
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. 営業力の源泉・モチベーション管理 概論
営業が辛い時に読もう！
モチベーションアップの方法

03

営業はストレスの多い仕事だ。トラブルや商談がうまくいかなくて落ち込むことも多々あるだろうし、
アポが取れなくて嫌になることもあるかもしれない。

人間であれば気持ちの浮き沈みがあるのは当然のこと。むしろ、いつもやる気に満ちている方が危険
な状態かもしれない。

しかし、落ち込んでばかりいては、売れる営業にはなれない。モチベーションが高い状態をいかに長
引かせ、その一方で、落ちてしまったモチベーションをいかに短期間で再浮上させるかが、売れる営
業になるためのポイントになる。

この「営業力の源泉・モチベーション管理」カテゴリーの各記事では、自分のモチベーションを左右
する要素を把握し、うまくコントロールしていくコツなどを、以下の 4つのポイントで解説していく。

1. 営業はストレスが多い仕事。モチベーションを上げるには？

2. 自分のモチベーションを左右する理由を分析しよう

3. ロールモデルがいなくてどう頑張ればいいかわからない時の対処法

4. 何をモチベーションにしていいかわからない時には？



1. なりたい姿を営業に役立てる法
営業モチベーションを上げたい時に！
営業ストレスと向き合いこころに火をつける方法

“「なりたい自分」になるために、営業力がどう役立つのか”を考える

今も昔も営業は非常にストレスの溜まる仕事だ。社内外の人間関係による板ばさみ、業績のプレッシ
ャーだけでなく、トラブルやクレームの際には矢面に立ち、顧客からの理不尽な要求に対しても上手
に落しどころを探らなければならないのだから。
正直、心配事で憂鬱な時は営業のスキルアップどころではないし、「この程度でいいや」と思ってし
まった瞬間に営業の成長は止まってしまうのだから厄介だ。

こうした営業のストレスやプレッシャー、そして「この位でいいや」という悪魔の声に打ち勝つには、
営業力の向上が自身の人生にどれだけプラスの貢献をしてくれるかをリアルにイメージにしておくこ
とが大いに役立つ。
今現在の営業がどうこうよりも、未来の自分を自分の理想形に近づけるために、営業力の向上がどの
ように役立つかを明確にして欲しいのだ。

それは 5年後、10年後、20年後、30年後に「どうなっていたいのか」という「なりたい自分像」
をざっくりでいいので、描いてみることから始まる。その際のポイントは、自身の実力から考えて…
などという謙虚な姿勢はひとまず捨て、とにかく何の制約も受けずに「なりたい夢」で描くこと。
もっと言えば、あなたが 20代前半であれば「夢なんてどうせ叶うのだから、できるだけ大きい方が
いいよ」と言いたいくらいだ。
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営業のストレス、弱気、「この位でいいや」といったネガティブエネルギーに打ち勝ち、更なる高み
を目指そうとするには、どうしたらいいのだろか？
今回は「将来はこういう自分になりたい！」という営業力を高める動機に着火させる方法を紹介した
い。
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私は物心ついて半世紀以上経つが、職業がら、世に言う成功者達にたくさん会って話を聞いてきたし、
会食もしてきた。
あるいは自分の身近なところからもたくさんの成功者が生まれたが、彼ら、彼女らの共通点がそこだ
ったので、あなたにも薦めているというわけだ。
私の世代もあなたの世代も偏差値や出身校というものに未来を縛られてきたけれど、18歳の勝ち組
や 22歳の勝ち組のほとんどは、その後 55歳の勝ち組にはなっていなかったので、そういうことに
も囚われずに、大きな夢を描いて欲しい。

例えば

 ● 営業力を身に付けて 30代で独立開業したい

 ● トップセールスになって、同期トップでマネージャーに昇進したい

 ● 実績を作って外資に転職、50歳までに稼ぎまくってリタイア、ハワイで暮らしたい

といった将来のざっくりした夢を描いて、その後に中間地点の目標を描いていくのだ。
そういった大きな人生の目標がクリアになると、こころをざわつかせてしまうような営業上の厄介事
や心配事があっても、「この程度でいいや」という悪魔のささやきがあっても、「もう 1件だけ電話し
てみよう」といった前向きな気持ちで対処していけるようになる。

疲弊してしまった時ほど、視点を自分の明るい未来に向ける

もちろん、毎日のルーティーン自体が余りにストレスフルだと、疲弊してしまって、前向きに意義を
見出だせなくなることだってある。
私自身、30余年前には寮のベッドで「宇宙人が襲来してきて、明日、東京がなくなってしまえばい
いのに…」と真剣に考えていた。
ビジネス書を出版するようになるまで、そうした心の内を表出したことはなかったが、ある時、トッ
プセールスだった女性の後輩Kさんから、休日に坂道を自転車で下っている時に「誰か私を轢（ひ）
いて」と願った瞬間があったと聞いて、私も痛く共感して当時の心境を初めて吐露したことを思い出す。

その時、売れない営業パーソンもつらいが、売れたら売れたで周りも期待するし、それがプレッシャ
ーになって心を病む手前くらいに苦しかったが、自分だけじゃなかったんだと知って、肩の荷が下り
た気がした。
「明日、東京がなくなってしまえばいいのに」も「誰か私を轢いて」もまともな精神状態ではないし、
そこから先はレッドゾーンというサインに違いない。

そんな異常な精神状態から解放されたのも、その時の現状を直視せず、視線を自分の未来に向けて、
そのために必要なパーツとして期限を切って、営業力の向上に向き合ったおかげだったと思う。
もし、あなたが当時の私達と同じ状況だとしたら、なおさらのこと、スイッチを切り替えるように目
先を変え、視線をあなたの未来に移して欲しい。
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2. モチベーションリソースを活用する
仕事が辛いと感じたら…
自分でモチベーションアップさせるコツ

私達人間のモチベーションというのは、バイオリズムのように上がったり、下がったりするのが健康
な状態なのだそうだ。
会社も上司も自分でさえも「上がりっぱなしの状態」を期待するかもしれないが、それは躁うつ病の
躁状態を継続させるような状態なので、むしろ「疾病と紙一重」になってしまうようだ。
心の状態を健全にしておくためには、適度なバイオリズムを刻むことが不可欠ということになる。
なので、この特性を営業という仕事に活かすには、モチベーションが上がっている状態をいかに長引
かせるか、逆に落ちてしまったモチベーションをいかに短期間で底を打たせ、再浮上させるかという
工夫が生理的に正しい行動というわけだ。
これをセルフ・モチベーション・コントロールという。

今回は、そのエネルギー源であるモチベーションリソースをポジティブエネルギーとネガティブエネ
ルギーとに分けて解説したい。

「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。

セルフ・モチベーション・コントロールを営業に活かす

まず、ポジティブエネルギーだが、私達が「頑張ろう」「ベストを尽くそう」と思った時、私達の中
はポジティブエネルギーに満たされた状態になるわけでだが、どういう理由か、何がきっかけになっ
たのかは人によって少々異なる。

例えば、

 ● 「20 代でトップセールスになりたいので、前倒しで経験をつみたいから」

 ● 「このチームが 1位になることに貢献したいから」

 ● 「お客様にも、会社にも評価されたいから」

 ● 「達成感を味わいたいから」

 ● 「将来は独立したいので、生きていくスキルとして最強の営業スキルを身につけたいから」

といった感じだが、リアルであればあるほど効果は高い。
できれば、長期的にモチベーションを維持させるモチベーションリソースと、ここ一発の勝負どころ
で発揮する瞬発力的なモチベーションリソースを区別して、その双方を持っていたい。

せっかくなので、あなた自身のモチベーションリソースをここでハッキリしておこう。
これまでを振り返り、あなたは「どういう時にモチベーションが湧いてきただろうか？」
人から期待された時だろうか？

あなたのモチベーションリソースを明確にする
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自分自身が何かの目標を決めて、達成しようと行動に移した時だろうか？
誰かに褒められたいと思った時だろうか？
誰かに勝ちたいと思った時だろうか？
このチームの一員であることを誇りに思っていた時だろうか？
どうか時間を取って、ゆったりした気持ちで振り返って欲しい。そして、頭で考えるだけでなく、ノ
ートでもスマホでも構わないので、必ず紙に書くか、入力して、その日の日付を書いて、後で振り返
れるようにしておきたい。
その上で、何のために日々ベストを尽くすのかについて「自分自身の解」を心の中で繰り返すのだ。
毎朝、自宅を出るまでに声に出すのもいい。
効果は折り紙付きなので、是非試して欲しい。

次にネガティブエネルギーを紹介する。
リクルートの新人時代、当時、営業のスーパースターだった I さんに「売れる営業パーソンの条件」
について聞いた時の彼の返答が今でも鮮明に残っている。
それは「明るくて、ノリがよくて、腹の中に鬼が棲んでいる人」というものだった。その時はまだ知
らなかったが、この彼の言う「腹の中の鬼」がネガティブエネルギーの正体だ。

「腹の中の鬼」をモチベーションアップの糧にする

実際に多い例をあげると

 ● 経済的に恵まれない家庭で育った人

 ● 学歴にコンプレックスを抱える人

 ● 容姿や身体的特徴にコンプレックスを持つ人

 ● 母子家庭で育った人

 ● 大きな挫折経験がある人

などだ。

何かが満たされない、何かが欠けているという自分の力ではどうしようもなかった事情を抱えている
人の、それを満たそうとするエネルギーというものは、時として凄まじい程のパワーと執念にも似た
継続性を持っている。
エマメイ先生自身も小 6で父親が事故死して母子家庭となってしまったことから、サイズはともかく
「鬼」はいたに違いない。
更には高校受験や大学受験でも第一志望には進学できなかったので、それなりの学歴コンプレックス
を抱えてきたため、ネガティブエネルギーの恩恵も授かった。
また、それ以上に周りの人間関係やこれまで出会ったトップセール達の多くが、上記に当てはまる人
だっただけに、I さんが言った「腹の中の鬼」については、ものすごい実感を持っている。

もちろん、あなたにこうしたネガティブエネルギーといったものがないなら、それはそれで構わない
し、これから持つ必要もない。
逆に、もし、あるなら絶対にその「こん畜生、今に見ていろ」というエネルギーを営業に活かすべき
だ。
ただし、このネガティブエネルギーは、それが満たされてしまった時には消滅してしまうものだけに、
それがあることに感謝して大切に使って欲しい。
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3. 自分の貢献度をモチベーションに活かす
スランプの時こそ実践したい！
営業のモチベーションを維持する方法

正直に言う。
営業パーソンの仕事というのは、頑張っても報われないことが「少なくない」どころか、報われなか
ったり、成果がでなかったりする方が「よっぽど多い」。
手を抜いていたり、さぼっていたりして成果がでないならともかく、足しげく客先に通い、顧客の言
葉に耳を傾け、言葉の裏にある真のニーズを把握しようとし、関連部門と調整し、上司や本部を巻き
込んだにもかかわらず、競合に負けて失注なんてことはザラだ。
自分なりに工夫して活動しているのに、手応えや成果を実感することができず、「自分は営業に向い
ていないんじゃないか」と悶々した日々を過ごしている人も、営業経験の浅い人の中ではかなりの割
合になるはずだ。
営業パーソンの成果は常に「数字」となって表れるために、「やってもやっても成果がでない」と無
力感がどんどん蓄積され、遂にはモチベーションまで低下してしまうという悪循環に陥ってしまう。

「自己効力感」という言葉を聞いたことがあるだろうか？
頑張っても、頑張っても報われない状況で味わう「無力感」の方が一般的だが、「自己効力感」とい
うのはその逆で、自分のやったことが何かに“貢献できた”“役立てた”と実感することである。
この「自己効力感」は営業力の源泉であり、営業パーソンとしての成長のエンジンとなるものなので、
これを活かさない手はない。
今回はその方法を共有していきたい。

「やってもやっても成果がでない」

そんな悪循環を断ち切り、数字への貢献がまだ見えない中でもモチベーションが維持できる方法を紹
介したい。
もちろん、特効薬は受注であり、受注までは至らないが受注見込のある案件が豊富にある状態がベス
トだが、そうした「いい兆し」のないケースでの対処法だ。

まずは、日々の行動の中で社内外の関係者から「ありがとう」と言われる機会を作り続けることだ。
もっとリアルに表現するなら大きな貢献ではなく、ほんの小さな貢献、取るに足らないような貢献で
いいので、他人から「ありがとう」と言われる機会をできるだけ多く作って欲しい。
値引きや顧客に有利な条件提示ではないところで、相手から「ありがとう」と感謝されるには何を考
え、何をすればいいかに知恵を絞ることだ。
ひと言でいえば、機転、小さな配慮なのだが、例えば、それが商談に直結するものではないかもしれ
ないけれど、相手がコンプライアンスや働き方改革といった社内の仕組みを検討中だとしたら、外に
出してもいい範囲で参考になりそうな自社や他社の事例や研修内容などを紹介するような行動だ。
顧客への貢献のハードルが高いなら、まずは社内から始めることをお薦めしたい。実例でいうと、ホ
ワイトボードを使った営業会議の後に書かれた文字を消し、更にはその消しカスまで雑巾か何かでキ
レイに掃除しておくことも小さな貢献になる。

他人からの「ありがとう」をモチベーション・リソースにする
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または、みんなが面倒くさがる何かの幹事役やコンビニに何かを買いにいくついでに、一緒に誰かの
何かを買ってくるといった雑用的なことを「一日一善」的に実行するのもいい。
“使いっ走り”になれと言っているのではない。これは、自分のためなのだ。業績の低迷が引き起こ
す悪循環を起こさないために、そして、自分のモチベーションを維持するために、他人から「ありが
とう」と言われることで “自己愛”を満たす機会を自ら作っているのだ。

あなたがその行動を続けていると、その変化を必ず誰かが見ていてくれる。その誰かはとなりの部署
のマネージャーかもしれないが、他人が「あなたが行動を小さく変えた」ことに気づき始めると、今
度はあなたの業績にも何らかの“いい変化”が起こるだろう。
ちなみにこの方法は、様々な業績で凄腕の営業パーソンとなっていった人々が不遇の時代、無名時代
に実践していた共通の方法で、効果は実証済みなので是非とも試して欲しい。
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4. 自分の傾向を正しく理解する
「営業に向いていない」と感じている人のために…
長所・短所を営業の武器に変える方法

当連載の「営業補完スキル・営業の心構え」のカテゴリーでも「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という方法を紹介したが、ここでは全く別の方法を紹介したい。
その方法は「自分は営業に向いていない」という大雑把な感覚ではなく、「なぜ、営業に向いていな
いのか」という自己分析でもなく、まずはニュートラルに「自分の特性や傾向を正しく把握すること」
からスタートしたい。
特性という意味では、まずは自分自身の営業に活かせる「強み」と営業に支障をきたしてしまうかも
しれない「弱み」を客観的に自己評価しておきたい。
例えば、「相手の真の課題を引き出すヒアリング力がある」「技術的なことも話せる」「パワポを駆使
した相手に分かりやすい提案資料が作れる」「フットワークがいい」といったことが「強み」だ。

逆に「弱み」というのは「一方的にしゃべり過ぎて、相手の話を聞かない」「時間や納期、締切りに
ルーズ」「初めてのこと、新しいことに躊躇してしまう」といったことだ。
「営業に向いていない」と思っている営業パーソンは、「弱み」はさて置き、まずは営業の武器となる
「強み」を発見し、そこを磨きこむことからスタートしたい。

実は、「営業に向いていないんじゃないか」と思ってしまう営業パーソンへの特効薬は「業績」なの
だ。
誰かの力を借りて上げた受注ではなく、独力で上げた受注が「頑張れば上手くいく」という自信と希
望になりそれまでの“迷い”を消滅させる。
そんな簡単に「業績は上がらない」という営業特性があるのなら、「業績」の手前にある「案件数の
増加」や「案件のステータスのランクアップ」といった成長感が持てる対象で代替したい。
「弱み」に関しては、それらを補って余りある「強み」の総計があるなら、そのまま温存する方法も
ある。
しかし、なんらかの「弱み」が致命傷になって行く手を阻んでいるなら、その「弱み」を分析、分解
し、独力や上司、周りのサポートを借りながら、どこまでなら克服できそうかという線を明確にし、
「弱み」を少しでも改善することにチャレンジしたい。
基本的には営業は「強み」で勝負するものなので、特に「自分は営業に向いていない」と感じる人に
は「強み」をより意識した行動を展開して欲しい。

「自分は営業に向いていない」と悩んでしまったり、とうとう耐え切れなくなって別の部署への異動
を願い出たり、別の職種を求めて転職してしまう人がいかに多いことか。
最初にハッキリ言っておくが、「自分が営業に向いていない」という自己認識はほとんどあてになら
ない。
なぜなら営業パーソンの気持ちの浮き沈みは、業績、上司や職場、営業品目、市場、顧客といったこ
とに大きく左右されるので、それらを十把一絡げにして「営業に向いていない」と自己判断するのは、
そもそも誤っている。
とはいっても、「自分は営業に向いていない」と思っているのは現実なので、今回はその対処法につ
いて共有する。

まずは営業の武器となる「強み」を発見し、そこを磨きこむ
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次に自分はどんなことがあるとモチベーションが上がるのか、逆にモチベーションを低下させる要因
は何なのかという自身の傾向も知っておきたい。
そうした傾向が分かると、セルフ・モチベーション・コントロールがしやすくなるからだ。
実際、モチベーションを上げる要因、下げる要因にはかなりの個人差があるし、更には「自分はどん
な時にモチベーションが上がる人間なのか」なんて研修にでも参加しない限りは考えもしないだろう。

確かに、「やることは増えたのに、年収は減ってしまったのでモチベーションが下がった」といった
感じでモチベーションの低下は自覚するものの、そこには「自分は正当に評価されないとモチベーシ
ョンが下がる人間だ」という自己認識までは至らないことが多い。
逆にそういう人は、自身の業績が正当に評価されればモチベーションを維持できるので、その傾向を、
「評価を高めるために今以上の業績を上げよう」といった具合に、自身の意識を変えることに活かす
ことができる。これがセルフ・モチベーション・コントロールだ。
もちろん、自分ではそうした傾向に気づけない場合は、上司や元上司に客観的な意見を聞くなどして
、自身の傾向を正しく理解しておきたい。

「自分はどんな時にモチベーションが上がる人間なのか」を把握する

出典：リクルート 2年目（1987 年）エマメイ先生の手帳より
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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

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

