
 

「キーパーソンに会える営業」
の必殺トークとは

……………………………………
　部下に対して「窓口担当者では

なく、キーパーソンに会え」と指示

するマネージャーは多い。だが、 若

手営業マンにとっては、なかなかそ

れができない。そもそも、 誰がキー

パーソンか知ることも容易ではない

からだ。

　それに対して長田氏は、「売れる

営業は、キーパーソンが誰かを聞き

出すコツを自然と身につけています」

と話す。

……………………………………
大きな影響力を持つキーパーソン
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窓口の担当者に「キーパーソン
に会わせてください」と言っても「わ
かりました」と会わせてくれるお客
様はいません。逆に、そんなことを
言えば「私のことを何だと思ってい
るのだ」と怒られることになります。
そもそも、「決裁者」や、「キーパー
ソン」などの言葉を使うだけでも失
礼です。

キーパーソンの特定は、売れる営
業になるための大切なスキルの一つ
ですが、答えを言ってしまえば、キー
パーソンが誰かを聞き出すための
トークがあるのです。一つの例を紹
介しましょう。「今回のご検討なので
すが、長田さんとご一緒に、この人
の意見は必ず聞いておいたほうがい
い方はいらっしゃいますか」とさりげ
なく聞けばよいのです。このような聞
き方だと、お客 様も「そうだなあ。
常務の意見は聞いておかないと、あ

に会うのは営 業 活 動のセオリーで
す。営業マネージャーは部下に対
して口を酸っぱくして、「キーパーソ
ンに会え」と指示します。それでも
なかなか会えない若手営業マンに対
しては「何で会えないんだ。会うだ
けだったら余裕だろう」と思ってしま
うのです。さらには、「会おうとしな
いから会えないんだ。もっと気合い
を入れろ」と根性論になってしまい
ます。

なぜなら、ほとんどの企業では、トッ
プセールスマンだった人を営 業マ
ネージャーに起用するからです。トッ
プセールスマンは無意識にキーパー
ソンを聞き出して会うことができるの
です。ところがそうでない若手にとっ
ては「どうやってやればいいのか」
と悩むことになります。

では、キーパーソンに会うために
はどうすればいいのでしょうか。

ソフトブレーンの
ノウハウを公開

企業が商品やサービスを購入する際には、複数の部門の役員や管理職による意思
決定が行われるのが通常だ。こうした場面では、誰がキーパーソンで、誰が自社の
支持者なのかといったことを知り、「面」で管理することが重要。むろん「キーパーソ
ンに会え」と指示しても、肝心のキーパーソンが誰なのかを把握しているケースは
少ないのではないだろうか。営業活動を強化するためにはどのような取り組みが
必要なのか、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氏に解説してもらった。
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組織で
「キーパーソン」を
攻める方法

このやり方なら
会うべき人に会える



件数の管理ではなく、
アポイントの「質」を

管理すべき

「会うべき人」に
会えているかを
可視化する

とで面倒くさいんだよ」といったよう
に、社内の力関係を自然と教えてく
れます。

これは、今回プレゼントの商品に
した、『90 日間でトップセールスマン
になれる最強の営業術』で述べて
いる、2000 人以上のトップセールス
マンの行動分析をフレーム化した 5
ステップ 70 スキルの 42 番目のトーク
例です。

かつてトップセールスマンだった営
業マネージャーは、あらかじめ台本

（スクリプト）を用意しなくても、無意
識にこのようなトークができたのです。
これに対して「最近の若手はなぜこ
れぐらいのことができないんだ」と言
うのは無理というものです。できない
ほうが当たり前なのです。このような
スクリプトを営業の「型」として用意
してあげるのもマネージャーの重要
な役割の一つです。
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件数の目標を掲げられると、自分が
「行きやすい会社」に行きがちだか
らです。
　どの会社に行っているかを把握す
るために、スケジュール管理ソフトや
名刺管理ソフトなどを導入するだけ
では、売り上げアップなどにはつなが
りません。「行くべき会社」と同様に
「会うべき人」に会っているかをマネ
ジメントする必要があるからです。
　マネージャーの大きな役割は、こ
のような部下が「行くべき会社に行っ
ているか」、「会うべき人に会えてい
るか」をきちんと把握し、できていな
いとすれば、具体的な指示を出すこ
とです。
　若手ビジネスパーソンを対象にし
たある調査によれば、理想の上司は

「自分を成長させて導いてくれる人」
が第 1 位だそうです。最近の若い
人は、指示が具体的で明確であれ
ばきちんとやります。道しるべを示し
てあげることが大切です。

……………………………………
　マネージャーとして部下に具体的

な指示を出すためには、顧客とのコ

ンタクト履歴などを管理し、 誰が見

ても客観的に判断できるように「見

える化」することが大切だ。そのた

めに、どのような点に留意すべきな

のか。

……………………………………

……………………………………
　若手営業マンが足しげく通い、窓

口担当者と懇意になったのに、稟議

を上げたら却下されたという例をよく

聞く。「キーパーソンを押さえていな

かったから」と、 叱ったところで抜

本的な問題解決にはならない。何を

あらためるべきなのだろうか。

……………………………………
　営業マネージャーが「この会社は、
先週の会議でＡランクと言っていたの
に、なぜ落ちたんだ」と若手の担当
者に尋ねると、本人は「担当者は、
かなり乗り気だったのですが、稟議を
回して上に持っていったらダメだと言
われたそうで……」と答える。どの
営業組織でもよく見かける光景です。
　マネージャーにとっては、あらため
て聞いてみると「担当者が言ってい
るだけでは確実じゃないだろう」とわ
かるのですが、若手営業マンにとっ
てみれば、お客様が「御社に決め
たから」と目の前で言ってくれている
ので「Ａランク」と思うのは仕方が
ありません。鵜呑みにしていると言え
ばそうなのですが、マネージャーは
そのような状態にならないように、策
を打つ必要があります。
　ここでのポイントは、訪問の「件数」
ではなく、「質」を管理することです。
件数の管理では、そのアポイントが

「行くべき企業」だったかどうかは判
断できません。多くの営業マンは、



 

「会うべき（攻めるべき）」
部門や人を一目瞭然にし

カルテ化

　企業における購買活動において
は、窓口となる部門だけが単独で判
断することはまずありません。一般
的には、ユーザーとなる部門を中心
に、複数の部門で検討されます。た
とえば営業支援システムであれば、
営業部門や経営企画部門、情報シ
ステム部門などです。「会うべき人」
も、それぞれの部門の役員や管理
職、担当者と幅広くなります。もちろ
ん、社長もそのうちの一人に入ること
もあるでしょう。
　システム部門が窓口になっている
からといって、そこだけに営業活動
を行っていても受注につながるケー
スは多くはないでしょう。むしろ、窓
口担当者以外に会えないならば、負
けを覚悟したほうがいい。複数の部
門の会うべき人を「面」で押さえな
ければ「勝ちパターン」にはなりま
せん。「面」で押さえるとは、すで
に会えている人はもちろんのこと、ま
だ会えていない人も含めて、一覧に
して管理することです。
　スケジュール管理ソフトや名刺管

……………………………………
　「会うべき部門」や「会うべき人」

を若手営業マンが一人で判断し行

動すると属 人 的な営 業になりがち

だ。 強い営業組織では、これらの

情報の定義や、「穴」 がある場合

のネクストアクションをカルテ化する

ことで、チームで共通認識を持ち、

迅速に処方が行えるという。

……………………………………
　前述したように、トップセールスの
無意識の行動に期待しているだけで
は、属人的な営業活動となり、継続
的な売り上げ拡大は見込めません。
強い営業組織になるには、チームの
一人ひとりが同等の行動ができる仕
組みをつくることが不可欠です。そ
のためには、たとえばコンタクト管理
についても、「会うべき人」とはどの
ような定義なのか、チーム全員で共
有しておかなければなりません。
　たとえばあるお客様の中で複数の
人に会っている場合なら、それぞれが、

「窓口担当者」なのか、プロジェクト
を推進する「旗振り役」なのか、一
番影響力の強い実質的な「決裁者」
なのか、一人ひとりの立場や役割を
一目で見られるようなマップをつくりま
す。さらに、自社の商品やサービス
の購入に対して、「前向き」なのか、

「中立」なのか「後ろ向き」なのか
も一覧できると便利です。これを眺め
ることで、まだ会えていない「旗振り

理ソフトを導入していケースも多いで
しょうが、すでに会った人の情報を
見るのには便利ですが、まだ接触（コ
ンタクト）のない人に狙いを定め、
営業活動の計画を立てていくことは
難しい。
　ちなみに、「会うべき人」を面で
管 理すると言うと、新 規 顧 客の開
拓営業をイメージするかもしれませ
んが、実は、既存顧客の深掘営業
においてもコンタクト管理は大切で
す。競合他社へのリプレースを防ぐ

「守りの営業」と、新たなビジネス
拡大のための「攻めの営業」を実
現するためにも、定期的な訪問が
欠かせないからです。特に大口の
優良顧客であれば、担当の役員な
どへの訪問頻度が下がることは避
けなければなりません。 一 定 期 間
以 上を過ぎて訪 問できていない場
合は、何らかのアラートが表示され
るような仕組みをつくるとともに、自
社の役員との面会の場をセッティン
グするなど、具体的な手を打つべき
です。
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ソフトブレーンの
ノウハウを公開

ソフトブレーン株式会社　取締役 
本社営業本部長 兼 人財開発室長

長田 順三

問題のある「穴」が
一目瞭然になるので
経験の浅いマネージャーでも
質の高いマネジメントが可能です



ソフトブレーン自身が導入し、
大きな成果を挙げている

「コンタクト先管理」ツール

コンタクト先管理機能で人脈マップを可視化し、攻略図を描く

【
名
刺
を
ス
キ
ャ
ン
】

役」を紹介してもらうことや、一度あ
いさつはしたものの間が空いている

「決裁者」に現状のヒアリングや提案
の機会を設けるようにするといった

「次の策」がイメージできるわけです。
さらに、購買意欲が後ろ向きである
キーパーソンがいれば、説得できる
提案を行うといったことも検討します。
　これらの取り組みはまさに、医師
がレントゲンを見て患者の病気を発
見するようなものです。お客様とのコ
ントタクトに穴があれば、病気を治す
ように処方を行うわけです。いわば、
コンタクト管理のカルテ化です。カル
テ化することで、チームのメンバーに
とっても、問題のある部分が一目瞭
然になるだけでなく、マネージャーに
とっても、ぶれなく具体的な指示が
できるようになります。経験の浅いマ
ネージャーであっても、質の高いマ
ネジメントが可能になるわけです。

……………………………………
　「会うべき部門」や「会うべき人」

を明確にし、接触などの履歴をカルテ

化することによって、多くの営業組織

が強く生まれ変わることができるだろう。

カルテ化を手作業で行うのは容易では

ないが、これを便利に行えるツールも

登場している。長田氏が率いるソフト

ブレーン自身が活用し、大きな成果を

挙げている「コンタクト先管理」である。

……………………………………

を設定でき、設定した日付を過ぎて
訪問できていない場合は赤く表示さ
れるため、一目で関係構築のための
活動不足を把握できます。
　「コンタクト先管理」を活用するこ
とで、属人的な営業ではなく、文字
通りの組織営業が実現します。今後
ますます競争が激化する法人営業
においては、多くのメリットをもたらす
と考えています。
……………………………………
　ソフトブレーンでは、「コンタクト

先管理」や「ｅセールスマネージャー

Remix Cloud」などの営業支援シ

ステムに加え、 長田氏が冒頭に紹

介したような、「売れる営業が身に

つけているスキル」など、営業の課

題解決に関するコンサルティングな

どまで一貫してサポートしている。ま

ずは気軽に相談するとよいだろう。

……………………………………
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　「コンタクト先管理」は、当社が
提供する営業支援システム「ｅセー
ルスマネージャー Remix Cloud」
の新たな機能としてこの 6 月にリリー
スしたものです。
　「コンタクト先管理」は、決裁ルー
トにかかわる部門担当者や役員を事
前に定義し、未接触部門・未接触
者は誰か、接触者の購買意欲の有
無・強弱などを一覧で把握できるツー
ルです。当然ながら名刺情報は自
動的に取り込まれ、営業マンの手を
煩わせることはありません。このよう
な仕組みにより、人脈マップが可視
化され、名 刺 管 理ソフトとは違う、
成 果につながる営 業 活 動を実 現。
新規開拓営業では、重要な「人」
を軸にした可視化が可能となり、受
注に向けた攻略図が描きやすくなり
ます。 また、既存深耕営業では、
役員には 1 年に 1 回、担当者には
月に 1 回などといったように訪問頻度

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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意欲：自社サービスへの購買意欲が分かります。

有効接触日：個別に最終の面談日が分かります。

コンタクト先：会うべき部門／人を設定できます。

購買意欲が後向きな先には説得できる提案が必要

一定期間、会えていない先は赤色で表示され、
現状のヒアリングと提案が必要

接触／未接触が色分けされ、会えていない先は紹介してもらうことが必要


