが、ことごとく「っぽく
ない」人だった。
たまに自分の描いた「トップセールスパーソン像」に近い人が現れてホッとしたと思ったら、その人
は事務局スタッフで、当人は隣の風采の上がらない営業パーソンにすら見えない人だったりもした。
その繰り返しの中で、内向的なトップセールスがいかに多いかということと、どんなキャラでもそれ
を強みとして活かす方法、弱みをマイナスにしない方法があることにも気づかされた。
どんなキャラにも強みがあるのだ。

「営業に向き、不向きはない」。
なので、あなたのキャラクターが営業に向いているか否かで迷ったり、悩んだりする必要は全くない。
今回は自身のキャラを武器にする方法論を紹介する。

そのままの「あなた」で十分成果は出せる

そもそも他人から判断される私達のキャラはひとつではない。
例えば、仕事では「常に受け身で、自分からは何ひとつ発言しようとしない」Mさんがカラオケにい
った途端に「司会まで買って出て、歌いまくる」Mさんになっていたりする。
同じ人物のはずなのに、仕事のMさんしか知らない人はMさんを「積極性が足りない人」と思って
いるはずだが、カラオケでのMさんしか知らない人は逆に「とても積極的な人」と思ってしまう…。

7 つ以上のキャラを持とう
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ここでは仕事上とカラオケでのMさんしか紹介していないが、親や兄弟姉妹の前ではまた違うキャ
ラのMさんになっているかもしれない。妹さんがいるなら、彼女の前ではお兄さんキャラという可
能性もある。
会社に同好会的な野球部があって元高校球児のMさんがエースで 4番だったりすると、野球部内で
の彼は頼れるチームの柱というキャラに違いない。

つまり、私達 1人ひとりに内在しているというか演じているキャラというものは、結構な数になるし、
しかも相手との関係性で決まるという側面もある。
精神科医や心理学者に言わせれば、キャラが 1つの人ほどココロを病みやすいという。
たった 1つの「イケてない営業パーソンキャラ」なんて幻想にすぎないので、そんな単一キャラに囚
われてはならない。「キャラの数の理想は 7つ以上」とも言われるが、そのことをまずは理解して欲
しい。

そして、自分にはどんなキャラがあるのかをリストアップして、担当する顧客ごとにどのキャラがふ
さわしいか、あるいはマイナスにならないかという基準で当てはめてみるのだ。本来自分が持ってい
るキャラなので、すぐに実行できることに気づくだろう。
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3. 顧客に合わせたキャラクターを演じる
イヤな顧客に当たってしまったら…
「死神」も使う営業のストレス軽減法

昔から今と同じように「イヤな客」なんて、いくらでもいた。下手をすると「パワハラ」「セクハラ」
という概念が希薄だった昔の方が多かったかもしれない。

そうした「イヤな客」に当たってしまった時の具体的な処し方を上司なり、先輩社員が伝授してくれ
たなら、それが理由で退職なんてことには至らなかったろうに、そうした際に適切なアドバイスもな
く、１人悶々と悩み、退職を決意する若手営業パーソンがいるとしたら残念でならない。
そんな不幸を日本の営業から払拭するため、ここでその対処策を共有しておきたい。

取引先の担当者との関係は友人とは違う。要はソリが合わないと感じる相手であっても、なんとなく
苦手と思う相手であっても、お互いに会社の窓口として、うまくやっていかなければならない。
今回は顧客の窓口がどんな相手であっても、ストレスを溜めず良好な関係を築ける極意を紹介したい。

イヤな顧客に当たってしまったら…

まずは、最も重要な営業の本質から紹介しよう。

営業とは「演じる」ことである―――。

「公私」という言葉があるが、営業パーソンとしてのあなたは「公」としてのあなたなので、生まれ
持った本来の「私的」な部分の性格やキャラクターとは分けて対応すべきなのだ。
つまり、どんなにイヤな相手であっても、それは某社の営業パーソンを演じている役柄に対して相手
がイヤな対応をしているだけで、「私的」な部分のあなたを責めているのではない。
少なくともこの「区別」が絶対に必要で、ここがスタートラインだ。

営業とは「演じる」こと

次に、先天的であれ、後天的であれ、現在の「素の自分」のキャラクターで営業を行うのではなく
、取引先の担当者が好むであろう営業パーソンを演じるのだ。
もっと言えば、「売れる営業パーソン」を演じて欲しいのだが、まずは手始めに「相手が好むであろ
う」営業パーソンを演じることから始めよう。

「そんなこと言ったって、どんな営業パーソンを好むかなんて分からない」という読者は、相手の話
し方、テンポ、抑揚、姿勢などを真似てみる“ミラーリング”からスタートしたい。
人間というものは、自身と類似性がある人に親近感をもったり、そう感じる人と友達になったりする
ものなので、その特性を最初から利用してしまうのが“ミラーリング”の手法になる。
もし、それで効果がないなら、“ミラーリング”の真逆も試して欲しい。
「恋愛と営業が同じ」という説には異論を唱えたいが、人は「自分にないものを持っている人に惹か
れる」という恋愛の特性は営業でも活かせるところがある。

相手が好む営業パーソンを「演じる」
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それでもダメなら今度は「精神科医」を演じてみよう。
「取引先のK課長は何で社外の私に対して、いつもこんな不機嫌な態度で対応するのだろう？」とい
う疑問に対して、できるだけ多く推測としてその要因をリストアップしていくのだ。
例えば、家庭生活がうまくいっておらず、そのイライラが月曜朝一に訪問する自分にぶつけられるの
かもしれないし、対人関係がずっと苦手だったので技術者になったのに、管理職になってしまい社外
との折衝役を担わされ、厭々やっているのかもしれない。
自分にとってどんなイヤな相手であっても、そうなっている理由が分かれば、少なくともそこから来
るストレスは大幅に削減されるので試さない手はない。

重要なのは、このように様々な可能性を勘案しつつ、顧客に合うキャラクターを模索していくことだ。
そのココロは、相手の性格は絶対に変わらないということ。その性格をコントロールできる自分に変
わるために、「精神科医」を演じるというわけだ。

最後に最終兵器も紹介しておこう。最後の最後に演じるのは「死神」だ。
言っておくが、この方法はヨーロッパの貴族に仕える召使に古くから伝わる技で、それが日本の接客
業の一部に伝播し、ごく一部の営業の世界でも使われるようになった方法になる。

どうしようもなくイヤな相手への対処策として、「この人は 3ヵ月後に死ぬ。しかし、そのことを知
っているのは自分だけ。さて、この 3ヵ月でこの人に何がしてあげられるかを自分に問う」というや
り方だ。
この技を使う局面がないことのほうが望ましいが、知っているだけでストレスが軽減されるという効
果もコッソリ伝えておきたい。

メンタルヘルスケアのために「死神」を演じる



10

4. 売れるためのイメージトレーニング法
売れる営業になる 2つの
イメージトレーニング法と自己暗示

「売れる営業」になるためのイメージトレーニング法と自己暗示を 3つの方法に分けて解説したい。

まずは、目の前にある商談や新規開拓の各プロセスの推進にあたって、楽観的なシナリオと悲観的な
シナリオの 2つをざっくりとイメージしておきたい。
これら 2つのシナリオを描いておけば、現実は必ずその間を推移するので、すべてが想定内のことに
なり、効果的な「次の一手」が打ちやすくなる。
このイメージの描き方だが、情景を頭に浮かべながら小説を読んだり、感動した映画やドラマを後日
頭の中で再び想起したりするように登場人物、行動、言葉をできるだけリアルにイメージして欲しい。
楽観的なシナリオ通りになれば理想的だし、それは、先を読む力に優れている証拠なので、素直に喜
び、自信を持つべきだ。

営業力とは「イメージを描く力」でもある。断片的な情報の中からこの商談をどう進めていけば最も
受注率が高くなるかという全体イメージ、あるいはキーパーソンになかなかたどり着けない人事部の
ゲイトキーパーをどう突破するかという具体個別のイメージがどれだけリアルに描けるかが、その後
の明暗を分ける。
更に、そこに「必ずうまくいく」という自己暗示が加わると業績が好転し始めるので、今回はその方
法を紹介していく。

必ず「楽観的なシナリオ」と「悲観的なシナリオ」の 2つをイメージする

しかし、営業力向上のための多くのヒントは悲観的なシナリオの方にある。これは 2つ目の方法にな
るのだが、悲観的なシナリオはただイメージするだけでなく、その自社や自分にとってよろしくない
状況になりつつある時を想定し、そうなったらこうする、ああなったらこうするというシーン別、具
体個別の対応策、「次なる一手」を断片的で構わないのでイメージしておくのだ。
そのイメージがリアルであればある程、現実にそうなった時にまるで反射神経のように対応策が矢継
ぎ早に展開できるので、事態を自社や自身に都合のいい方向に好転させることができるようになる。
実際、自分達にとってマイナスな状況というのは、起こってからでは遅いということが少なくないの
で、「後始末」ではなく「前始末」、つまりは準備をしておきたい。

もちろん、悲観的なシナリオや自分達にとってマイナスの状況でなくても、客先に向かう電車の中で、
その日の商談の流れをイメージし、どういう雑談から初めて、相手が乗ってきたら、何の話に展開す
るとか、逆に乗ってこなかったら何の事例を話すかといったことなど、いくつかのパターンを繰り返
しておきたい。
相手が話す課題を想定しておいたり、どういう課題ならどのような事例を紹介しようかとイメージし
たり、ありがちな数パターンは繰り返しておきたい。
念のため、クルマで営業している人は、運転中は運転に集中してもらうとして、駐車した後の２～３
分間、このイメージトレーニングをしてから客先に向かうとか、客先に向かって歩きながらイメージ
するようにして欲しい。
結局のところ、イメージできたことは実際に行動に移せるために、普段からこうしたイメージトレー
ニングの習慣のある人は短期間で売れる営業パーソンに成長していく。またその習慣が弱い人には是
非ともイメージトレーニングに取り組んで欲しい。

「そうなったらこうする」、「ああなったらこうする」というイメージをしておく
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そして、最後は「必ずうまくいく」という自己暗示だ。「必ずうまくいく」と信じられる根拠だが、
これは自社の製品やサービスの競争優位性に求めてもいいし、技術陣、制作スタッフのスキルや実績
でも構わない。
あるいは競合の誰よりその顧客のことを知っているとか、しっかりと準備を重ねたからといったこと
でもいい。
要はその根拠は何でもいいし、もっと言えば、これといった理由のない「根拠のない自信」だって構
わない。
そう、それが「妄想」であっても、成果が上がれば、営業パーソンとしての成長につながるなら、そ
れが正しい「やり方」なのだ。
初心者ゴルファーでも、ベテランゴルファーでもやってしまう「池ポチャ」は、実は池を目にした途
端、無意識に池を狙ってしまうからだそうだ。
それと同じで、たとえ、それが最初は根拠のない自信であったとしても、無意識に自身をよい方向に
進めてくれ、それでいい方向に進むなら、やらない手はないではないか。
新人の頃、自分も多くの諸先輩からそう指導されたし、自分の周りを見ても営業で頭角を現した人達
の共通点でもあるので、自己暗示は絶対に薦めたい方法だ。

たとえ根拠のない自信でも「必ずうまくいく」と自己暗示をかける
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5. 顧客の興味を引く仕掛けの工夫
売れる営業のテクニック！
クライアントの印象に残るための「仕掛け」とは

当たり前のことだが、私達営業パーソンは本部が作成した共通のカタログや製品のパンフレットを使
って営業する際、商談ごとに新品の冊子を持参し、それを顧客にお渡しして、指し示しながら順次分
かりやすく伝えようしているはずだ。
その際、どんな工夫をすれば、相手の印象に残るだろうか？

例えば、その商談で、カタログやパンフレット冊子のすべてのページが必要となることは、ほとんど
ないはずだ。
通常は重点的に伝えたい箇所、重要なページというものが存在するものだが、そこに予めでも構わな
いし、その場でも構わないが、付箋的なものを貼っておくと、商談後、お客様がそのツールのその箇
所の内容が必要になった時に直ぐに見つかるので、「ちょっと違う営業パーソンだ」と確実に相手の
印象に残る。
ツールの中でお客様にとって重要な箇所やポイントになる箇所はその場で、指し示すだけではなく、
ラインマーカーや赤ペンなどで、その箇所を囲んだり、何かを書き込むのも相手の印象に残る行為な
ので、どんどんやって欲しい。
中には真新しいパンフレットやカタログに自分が何かを書き込むのは、汚してしまうようで抵抗があ
るという向きもあるかもしれないが、あなたが帰った後、2度と開かれることのないカタログになっ
てしまうより、はるかにいいだろう。
無機質なカタログやツールに、あなたのマーキングや筆跡を残すことによって、初めてそのツールが
あなたと顧客のものになるという意味合いもあるので、ためらわずに足跡ならぬ筆跡を残して欲しい。

営業パーソン自身は気がついていないに違いないが、売れる営業パーソンとそうでない人達とでは、
営業ツールやカタログの使い方 1つ取っても全くやり方が違う。
業績の高い営業パーソンは必ず、相手の興味を引く「仕掛け」を工夫している。
今回はそうした簡単なのに効果的な「仕掛け」について共有したい。

営業の仕掛け 1：お客様の印象に残るツールの使い方
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あるいは、メール、SNS全盛の時代だからこそ、手紙やハガキは顧客の印象に残るという点では最
も効果がある。
文字が下手だとついつい手紙を敬遠しがちだが、文字の上手下手は相手にとっては全く関係ないので、
下手なりに丁寧に書けば逆に効果的な位だ。
それでもまだ、ためらいのある人に朗報を。
エマメイ先生自身は「字が下手」といったレベルではなく、これまでの人生で自分より字が下手な人
にはたった 1回しか出会ったことがない。
最悪、文章はパソコンで作成し、署名だけ自筆でという方法もあるので、とにかく手紙を出す方向で
考えて欲しい。
また、直筆かパソコンかに関わらず、手紙やハガキを利用する際のテクニックとして、重要なことや
一番伝えたいことは本文に書くのではなく、「追伸」「PS」に記した方が相手には伝わるという技も
知識として知っておくといい。

これも相手の印象に残る「仕掛け」の 1つだが、切手の使い方のコツも紹介しておこう。
やってはいけないのは、62円でも 82円の普通切手や料金別納と印刷されたものを用いることだ。な
ぜなら当たり前過ぎて相手に何の印象も与えないどころか、ちょっと事務的な印象すら与えてしまう
からだ。
なので、そうならないよう古くから記念切手が好まれて使用されてきたし、今なら特殊切手と呼ばれ
るキャラクターやカレンダーの図柄のような芸術性に優れた切手やシール切手が定期的に発売されて
いるので、用途に応じ、こうした切手を用いた方が相手の印象には残る。
ついでにいうと、セミナー案内を持参でなく、郵送する場合も料金別納の封書より、こうした特殊切
手を組み合わせて使った方が、相手には配慮が伝わるので開封率は高くなる。
もちろん、パソコンで印字された宛名より毛筆の方が開封率は高くなるが、コストを考えるとこの特
殊切手作戦は侮れない方法だ。

さて、これらの「仕掛け」の共通点だが、すべてほんの「ひと手間」なのだが、これを顧客への配慮
という人もいれば、「気が利く」と表現する人もいる。
今更、「気が利く人になりましょう」とは言わないが、ちょっとした「ひと手間」がかけられると売
れるようになるので、まずはこの配慮について、できることから始めてみよう。

営業の仕掛け 2：相手の印象に残る切手の使い方



6. モチベーション低下を防ぐ自己分析
営業のモチベーションアップ！
「やる気」をコントロールする 3つの法則
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営業の業績やビジネスパーソンとしての成長は、モチベーションの高低やその継続性に大きく左右さ
れるものだ。
しかもそのモチベーションに着火させる自身の「やる気スイッチ」は、それがどこにあるかを分かっ
ている人、分かっていない人、瞬間湯沸かし器のようにすぐに着火する人、「冷え性」と揶揄される
くらいになかなか着火しない人など、個人差が激しい。
しかし、実はその方法を知っていさえすれば、モチベーションは自身で簡単にコントロールできるよ
うになる。
今回は自分で自身のモチベーションをコントロールする方法を紹介したい。

モチベーションダウンは健康な精神状態である証拠

健康な人のモチベーションはバイオリズムのように上がったり、下がったりするものだということを
ご存じだろうか。
なので、その特性を仕事に活かすにはモチベーションが上がった状態をいかに継続させるか、下がっ
たモチベーションをどれだけ短期間に復活させて再浮上させるかという、理にかなった向き合い方が
必要になる。
仕事における「やる気スイッチ」の入り方は個人差があるものの、大きく 3つに分類できる。
精神科医の和田秀樹先生、フジテレビ系列「ホンマでっか !?TV」で大ブレイクした心理学者の植木
理恵先生、上智大学教授で教育心理学者の那須正裕先生、そして筆者・エマメイ先生が共著でかつて
出版した「部下のやる気を 2倍にする法」（ダイヤモンド社）では“3つの法則、9つの原理、26の
方法”としてその具体策を発表し、多くの企業で採用された。
ここではその 3つの法則の概略を紹介する。

人はどんなに小さくても「希望」が見えた瞬間にモチベーションが湧く

まずは「希望の法則」から。
私達人間は希望が感じられた瞬間にやる気が湧くようにできている。逆に希望が見えない時には、や
る気も出て来ないというわけだ。
では、どうすれば日常の営業活動で希望が見えて来るのだろうか。
最も代表的なのは目標や予算を「十分にやれそうだ」と思えるサイズにまで小分けして、具体的な行
動に落とし込むこと。
例えば、2億円の予算目標。
そのままではとても「やれそうにない」かもしれないが、ここが知恵の絞りどころで、既存顧客から
の基礎売りで例年通り 1億 2000 万円程度は確保できるとして、残り 8000 万円を四半期で 2000 万
円ずつに小分けして、その額をクリアするための方法をあれこれ考えてみる。
更なる小分けとして、最初の四半期の 2000 万円は既存顧客へのアップセル、クロスセルで 500 万
円、人間関係の良好な顧客から新規の取引先を紹介してもらうことで 200 万円程度を積み上げ、前
回の展示会での名刺交換＋アンケートでニーズのありそうな約 300 社のフォローから受注率 5%程
度でも 1000 万円以上はいけそうな見込み。
そうなると不足額は 300 万円程度なので、大口でなくても新規で 1～ 2社受注すれば達成可能だし、
新規でなくても 300 万円程度であれば既存顧客へのアップセルで受注できるとすると十分に達成可
能な数字に思えてくるというわけだ。
目の前の目標の難易度が「十分にやれそうだ」と思える大きさに思えた瞬間、あなたのやる気スイッ
チはONになる。
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人は「充実感」や「達成感」が味わえると思えた瞬間にやる気が出る

2つ目の法則は「充実の法則」。これを達成感と読み替えても構わないが、人は今の行動をそのまま
続けていけば、「きっと充実感が味わえるのだろうな」と予感できた時、モチベーションが湧いてく
るようにできている。
この特性を利用したモチベーションアップの方法やモチベーションダウンからの復活方法は軽く 10
数個はあるのだが、代表的なものを 1つ紹介しておくと「自己決定」を使うことだ。
人は人から命令されたことより、自分で決めたことのほうが頑張れるようにできている。
これまであなたもどの部活に入りたいか、どこの学校に入学したいかといった無数の選択があったは
ずだが、その選択を親に決めて欲しいと思っただろうか、それとも自分で決めたいと思っただろうか。
「やりたい」「チャレンジしたい」という自分の気持ちが、強いモチベーションリソースになることに
説明はいらないだろう。
しかし、営業の仕事では予算や重点商品、重点市場の決定は本部や上司に決められてしまうことも少
なくない。
そんな中でも、せめてその重点顧客の攻略方法や、営業の進め方といった「やり方」については自分
で決めるという「自己決定」のメカニズムを活かすのが賢い

出典：部下のやる気を 2倍にする法（ダイヤモンド社 2004 年）

ギスギスした「人間関係」はモチベーションをダウンさせる

3つ目は「関係の法則」、職場や取引先との人間関係のことだ。お察しの通り、私達は職場の人間関
係が活性化しているとシナジー効果（相乗効果）が作用して自分の持っている力以上のものを発揮で
きるし、成長も早くなる。
一方、ギスギスした職場ではモチベーションは最低となり、人がどんどん辞めていくようになる。 で
は、どうしたら職場のみんながモチベーションに満ちた状態になるのだろうか。
鍵は職場のコミュニケーションにある。結局のところ、上司と部下、同僚の相手と自分の間にあるも
のはコミュニケーションしかない。人はコミュニケーションによって励まされ、刺激され、触発され、
モチベーションを高めるからだ。
しかも、ただコミュニケーションを取ればいいのではなく、良質なコミュニケーションはチームを構
成するメンバーが、それぞれに興味・関心を持って、互いに励まし、褒め合い、職場を顧客に対する
話題で満たすことだ。
今のあなたの職場がそういう雰囲気になるように、まず、あなたから小さな行動を起こすことを期待
したい。



7. 目指す営業パーソンの理想像を設定する
目指す営業パーソンの理想像を設定する
誰でも最短で「売れる営業」になれる方法

各社のトップセールスには共通点がある

営業の世界に入って三十数年、四半世紀以上は各社の営業教育のお手伝いをしてきたため、それはそ
れは多くの企業の営業パーソンと深くかかわってきた。

そして、その十数万人の営業パーソンの中で「売れている営業パーソン」あるいはその会社を代表す
るようなトップセールス、業界を代表するようなトップセールス達は、ある共通点を持っていること
に気がついた。
それはみな、営業パーソンとしてのキャリアがスタートした時点、もしくは途中で「師匠」的な人物
と出会っているか、そうした「目指す営業パーソンとしての理想像」を身近に設定していたのだ。

それだけだ。
たったそれだけのことが普通だった人を 1年、2年で「売れる営業パーソン」に成長させてしまうの
だ。
そうした理想像を持つ機会があったか、なかったかだけで、ビジネスパーソンとしてのキャリアに大
きな格差を生み出してしまう現実に触れ、あなたの営業パーソン人生が輝くものとなるよう、その勝
ち組の方法をここで共有したい。

「目指す営業パーソンとしての理想像」とは、人材育成の世界でも「ロールモデル」と呼んで、それ
を持つことを奨励している。そこには見逃せない明白な効果が証明されているからだ。

営業パーソンとして成長していくプロセスには、実は「特別ルート」と表現してもいいくらいに最も
速く、自社のトップセールスに近いところまで上りつめられる方法がある。
しかも生まれつきのセンスや人並み以上の努力もまったく不要という方法だ。
今回はこの誰でも最短で売れる営業に成長できる「魔法」を紹介する。
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ロールモデルを完コピする

さて、ここからは目指す営業パーソンの理想像の設定方法の解説に移ろう。
最も手っ取り早い方法は、身近なところから自分自身が手本としたい、売れている先輩をロールモデ
ルとして選んで、彼、彼女のやり方、考え方をまずは完コピすることから始めたい。
できれば同行営業を依頼して、どんなヒアリング、どんな聞き方をしているのか、どんな間合いの取
り方をしているのか、どんな言葉のキャッチボールをしているのかといった聞き方、言い方に触れて、
自分で模倣できそうなことをまずは完コピしたい。
もちろん、全体ではなく、パートごとで構わない。

身近な所に「そんなロールモデルにしたいような先輩社員や上司はいない」という受講者の声もたび
たび耳にするが、その場合は社外どころか、歴史上の人物やビジネス書の著者に求めてもいいし、テ
レビドラマや漫画の主人公に求めても構わない。
極端な話、ロールモデルがONE PIECEのルフィだった営業パーソンもいるのだ。補足しておくと、
ルフィだったらどう考え、どう行動するだろうかと自問してから、あたかも完コピしているかのよう
に動くのだ。
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ロールモデルというのは総合的に 1人を選択する場合もあれば、営業への取り組み姿勢というかマイ
ンドは大友さん、初回訪問までは伊東さん、提案、プレゼンは藤原さんと科目別の専任ロールモデル
を持つ場合もあるので、それは自身の好みとロールモデル候補の有無で決めればよい。

結果的にロールモデルすら抜いてしまうことも少なくない

結論から言うと、ロールモデルが社内の人間だった場合、必ず、設定したロールモデルのレベル近辺
までは近づくことができる。
結果的には抜いてしまう場合も少なくないのだが、特に新人から 2～ 3年目までは営業の伸び盛りな
ので、現在の自分のレベルなど無視して高いレベルの先輩をロールモデルにして欲しい。
ここは「大きな夢を描いた者勝ち」的な事実があるので、まずは「こういう営業パーソンになりたい」
という理想を明確にしよう。

こうした「念ずれば通ず」というピグマリオン効果は、心理学でも脳科学の世界でも科学的に立証さ
れている効果なので、この特性を自身の成長に使わない手はない。
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8. 自分の知識を補うための人間関係の構築
営業力の差は社内人脈の差が原因！？
レバレッジを効かせた社内人脈の作り方

そもそも「人間検索力」とは何なのか？
文字どおり「うちの社内でビッグデータのデータ分析に一番詳しい技術者がどこにいるか」「最新の
決済システムに精通しているSEがどこにいるか」を瞬時に想起できることであり、更には「自分が
その該当する人物を思いつかない時、知らない時に、誰に聞けば分かるか」というその「誰」を持っ
ているかどうかのことである。

例えば、社員数が数万人規模、数千人規模の企業や組織となれば「どこに何に詳しい人がいる」なん
てことはほとんど分からない。
該当者を探す母集団すら、これまで一緒に仕事をしたことがある別の部署の人に、せいぜい同期の社
員が加わった程度だろう。
しかも営業―技術、営業―設計、営業―SE、営業―製造といった部署をまたぐ関係で、オフィスや
工場が別々だったりすると、別部署の知り合いの増え方というのも遅々たるものだ。
更には、何かのきっかけがないと部署をまたぐ関係というものは生まれないという事情もある。

そんな現実とは裏腹に、今日のように営業する製品やサービスはどんどん進化、高度化、専門化され、
営業パーソンの製品知識や技術知識では、顧客からの技術的な質問に即答できないケースが年々増加
している。
当然、高度で専門的な質問の中には、「自社の誰に聞けばいいのだろう」と首をひねってしまうもの
も混じっている。
こうした場面で、いったんは宿題とさせていただいたものの聞くあてがないと、回答は遅くなるばか
りで、顧客には「回答の遅い会社」という
印象を与えてしまう。
これは営業的には致命傷だ。

インターネットは営業の分野においても革命を起こした。ネットとともに「情報検索」が信じられな
い位に身近で手軽なものとなったため、各営業プロセスの中でも「情報検索」が当たり前のルーティ
ーンとなっている。
しかしながら、このイノベーションは全営業パーソンに等しく訪れたために、業績格差をもたらす要
因とはならなかった。
実は営業パーソンの業績を大きく左右したのは「情報検索力」ではなく「人間検索力」の方だったの
だ。
今回は売れる営業パーソンになるために必須の「人間検索力」について解説したい。

情報検索より人間検索
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さて、ここからは現実を話そう。
すでに読者のみなさんは「社内人脈」というキーワードを頭に思い浮かべているかもしれないが、20
代、30代前半の営業パーソンの「社内人脈」には限界があるので、そこには余りこだわらないほうが
いい。
むしろ、先に述べた「自分がその該当する人物を思いつかない時、知らない時に、誰に聞けば分かる
か」という「誰」の「社内人脈」を利用するのだ。つまり、人脈のレバレッジを利かせようというわ
けだ。

ここは「他人の褌（ふんどし）で相撲を取ること」に徹し、「人脈」という言葉を使うなら「社内人
脈のハブ」となる人を 3名以上は確保しておきたい。
その 1人は上司であることが理想だが、別にかつての上司でも先輩でも構わないし、隣の課のグルー
プ長でも構わない。

できれば、技術部門出身の営業パーソンといった異質のキャリアの人脈も頼りにしたい。
IT 業界で技術出身の営業パーソンが売れる営業になりやすいのは、かつて所属した技術部門に知り合
いが多いというアドバンテージによるところが大きいからだ。
であれば、その知り合いを拝借しようではないか。

喫煙者は、タバコ部屋友達でもいい。
タバコ部屋の登場と共に、まことしやかに囁かれていたのは「喫煙者の新人の方が早く成長する」と
いうことであったが、その真偽はともかく、タバコ部屋で顔なじみの先輩社員が増え、言葉を交わす
ようになった末、「〇〇の件だったら、金融 3部の XXが詳しいから、俺が連絡しといてやるわ…」
的なやり取りが頻発していたことは確かだ。
その関係構築をしたくて、タバコを吸わない新人がコーヒー片手にタバコ部屋に定期訪問するといっ
た不健康な活動も耳にするくらいだから。

情報検索は誰にでもできるが、人間検索は意識している人だけがアドバンテージを得る。
業績格差を生む領域だけに、是非、人間検索力を高めて欲しい。

他人の社内人脈を利用してレバレッジを利かせよう
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9. 困ったら聞ける人脈を築く方法
仕事を成功に導く
「使える人脈」作りのための 5つのポイント

タイトルで「有意義な人脈作り」といっておきながら何なのだが、本当は「人脈」というのは「作る
もの」というより「できるもの」に違いない。
よく「同じ釜の飯を食った仲」という言い方をするが、そういう中で自然に生まれた人間関係が仕事
における人脈の中核を成すということを、1つ目のポイントとして押さえておいて欲しい。
従って、学生時代のクラスメイト、部活やゼミの先輩後輩から始まり、入社した会社の同期、先輩、
後輩、新人時代や 20代頃の取引先関係者といった人間関係が、人脈と言われるものの出発点となり
やすいのだ。

なぜなら、それらは利害関係がないところでの人間関係だからだ。
厳密には取引先関係者とは利害関係があるはずだが、何かを一緒に乗り越えたり、トラブルを解決し
たりしたという一蓮托生の関係性は信頼関係を生みだすので、異動になっても、転職しても関係が続
きやすい。

営業において「人脈」というのは、それに勝る武器がなかなか思いつかないほど強いカードになる。
社外人脈は、営業に必要な様々な業界の直近の課題を知る上での情報網となったり、営業対象となる
窓口を把握する上で有益な情報の入手先となってもくれる。
あるいは、時として営業窓口を紹介してくれることさえあるので、営業パーソンが貴重な人脈を持っ
ているか否かが、その業績の明暗を分ける。
そこで今回は仕事を成功に導く、有意義な人脈作りの 5つのポイントについて共有する。

人脈は「作るもの」ではなく「できるもの」

2つ目のポイントは「圧倒的支持者」＋「広く浅く」の双方を意識すること。
人脈というのは「圧倒的支持者を持つこと」と「広く浅くでもとにかく数を増やすこと」のどちらが
望ましいのかは、残念ながら場合による。
例えば、ターゲットとなる顧客が限られている業界特性を持つ営業であれば、「圧倒的支持者」を人
脈に持つほうが営業的には有利に働く。
逆にどういった業種、業態でも見込み客になる商品特性があれば、「ツテ」の多さがモノを言う。

あるいは「広く浅く」の人脈は営業だけでなく、情報交換やそもそもどんなニーズがあるのかという
マーケティング調査の場面で大きな助けとなる。
そんなことから、「圧倒的支持者」か「広く浅く」かという二元論にせず、両方を意識するのが賢い。

3つ目のポイントは、人脈形成は 20～ 30代が適齢期ということ。
実は 40代ともなると、役職者となったり、リーダー的な役回りとなるので、その「役職」に人が寄
ってきて、利害のない人間関係が構築しづらくなってしまう。
要はそこでできた人間関係は「金の切れ目が縁の切れ目」になりやすいということだ。
逆に 20代あるいは 30代前半は、こちらにも権限がなく、取引先の担当者にも権限がないので、「平
社員同士」の半ば「同志」みたいな関係となる。
そこから、お互いに課長職、部長職と階段を上っていくと良質の人脈ができやすい。

人脈は「圧倒的支持者」か「広く浅く」か
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4 つ目のポイントは 20代のうちは「利他」「Give&Give」で通すこと。
もちろん、「Give&Take」の関係が健全ではあるのだが、「人脈構築適齢期」の 20代のうちは「Giv
e&Take」より「Give&Give」の意識でいた方が人間関係は広がりやすいし、深まりやすい。
そのあなたの姿勢を逆手にとって、あなたを利用しようとする人が出てきたとしても、「今後は距離
を置いた方がいい人」という判別の機会となる。

結局、長い目で見ると、人も情報もお金も「利他の人」に集まることになるので、20代の内はあせ
らず、「Give&Give」を通したい。
そして、「Give&Give」も何かきっかけがなければ成立しないが、あなた自身はどんな分野で人から
“頼りにされる存在”なのだろうか。
そこが人脈構築の出発点になるので、その自己分析からスタートして欲しい。

5つ目は人脈のメンテナンスだが、結論から言うと、しても、しなくてもいい。
ここについては、セミナーなどで質問を受けることがあるのだが、メンテナンスをしないと切れてし
まうような人脈なら、所詮その程度の人間関係だったと割り切ってしまっていい。
結果的にメンテナンスになるような機会は、意図しなくても、必然的に訪れることが多いので、その
時に旧交を温めるので十分だ。

中高年になれば、人脈でさえ断捨離や虚礼廃止の対象になる時代、メンテナンスについては自然体で
臨むスタンスでいい。

20 代のうちは「Give&Give」
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10.顧客から頼られるための得意技を持つ
営業が顧客・取引先との信頼関係を構築する
「5つの武器」とは？

顧客とのよいリレーションには必ず「きっかけ」がある。何らかの「きっかけ」があって、顧客が営
業パーソンを頼りにするようになり、その関係がどんどん深まっている状態を「信頼関係」と呼ぶ。
つまりは、いくら「営業には顧客との信頼関係が大事です」と唱えたところで、顧客のほうが頼りに
してくれなかったら、絵に描いた餅だ。
ではその信頼関係の素（もと）になるモノとはいったい何なのだろうか。
ここでは、その中の代表的なモノを5つ解説したい。信頼の源泉はこれらの5つのいずれか、または
組み合わせなので、持っている要素、持てそうな要素があればどんどん活かして実績につなげて欲し
い。

いったいどうすれば顧客から信頼されるのだろうか？　顧客からの紹介による他部門や他社への横展
開の受注率がずば抜けて高いのは想像に難くないが、そもそも信頼を得ていなかったら紹介依頼を切
り出すことすらできない。
ましてやアップセルに至っては信頼関係がないところには成立しないことから、今回は誰でも真似で
きる顧客から頼りにされる営業パーソンの武器を紹介する。

顧客との信頼関係は何らかの「きっかけ」から構築される
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例えば初対面であっても、顧客に役立つ情報が提示できたとしたら、相手は営業パーソンを「会う価
値のある人」とみなす。
初回訪問であっても相手が抱える問題や課題の真っ芯を射貫くような解決策、解決のヒントになるよ
うな情報が示せれば、次から相手は「頼りにするスタンス」で、商談に臨むはずだ。

もちろん1発で相手の信頼を勝ち得ることが難しいなら、数で勝負する手もある。1つひとつの情報に
はそれほどのインパクトはなくても、「常に何か新しい情報をもたらしてくれる人」を目指して、訪
問の度に相手に役立ちそうな情報を提供し続けるのも、効果は絶大だ。

1）役立つ情報

上記のように相手に役立つ情報であれば、確実に信頼関係構築の糧になるが、その時は直接役に立て
なくても相手から「あの営業パーソンは情報量が多い」と印象づけられれば、頼りにされる存在にな
れる。
しかも、その情報は独力で集めなくても、情報が集まる社内外の「情報のキーパーソン」を押さえて
おけば定期的に最新情報を入手できるし、更には事情通と呼ばれる人との情報交換により情報量を倍
増できる。

情報というものは使い回せるものなので、コンプライアンスに反しない限り、A社で聞いた話をB
社、F社のM部長から聞いた話をK社のY部長へ話すことが可能で、その循環の中で情報量は加速度的
に増加していく。

2）情報量

いわゆる人脈、人的ネットワークも顧客から一目置かれ、口には出さなくても頼りにされる要因に
なっていることが多い。
シリコンバレーでAI関連の投資先をウォッチしているベンチャーキャピタル、労使関連に強い弁護
士、最新の人事評価制度に精通しているコンサルタントといったハイエンド系ばかりが、有用なネッ
トワークではない。

普通でいいのだ。自分の人脈の範囲内で新しい取引先を紹介したりするレベルのほうが現実的である
し、プライベートで気の利いた店やいい家庭教師を紹介するといったことでさえ信頼関係の素になる
ので、自分自身の人的ネットワークも意識して育てていきたい。
ちなみに出身大学や出身高校の同級生や先輩、後輩、部活関連が人的ネットワークの基盤となること
も少なくないので、大切にすべきだ。

3）人脈、人的ネットワーク、紹介

専門分野がある営業パーソンは間違いなく有利なため、営業管理職の半数以上が技術者出身といった
業界もある。技術者時代に培った知見と経験を顧客が頼りにするからだ。
その得意分野は仕事に限ったことではなく、学生時代に打ち込んだ野球やサッカー、音楽などに範囲
を広げても構わない。
元甲子園球児のスラッガーが飛ばす320ヤードのドライバーはゴルフ好きなら一度は見てみたいだろ
うし、相手の会社が草野球のリーグに参加していたりすると、試合の助っ人として頼りにされたりす
るものだ。

4）専門分野、得意分野

熱意というのは人柄の一部分かもしれないが、場合によっては営業パーソンの熱意を信頼の根拠とす
る顧客がいる。
提案内容や製品の機能、品質、価格が同じなら、営業パーソンの熱意で最終決定を下すという判断
だ。
心理的な判断というより、営業パーソンにここまでの熱意があるなら、「何かあっても逃げずにやり
遂げてくれるだろう」という合理的な判断に基づく。

以上が顧客との信頼構築のための5要素になるが、すべてが揃っている必要はないので、「できそう
な」モノから試してみよう。

5）熱意
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[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
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で・・・
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営業スキル強化 の為のオンライン学習サービスです。
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バック
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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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