
 

【あなたはどっちのタイプ？】

かつては飛ぶ鳥を落とす勢いだったが、
最近は苦戦が続く営業1部の ××部長

・トップ営業マンだった自分のやり方を
　メンバーに押しつける。

・営業目標は「意欲と気合い」で
　達成するもの。

・「考えている暇があれば外を回れ」が口癖。

・教育はＯＪＴ中心。「習うより慣れよ」

・営業は結果が第一。メンバーごとに
　プロセスは違っても、締め日までに
　受注になればいい。

目標から逆算し、
KPI（マネジメントポイント）を設定する

セミナー ＤＭ ＷＥＢ ＤＢ掘起し など

初回面談
（アポイント・飛び込み）

提案【プレゼンテーション】
（デモ・サンプル提示）

見積提出
（価格提示）

受注
（契約）

月間目標予算

案件化率
20％ 必要面談件数

520 件

見積提出率
80％ 必要提案件数

104 件

成約率
30％

必要見積件数
83件

必要受注件数
25 件

5000万円 平均受注単価 ２００万円÷

目標から逆算する

「新規開拓に限らず、強い営業組織
はベテランから若手まで、チーム内の
メンバーが数字に関する共通した意識
を持っています」と、長田氏は話す。

「新規開拓ができる最強組織」のつくり方
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ら提案、見積、受注に至るまで、チー
ムの案件化率や見積提出率、成約率
などの割合がわかっていれば、目標
とする受注件数に対して必要な見積、
提案、面談の件数はそれぞれ逆算で
きる。たとえば、案件化率が 20％、
見積提出率が 80％、成約率が 30％の
場合、25 件の受注を獲得するために
必要な見積件数は 83 件、必要提案件
数は 104 件、必要面談件数は 520 件
となる。文章にすると難しいが、表
計算ソフトなどを使えば簡単にはじ
き出すことができる。

と言っても、それは「目標達成に
向けた気合いと根性のかけ声」といっ
た意味ではない。最終的な目標予算
から逆算し、ＫＰＩ（業績評価の指標）
として、必要な面談件数や提案件数
などの数字をメンバーが意識してい
るということだ。

具体的に説明すると、初回面談か

や は り 、差 を 生 む の は リ ー ダ ー だ ！

あのチームはなぜ、
同じ時間、同じ環境下で
新規顧客の開拓ができるのか。



【あなたはどっちのタイプ？】

あくせくしていないのに、
なぜか早 と々目標を達成する営業2部の ○○部長

・昔ながらのやり方は通用しない。
　市場の変化に合わせて戦う。

・その場限りではなく、
　長期的な視点でメンバーを育成する。

・事前の準備を重視。
　やみくもに電話・訪問をさせない。

・「できない」ことは、
　その理由を探し、対策を立てる。

・営業はプロセスが第一。プロセスを管理し、次のアクションが
　明確になれば、目標はおのずと達成できる。

長 田 氏 に よ れ ば、 ポ イ ン ト は、
＜ NG なチーム＞「受注件数と訪問
件数管理しかしていないケース」、
＜素晴らしいチーム＞「目標（GOAL）
から逆算して、どのプロセスに手を
付ければ良いか明確な作戦を立てて
いるケース」であり、行動管理型マ
ネージャーからプロセス実践型マ
ネージャーに変革することだという。

大切なのは「目標から逆算する」
習慣をメンバーに身に付けさせるこ
とであり、そのことで「自分やチー
ムに、いま何が足りないか、何をす
べきか」が見えてくるからだ。

チームのボトルネックを知る

  「目標から逆算することで、チーム
のボトルネック（弱点）を知ること
ができます」と長田氏は加える。
　新規開拓において、もっとも重要
なプロセスは、なんと言っても、ター
ゲット（見込み）客に電話し、初回
面談（アポイント）の約束を取り付
けることである。
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延べ3万人以上に講演、営業コンサルティング実績
500社以上の営業改革に携わってきた
ソフトブレーンの長田順三取締役は、
「新規開拓ができる組織とできない組織には
明確な違いがある」と指摘する。
さらに、組織や仕組みづくりという点で、
営業部長や課長などのリーダーの
行動や考え方が、その成否を左右するという。
ここでは、「新規開拓ができる最強組織」づくりに
必要なポイントを解説してもらうことにしよう。
制作・東洋経済企画広告制作チーム

うことが大切」とした上で、「USP」、
「何を、どこに、どんな手段で？」と
いうキーワードを示す。
  「 U S P （ U n i q u e  S e l l i n g 
Proposition）」とはマーケティング
用語で、自社の商品やサービスの持
つ独自の強みのことを指す。いわば、
顧客企業がわが社から買ってくれる

　ほかのプロセスに比べて、見込み
客リストから初回アポイントに至る
割合が極端に低くなっていないだろ
うか。実際に、新規開拓が「弱い」
と答える企業は、ここがボトルネッ
クになっているケースが多いという。
　長田氏は「初回の電話で『ぜひ会っ
て話を聞いてみたい』と感じてもら



 

分業の仕組み化の例（リレー型とピールオフ型）

リレー型（引継ぐ）

ピールオフ型（依頼する）

↑ ↑ ↑
名刺入力

初回訪問

営業の仕事を分類（分ける）→組織で分担できる状態をつくる

ヒアリング 見積提案 受注前
フォロー

アポ調整 書類作成 出荷処理

集客 見込み客
フォロー

販売･提案
見極め

ファン化

アフター
チーム

マーケティング
コールセンター

新規アポを増やすためにどちらを選択すべきか？

どちらがリスクが低いか？コストが安いか？効果を出しやすいか？

ケース①
【営業マンが TEL】

ケース②
【派遣・アルバイトが TEL】

■リストをそのまま営業に配り、
　空き時間にアポコールをする方法

結果

リスク

効果
（ROI）

■派遣・アルバイトがアポコールをする

■ほとんどの営業マンが「忙しい」と
　言い訳をし、目標件数に到達しない。
　（対象者が捕まらない。
　1回リストをなめて終了…など）

■1ヶ月で平均50件のアポを獲得。（実例）
　（終日コールに集中できるため対象者が
　捕まる。リストを無駄にしない。
　などが理由）

■アポが目標に行かないので新規
　訪問が増えない。（入口からこける）
■コストをかけて収集した
　リストが無駄になる。
■新規開拓が進まない

■本当に営業以外でアポが取れるのか？
　⇒トークスクリプトで「型」があればOK
■人員を増やせない
　⇒既存メンバーを専属にして分業しても
　良いがそれでも実はコスト高…

■営業Xさん⇒普段は5-10件/月
　年収400万⇒時給3000円だと
　して仮に専属でコールをし、同等の
　50件/月のアポ獲得をしたとして
　も、ROIは派遣Aさんの2倍に…
■リスト獲得コストが無駄に…

■派遣 Aさん⇒アポ50件/月
　時給1500 円⇒1ヶ月24万円
　アポ単価/件⇒4800円　

理由を一言で表現するものである。
　新規開拓を成功させるには、この
USP をメンバーで共有し、「何を（ど
んな商品を）、どこに（どんなターゲッ
トに）、どんな手段で（どんなメディ
アやアプローチで）」訴求するかを検
討し、実行することが大切だ。
　むろん、その方向を決めるのが、
リーダーの重要な役割だ。

最も効果的な手法を選ぶ

　たとえば、顧客へのアプローチにつ
いても、かつてはメンバーごとに違う
ケースが多かった。あるメンバーは飛
び込み営業を得意とし、あるメンバー
はファクスＤＭで多くの受注を獲得す
るといった具合である。中には、アプ
ローチ方法は「秘密」で、「いつ、どうやっ
て売っているのか」とうわさされるよ
うな伝説のトップ営業マンもいた。
　「それがもてはやされたのは過去の
話。現在のチームリーダーは、組織
として営業力を高めていくことが求

営業活動に専念できる
時間を生み出す

「新規開拓が重要なことはわかって
いるが、既存顧客のフォローでなかな
か時間が取れない」という声も多い。

確かに、営業担当者の業務は、引き
合いへの対応から納品の手配、アフター
フォローまで多岐にわたる。「電話した
り、メールしたりできるのは移動時間
の合間だけ」という人も多いようだ。

それに対し、長田氏は「営業担当
者がやるべき仕事とそうでないもの
を分け、組織で分担できる仕組みを
つくることで、新規開拓の時間を生
み出すことができます」と話す。

たとえば、名刺入力や見積書作成

められています。メンバーがばらば
らに動くのではなく、最も効果的な
方法を選択すべきです」（長田氏）。
　興味深い事例がある。それは、長
田氏が勤務するソフトブレーン自身
のものだ。同社では、顧客へのアプ
ローチのために、インターネットや
雑誌などさまざまなメディアを活用
しているが、それぞれについて、集
客はもとより、初回面談、提案、見
積提出、受注までの割合をすべて記
録しているという。同じメディアで
あっても、表現の違いなどによる成
果まで比較できるというから念が
入っている。その上で「ベスト」と
思われる方法に、文字どおりチーム
一丸となって取り組み、まさに“ROI”
の文字通り、一番効果のある施策へ
フォーカスしていくのである。

取締役
本社営業本部長 兼
人財開発室長

長田 順三
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新規開拓型営業でのプロセスマネジメント
顧客情報、案件情報、商談情報、クレーム情報などが一元化できれば、

営業マン任せではない仕組みができる。営業は営業活動に専念させることができる。

【新規TELアポチーム】

取引拡大

新規アポ取り

【営業】

営業力強化

営業訪問

簡単に変更できるシナリオエンジン＋定量化エンジン

⇄ ⇄

顧客＋プロセスDB

スマートフォン・
タブレット

新規開拓
ターゲット
データベース

新規ターゲット
企業リスト

営業データベース

クレーム
見積依頼
対応履歴

など、狙いたいリストを購入し、
アポ部隊でコール推進

情報が一元化できれば、属人的業務から解放される

・従業員100名以上1都3県リスト
・経常利益１億円以上首都圏リスト
・不動産仲介業者リスト

【顧客サポート】

業務効率化

既存対応・
クレーム対応

などはアルバイトや派遣社員などに
依頼することもできる。「アポイント
の調整を、正社員以外のオペレーター
が行っているケースも少なくありま
せん」（長田氏）というから驚く。

仕組みは、こうだ。インターネッ
トやイベントなどで問い合わせの
あった見込み客のリストにオペレー
ターが電話するとともに、営業担当
者のスケジュールの空き状況を見て
アポイントを取るという。
「アルバイトや派遣社員に任せて大

丈夫か」という心配は無用。「トーク
の内容やヒアリングのポイントなど
は、“型”としてトークやヒアリング
シートに落とし込まれているため、む
しろ質が上がる」と長田氏は説明する。

こうした仕組みを機能させている
事例の中には、ヒアリングした顧客
の課題などのほか、過去の接触履歴、
会社概要などの情報収集までも派遣
社員に依頼するケースもあるという。
営業担当者は、まさに営業活動に専
念できるわけだ。

リーダーが率先して
プロセスマネジメントに取り組む

前述したように、ソフトブレーン
は自ら「新規開拓ができる最強組織」
づくりに取り組むとともに、その経
験やノウハウを生かして、数多くの
営業組織の改善コンサルティングを
行っている。
「営業活動の結果ではなく、プロセ

スを『見える化』することで、自チー
ムの弱みを発見することができます。
また、プロセスをマネジメントする
ことで、目標達成に向けた施策を早
い段階で打つことができます」と長
田氏はそのメリットを話す。

「チームリーダーが率先してプロ
セスマネジメントに取り組むことで、
新規開拓にも強い売れる組織をつく
ることができます。ぜひ、今日から
でも始めてほしいと願っています」
と長田氏は期待を込める。

ソフトブレーンではツールの導入
のみならず、プロセスマネジメント
に関心のある企業の相談に乗ってく
れる。まずは問い合わせてみるのも
賢明だろう。

制作・東洋経済企画広告制作チーム

プロセスマネジメントを可能にす
る便利なツールもある。ソフトブレー
ンの「ｅセールスマネージャー」だ。
ゴール（目標数値）から導き出すプ
ロセスを管理するというコンセプト
に特色がある。

スマートフォンやタブレット端末
などのモバイルツールで簡単に操作
できることに加え、「シングルイン
プット・マルチアウトプット」で、1
カ所に報告を入力するだけで、顧客・
案件情報、活動履歴ほか、さまざま
な分析まで即座に反映・共有される。

ソフトブレーン株式会社
東京都中央区日本橋1-4-1 日本橋一丁目三井ビルディング19階
TEL：03-6880-9500　http://www.e-sales.jp/

■お問い合わせ先
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