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営業プロセスを「型」に落とし込み売り上げアップへ

ソフトブレーンのノウハウを公開

うになった。そしていつしか、マネージャーが前面に出
て商談を進めるようになった。
　その結果、A社では営業マンが育ちにくいという課題
を抱えてしまう。A社の支店長によると、バブル期では
営業マンは3年で一人前に育ったそうだが、いまは一人
前になるまでに8～9年もかかるとのことだ。
　また、BtoB（対企業向け）事業を展開するB社では、
経営者やマネージャーが「どうしてお客様にきちんとヒ
アリングしないのか」と営業マンを叱ることが多々ある
という。お客様の予算規模、決裁者などのキーマンが誰
かを必ず聞いてくるようにと指示して商談に送り込んで
いるのに、営業マンはそれができないのだそうだ。
　あるマネージャーは「商談が無駄になるので、結局、
自分で売りに行っている」と嘆く。しかし、考えてみよ

“カリスマ営業マン”だった
営業マネージャーの失敗

　あるハウスメーカーA社の話。約20年前のバブル期
の時代、A社には年間10棟以上の商談をまとめる営業
マンがたくさんいたそうだ。けれども、実はその3倍以
上の案件があり、他社との競争に敗れて商談につながら
ない失敗体験も多かった。というのも、当時の新築住宅
着工件数は160万戸以上あったからだ。それが2015年
度は80万戸と予想されている。市場規模が半減してい
るのだ。
　市場のパイが小さくなれば、他社との競争は激しさを
増す。そこでA社では、かつてトップセールスを誇っ
ていたマネージャーが担当営業マンと同行営業をするよ

営業の成功体験が味わいにくい、いまのご時世、かつての“カ
リスマ営業マン”だったマネージャーが自身の経験をもとに
営業マンを指導しても、なかなか通用しないのが現状だ。だが、
どんな業種業界にも“カリスマ営業マン”はいまも存在する。
彼らはどのようにしてその立場を手に入れたのか。企業の
営業組織改革で豊富な経験を持つソフトブレーンの長田順
三氏が、営業力強化に取り組んだ企業の成功事例をもとに

“カリスマ営業マン”の営業テクニックを解き明かす。
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“カリスマ営業マン”はこうして作られる

「営業テクニックの勘所」
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も商品紹介もインターネットですぐに調べられる。見積
書もメールを使ってやりとりできる。過去のような情報
提供型の訪問営業には、顧客は何の価値も感じない。だ
から“足で稼ぐ”営業スタイルを続けても、成果にはちっ
ともつながらないのだ。
　では、何をすべきなのか。大切なのは「顧客を知るた
めの事前準備」というのが長田氏の考えだ。
　「“カリスマ営業マン”と呼ばれる優秀な営業マンは、
顧客を知った上で提案するという事前準備を欠かしませ
ん。次に訪問する企業のホームページを閲覧して社長が
どんな経営メッセージを発信しているか、直近3期の財
務状況はどうか、主要株主や主要取引先はどこかなどの
基本情報を収集するのはもちろん、過去に自社と取引や
訪問の実績はなかったかなどを事細かに調べます。顧客
と何らかの接点が見つかれば、それが糸口となって商談
をスムーズに進められるからです」
　事前準備を重ねていくと、次第に顧客の課題も見えて
くる。課題が見えれば提案内容のイメージが湧き、仮説
を持って商談に臨めるようになる。長田氏は「営業の仕
事は事前準備が8割」と、その重要性を強調する。
　「いま必要なのは、顧客を知ったうえで顧客にとって
の価値は何かという仮説を持って提案できるソリューショ

う。新規開拓した顧客に対し、一度や二度の面談だけで
いきなり予算がいくらあるかと聞けるだろうか。実は、
そのマネージャーは無意識のうちに巧みな話術で顧客の
情報を聞き出していた。ところが無意識だから、いざ営
業マンに指導しようとしても、そのテクニックをうまく
教えることができないのだ。
　B社の例のように“カリスマ営業マン”だったマネー
ジャーは「無意識有能型」の人材が多い。これが大きな
不幸だと長田氏は語る。
　「実はここに見えない壁があり、それに気がついてい
ないマネージャーは少なくありません。よく『トップセー
ルスマンはトップマネージャーにあらず』と言われるの
は、この壁を越えられないマネージャーが多いことを表
しています」　
　逆に、その壁に気づけば、優れたマネージャーになれ
るという。
　「優れたマネージャーは、行くべきところはどこか、
会うべき人は誰か、何をどうヒアリングすればよいかと
いう営業行動を、トークも含めてすべて分解し、どんな
営業マンが見てもわかる再現性のある『型』を作ること
ができます。たったそれだけなのですが、ほとんどのマ
ネージャーは残念ながらそこに気づいていない。これが
営業マンを育てられない大きな理由なのです」

単なる情報提供型は通用しない
大切なのは“顧客を知る”事前準備

　もう一つ、“カリスマ営業マン”だったマネージャー
が注意すべきことがある。それは、かつてのような「情
報提供型営業」はもはや通用しないということだ。
　インターネットが普及していなかった時代、多くの営
業マンは会社案内のパンフレットを広げて自社を紹介し、
商品カタログを見せながら商品を説明して、見積もりが
欲しいと言われたら見積書を持参するという“足で稼ぐ”
営業プロセスが是とされていた。だが、いまは会社案内
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「無意識・有能型」の
マネージャーが圧倒的に多い

自らの行動を理解し、説明できなければ
スキルの伝承、指導育成は難しい。
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新規顧客の獲得に回るのは嫌だというのが本音なのだ。
　とはいえ、営業マンが動かなければC社の存亡にも
かかわる大問題。そこでC社では、ソフトブレーンが
開発したルートセールス型プロセスマネジメントを採用
することにした。
　このルートセールス型プロセスマネジメントとは、L

（List＝ 顧 客 リ ス ト）、W（What＝ 行 動 内 容）、P
（Pace＝頻度）で顧客をランク分けし、営業マンの実
践内容を決めようという行動管理手法である。C社では
これを用いて「営業が行くべき顧客」をきちんと定義し、
営業プロセスとして取り入れた。その結果、営業成績が
200～300％アップするなど、目を見張る成果が得られ
たという。
　東日本大震災の被災地で甚大な被害を受けた水産加工
会社のD社は、会社を復興させるために首都圏の大手スー
パーマーケットを対象とした営業活動に取り組むことに
した。しかし、これまで地元向けに水産加工事業を展開
してきたD社には、営業活動のノウハウがまったくない。
ゼロベースで営業部門を新設し、経験の浅い女性マネー
ジャーが見よう見真似で営業活動に励んだものの、期待
した成果は得られなかった。
　そこでD社の社長は、この女性マネージャーをソフ
トブレーンが運営するプロセスマネジメント大学に派遣。
そこで学んだとおりに自社の営業プロセスを一つひとつ

「型」として整理した。その型に沿った営業活動を実践
することで、短期間のうちに売上が2.4倍に向上する成
果があったという。
　もう一つは地域のフリーペーパーを発行するE社の成

ン営業です。昔から営業にはコミュニケーション能力が
必要だ、顧客の懐に入り込めなどと言われてきましたが、
そのためにも事前準備を怠ってはなりません」

目を見張る成果を挙げた
行動管理手法「LWP」とは？

　もちろん、すべての営業マンが“カリスマ営業マン”
になれるわけではない。しかし営業部門が抱えている課
題を解決し、すべての営業マンの営業力を強化、底上げ
することは決して不可能ではない。以下、そうした営業
力強化に取り組んだ企業の成功事例をいくつか紹介しよう。
　自動車部品メーカーC社の営業部門は、顧客であるい
くつかの自動車メーカーを回る、いわゆるルートセール
スが中心だ。かつて自動車メーカーの多くは資本関係に
ある系列グループの部品メーカーを傘下に持ち、そこに
部品を発注することが常だった。C社でも系列の自動車
メーカーから見積もり依頼が届いたら、そこから営業活
動がスタートするというプロセスだった。
　ところが新興国の自動車メーカーが世界市場に進出す
るなど、市場の競争が激化するにつれ、自動車メーカー
の多くはより高品質かつ低価格の部品を求めて、系列以
外の部品メーカーとも積極的に取引するようになった。
C社もこれまでのように安穏としてはいられず、系列の
自動車メーカー以外にも販路を拡大することが急務だった。
　しかし、これまでルートセールスしか経験してこなかっ
た営業担当者は、相変わらず見積もり依頼が届くまで動
かない。これまで仕事を獲りに行くことがなかったので、

「ソリューション営業」とは、ニーズを傾聴し、お客様
以上にお客様のことを深遠に考え、お客様の真の
課題解決を目指し、長期的なWin-Winな関係を
構築する営業手法のこと。

課題の設定が自社商品に縛られない。
お客様のお客様までを視野。

課題の設定が自社商品に縛られる。
お客様自身の課題を視野。

商品を説明し、ニーズがあれば売る。

お客様のご要望への対応のみ。いいなり。

無理やり販売すること。ニーズ無視。

情報提供型営業から
ソリューション営業へ

時代の変化
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　さらにｅセールスマネージャーの大きな特徴になって
いるのが、営業プロセスに必要なさまざまな機能を統合
している点だ。
　「よくある企業のPDCAサイクルは、計画（Plan）
をグループウェアのスケジュール管理ソフトに書き込み、
活動（Do）をメールやメモ帳で記録・報告し、検証

（Check）は表計算ソフトで管理する案件情報に頼るな
ど、それぞれのツールが分断されています。そのため、
次の改善（Action）につながらないという課題があり、
営業会議を開催しても結果報告に終始してしまいます。
それに対して、ｅセールスマネージャーは一度の入力だ
けでスケジュール、日々の活動、情報の可視化、会議資
料作成のすべてに対応しており、営業プロセスの無駄を
省いてPDCAサイクルを高速に回せるようになります。
営業会議は単なる結果報告から、C（検証）→A（改善）
→P（再計画）を決定する場へと進化します。この営業
会議のあり方を私たちは“CAP（キャップ）会議”と
呼んでいます」と長田氏。
　このように今どきの“カリスマ営業マン”は「優れた行
動を客観的に正しく分解し、それを『型』として平準化す
ること」によって作られる。そして、ツールを使って確実
に運用することが、営業力強化を達成する近道なのだ。
制作・東洋経済企画広告制作チーム

功事例。同社には全国に約200名の広告営業担当者が在
籍している。ほとんどが地元採用の主婦が中心で、営業
経験がない人も多く、高い離職率が大きな課題だった。
　そこでE社でも、営業プロセスを「型」に整理。さら
にタブレットを導入してマネージャーが遠隔で営業指導
を行える体制を整えた。これにより離職率が大幅に改善
し、導入前は1年で約半数が辞めてしまう状況だったのが、
導入後は8割が残るようになったという。それとともに
売上も順調に伸び、目標に対して120～150％という好
成績を残すまでになった。
　「“カリスマ営業マン”の営業テクニックは、実は難し
いことではありません。やるべきこととやり方をきちっ
と固めれば、腕っ節の強い “カリスマ営業マン”でなく
ても、売れる組織を作ることが可能なのです」

営業プロセスを「型」に落とし込み
営業力を強化する優れたツール

　ここまで紹介した企業の成功事例に共通するのは、営
業プロセスを「型」に整理して、誰でも行動できるよう
にシステム化したことだ。そこで役立つのが、いわゆる

「営業支援システム」というジャンルのツールである。
　ソフトブレーンが提供する営業支援システム「ｅセー
ルスマネージャー」を使えば、“カリスマ営業マン”と
呼ばれる、売れる営業マンの行動プロセスをシステムに
シナリオとして落とし込むことができる。これを営業現
場に適用することで、営業チーム全体が質の高い営業活
動を行えるようになる。

ソフトブレーン株式会社
〒103-0027 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（代表）　http://www.e-sales.jp/

お問い合わせ先
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担当顧客リストを分類する
リスト毎にWとPを決める
P⇨「何もしない」と決める事も重要

顧客リストをもとに、
何（行動内容）を
どのような頻度で実行

ここを中心に
組み立てる

List（顧客リスト）
1回／　ヶ月 1回／　週

1回／　ヶ月 1回／　ヶ月

What（行動内容）

Pace（頻度）

取引実績

拡大余地

B

D

A

C

L

W

P

LWPによるプロセスマネジメント

脱・御用聞き営業 
『行くべき所に行き、
やるべきことをやる』


