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プロフェッショナルの神髄ここに…

セールスマンシップ

サイエンス

営業の本質を科学しよう／
営業力を向上させるには、セールス活動の基本ができていないと効果は
あがらないのです。TOS（TrainingofSalesmanship）はその基本、
すなわち基礎力を科学的にマスターする研修です。セールスマンシップは
「プロへの道」を開きます。

一tZ−ルニス￣マニノミノツプの
−TOSの目手旨すもの−
セールスマンシップは、上図のように、セールスという大木の幹です。図のような断片的な知識の研
修では、修了しても一時的な自己満足に終わり、営業力の継続的な向上は図れません。
これから学習するTOS（TrainingofSalesmanship）は、科学的アプローチで現執こおける実践
と理論を結びます。そして、営業担当者としての幅を広げ、人間的な魅力及び深い洞察力と判断
力を身に付けることを主眼としています。セールス技術だけでなく、リベラルアーツ（人間性）と
志 の三つを融合させる研修です。
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また、営業担当者個人としてだけではなく、グループダイナミックス方式によりグループごとのセー
ルストーク、営業上の課題に対する討論を、現場での問題解決を通してコミュニケーションカの向
上も図っていきます。

営業力は、セールス技術とリベラルアーツ

（人間性）、志の3つを融合した能力です。

営業力の概念連関図
−AIAとの関係−

セールスの単なる技術だけではなく、人間性の
幅を広げ、人間的魅力、深い洞察力と判断力を
磨くことが大切です。

商品知識によるお客様の問題解決、なぜ人は物を
買うのか、セールスポイントと購買動機、アプローチ、
説得の技術、プレゼンテーション、反論の克服、クロ
ージングまでセールス技術は必修科目です。

セールスマンシップで世界に貢献しよう！
セールスの基本をマスターする
セールスマンシップ向上研修（TOS）を必修科目に
し、代表・役員を始め全員がセールスマ麹プを発
揮して企業・組織の発展につながるような志を持つ
非営利団体がセールスマンシップを身に付け、営業
力を発揮する。また、非営業部門もセールスマンシッ
プを発揮する
チームでの役割（TeamRoles）を営業のチームに理解
させ、連関力を発揮する
Technology（技術）からTachminology（匠術）へセー
ルスマンシップを発揮して顧客満足度（CS）からロイ
ヤリティ（CL）で、お客様の問題解決を行う
地域産業の創造と企業家精神を発揮し、地域の
発展につなげる担い手を育成する
セ一一ルスマンシップ育成を通じて、地域の人々全
員がセールスマンシップを身に付け、シャッター
街をなくし、地方の発展につなげる
世界でセールスマシップを発揮でき、どこの国からも好かれ
る人間性を育てる。その地域で求められる営業力を身に付
ける
世界で日本の「人ものづくり」国家の最大の特徴を発揮させ、
ローカル市場のカスタムビジネスに挑む
実装や組み立てや各加工技術の粋を日本の「おもてなしの
心」と連関力を活かして、世界の地域社会に貢献する

先生は教えるのではなく、グルー
プダイナミックスを活用し、啓育
（education）によってセールスに科
学的なアプローチをする
偏差値教育で点数中心の学力よ
りリベラルアーツを重視し、知力
向上を目指し、セールスマンシッ
プを発揮して世界に貢献する学
生を育てる
・生まれながらにしてセールスマ
ンシップを発揮している事を親も
子どもも理解し、実践する場を
つくる

・忍耐力を身に付け、積極的な心
構えで、何事も進 めていく地盤
づくりをする
・家族会議でセールスマンシップ
を発揮し、コミュニケーションを
密にして、人間性向上を目指す
・子どもの評価を偏差値で行なわ
ず、勇気づけることにより自らや
る気を出して前進していく。

『テキストブック・オブ・セールスマンシップ』

第1部はじめに

□書 評
桑名「央（元ダイヤモンド社出振事業純良・
セーソレス研究蔚
私ま、かつてダイヤモンド社の出振榔してア
メリカのセールスマンシップに関する優良図書を数多く
翻訳出版し、自分なりにわが酢セールスマンシップの

第1章セールスは入間本来の行動
第2章セールスは生きがいのある仕を
第2部セールスを始めるための心構え
第3章あなた自身
第4章商品知識
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第3部セールスの段階
第6章見込み客の発見
第7章プリアプローチ
第8章アプローチ
第9章説絹の技術
第10章プレゼンテーション」Ⅰ
第11章プレゼンテーション」Ⅱ
第12章プレゼンテーション」−Ⅲ
第13章反卸）克服弓
第14章反論か克翰トⅡ
第15章クロージング
第16章立ち去るときとフォローアップ
第17章小売店のセールスマンシップ
第18章産業セールス
第4部人間としての営業担当者
第19章セールスの倫理
第20章心構え、考え方こ毎日の仕事のやり方
第21章セールス・マネジメントーⅠ
第22章セールス・マネジメントーⅡ
第23章セールスと法律

発展に寄与したっもりであるが、今もって残念に思って

口本書の執筆者暮訳者

いることが一一一つある。

RH．ブスカーク博士
インディアナ大鶴ワシントン太など各大学のビジネススクールの教
授を歴亀南カリフォルニア太ビジネススクールで企業家隋神学部を
新設、学部長として学生企業家の育成に貢観元南カリフォルニア大
学名誉教鼠およびグループダイナミックス研聴牌覇申養成プ
ログラム閑職故人
B．D．ブスカーク博士

それは、この「テキストブック・オブ・セールスマンシッ
プ」を何とか出版したいと念宿しながら、ついに果たせ
なかったことである。当時すでに近代セールスマン教
育の古典といわれており、ぜひ紹介しなければならな
い本の第一にあげられながら、今日までこれが出版さ
れなかったのは、なにぶんにも原書がびっしり字の詰
まった596ページもある廃大なものだからである。
今回この本が関係者の多大な熱意のおかげで慨こ出
たことは、まことに喜ばu㌔おそらくこれだけ内酔）充
実した教秤卦ま、日本人は当分の闇討私書けないだろ
う。

本書こそわが国のセールスマンシップを「歩前進せ
しめる貴重なモニ斗メントとなるだろう。

ペッパーダイン大学ビジネスマネジメントスクール・マーケテイング計
量経済研招来昆ハイテクのマーケテイングとマネジメント、および企
業家やインドの調査・研究が静態

柳平彬（訳者）
慶芯義塾大郷ハバフォード東学でリベラルアーツを学
ぶ。ダートマス大学太箸院タックスクールを卒裟現象グループダイ
ナミックス研究所所長。意識変革の「創A」、企業家精神養成の
「1崩li鹿」、営業マインド向上の「プロへの道」、健勅脚）ため
の「縄文パワー・フィットネスプログラム」、チームワーク向上のための
「Ⅳ肌CE」、ストレスマネジメントのための「1億肌膚軋、親の勇
気づけプログラム宵汀㌘」などの研修プログラムを開発、これの普及に
あたっている。
鹸
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＜今、なぜTOSコースが必要か＞
激変する産業構造の中で、プレゼンテーシ顔ンスキルなどの断片的な営業研修や詳師による叱咤激
励型研修、プロの営業体験などでは、一時的な自己満足に終り継続的に営業のレベルアップをはか
り営業実掛こ結びつく研修にはなりにくくなります。その解決策は営業担当者一人ひとりが営業の
基本に戻り、今までの営業に対する自己イメージを−新し、体系的な理論に基づく営業技術を身に
つけることです。

＜効果＞…

…・参加者の感想

●TOSコースで驚きを修得した−①時の流れを感じさせない「さわやかな」テキストである。②セ
ールスに対する考え方は万人共通である。③セールスマインドの分析が極めて詳細で鼻体的であ
る。①哲学や心理学を学んだ印象を持った。⑤積極的な心構えが成功のキーポイントになる。⑥
セールスの一連の流れげロセ封に良く理解出来、能力アップには管理よりr主体的な心痛えJ
であると実感した。
ほ十嵐公通さん）
●セールスの心構えやr商品知識」・r購買動機」・r反論の克服」などを論理的に学べるだけで
なく、お客様の立場に立った物の考え方、鬼かたができるようになった。
（中谷 善彦さん）
鬱「セールスは人間本来の行動」である、「セールスとはお客様の開港を解決する行動jであるという
ことを理解したとき、わたしのようにセールス業務経験のない人間にとっても、お客様や職場の
信頼関係を築く上で、相手の身になってのものの見方・考え方になることが重要であることが実
感できました。また、自分自身が積極的な行動をするには、熱意が大切であるということもよく
分かりました。
（佐藤正次さん）
＜目的＞
①日々の営業活動の反省徽改善と状況に応じた
自分のセールストークの作成能力向上
②営業責任者の指導技術とリーダーシップ向上
③セールス哲学（セールスの本質を追究する）の
マスターと世界に通用する志のある営業力の向上
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トルス技術と少へ○テルアーツ、

全員に
セールスマンシップを

一恵￣の三差路（T−junction）
に有ります−
l−セールスマンシップは、

低迷している営業担当者とプロの違い
くプロは売れないことの言い訳をしません）

改善サイクルのスピードが速い・・・
（自己改善し突破力を発揮する）
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自己分析と
自己反省

自分なりの売り方
のシステムを作る
︹自己流になる
恐れあり︺

工夫した方法を
現場でテストする

売り方の改善と
工夫 ︵改善力︶

自己分析と
自己反省

営業担当者に

行動

盲純一轍鞠晦転読
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営業活動の流れとそのポイン

ト

〔TOS OFF／J T〕

＜TOSコースのラウンド名＞

営業担当者の心構え

① 商品知識（第4章）
プリアプローチ
営業に役立つ見込み客の情報を収集する

アプローチ
見込み客の注意を引きつけ、スムーズにプレゼンテ
ーションが出来る場づくりをする

② なぜ人は物を買うのか（第5章）
③ アプローチ（第8草）
④ 説得の技術（第9章）
⑤ プレゼンテーション（第10華）

プレゼンテーション

営業担当者は見込み客に自らの問題・に気づいてもらい
商品（サービス）が、その問題解決に役立つことを説明する

⑥ 反論の克服（第13章）
⑦ クロージング（第15章）
⑧ 心構え、考え方、毎日の仕事のやり方
（第20章）

上司のリーダーシップ
と勇気づけ技術

〔TOSフォローアツ望／OJT〕顎
1）TOSコースで学んだ事を現場で活用する
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2）状況に合わせたマニュアルの作成・実践・チェックをくり

返すことにより説得力のあるマニュアル作りをし続ける 、、、
3）ロールプレイング（RP）を定期的何能であれば毎日）に行い
助言し合う

ヽ

4）TOSアクションプラン作成により現場主義を徹底する 蓼芸者、、、、

′

′′
′′

oJTでの
フォローアップと

5）継続的効果測定（3カ月）により営業担当者の自己改善力を心雛とスキル、、、、′′′′ 纏続朋働虜測定

高める

