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中小・零細事業者・起業家必見！

ナゼあなたが営業で疲れるのか？
ナゼ営業体制の構築がむずかしいのか？

実例・成功事例の多数ある実証された方法です！

現状のままで売れる営業体制を

スグに低コストで

構築するテクニックを公開！

中小企業営業支援会
　主宰　佐藤　久彰



はじめに

「間に合ってます」
「今、手が放せません」
　ガチャッ！　　などなど、言葉違えど意味同じ・・・

訪問しても、テレアポしても、チラシをまいてもDMしても、とにかく門前払い。

もうどうしたらいいんだ？

そこで、当座すぐには結びつかない、サービスの拡充であるとか、アフターサービスとか、
会計的に節税だとか、諸経費の見直しとか、数年前では、国や商工会なども煽ったせいで
「ＩＴ化だ！」なんてことに躍起になっているところも多いです。
でも、それで儲かりますか？

至極当たり前のことですが、辛かろうがなんだろうが、私たち中小・零細事業者にとって
「営業」がいの一番に大切な生命線です。

そこで営業。
経費も給料も「営業」が稼いでくるんですよね。
だったら、社会全体が苦しい今なら「営業至上主義」を徹底して踏ん張ることが何より大切
です。

でも、「営業」というと、

・どこに行ってもダメだよ～
・とにかく不景気だから
・大手が参入してきた
・人がいない
・価格競争に疲れた

揚げ句には、
「商品は抜群に良いはずなのに客は分かっていない！」
なんて発言まで飛び出してきます。

では、お客は本当にあなたのサービスや商品を欲してはいないのだろうか？

実は・・・お客はあなたのサービスや商品を一生懸命さがしているんですよ。
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「え？」と思われたことでしょう。
「営業」を考えるには、「相手の求めていること」を知ることが肝要。

　「営業」とは謀略なり　

かつての営業姿勢に見られたのですが、とにかくカモを見つけて、口八丁や手八丁でなんと
かしようなんて考えは流行りません。しかし、営業一筋の方にこの手は少なくありません。
あるいは、技術系の方に多いのですが
「良いもの作りゃ営業なんていらないんだ」
「男は黙って・・・」なんて手は今や通用しません。

恋愛だってそうです。
いきなり初対面で「結婚しよう」なんて口説き文句ありませんよね。
あるいは、俺は学歴が良いから黙ってても良い相手が現れるんだ、なんて態度ってどう思い
ます？ちょっと鼻持ちならないですよね

すると考え方を変えていかなければなりません。
今までは、値段や「売れる商品」「良い商品」探しに躍起になっていましたが、
「営業」は順番が大切なんだと。

何が言いたいかといえば、まずは「売り込み先行」では売れない、ということです。
もう一度言いますよ、「売り込み先行」では売れないんです。

そして、様々な機会を通じてあなたの会社を良く知ってもらわなければなりません。そし
て、あなたを知ってもらわなければなりません。

では、どうしたら良いのか？

これらを端緒に、この拙文を読まれているあなた様の営業の一助になることを多分の祈念
し、進めていきたいと思います。
クセ玉が若干ございます。
よろしければ、御酒などを片手に、ゆるりとお読み頂
き味わって頂きますれば幸甚です。

中小企業支援会　主宰　佐藤　久彰
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1章　強力な営業体制を築きあげる為に

1-1　「営業」の再定義（１）

あなたの会社では「営業」って言葉の意味が漠然としすぎてませんか？

「営業行ってきます！」って何してるんだろう？

お客さんとお茶飲んでも営業、取引先のお手伝いしても営業、軒並み１件１件機械的に歩き
回っても営業、休日に引っ越し手伝うのも営業、叱られたり怒られたり、その後の機嫌取り
で変なセッティングするのも営業・・・
何かおかしいと思いませんか？
そう思いますよね？

昭和の時代は当たり前、イヤイヤ、平成の今だにどっこいこの風習は抜けきれてはおりませ
ん。
業界にもよるでしょうが興味深いお話しはつとに伺っております。
営業の定義ですが、会社や自分の生活を考えてきちんと売り上げをあげていくのが営業では
ないかという点から考えていくべきですよね。

つまり、お愛想やおべっか、経費もでない「お使い」など、本来の業務とかけ離れた業務を
「営業に」一括りするのは止すべきなんです。
つまり、

貴方の会社の商品やサービスはきちんと需要がございます。

需要のあるところへ、きちんと納品する。

当たり前ですが、これです。
ここを達成する為の営業体制づくりを追ってみましょう。

1-2　貴方の会社で、もしかして・・・

私も、以前は「営業」とは根性や愛嬌、体力精神力で闘う、背広を着た総合格闘技であると
信じて頑張ったがヘタバッタ。これは、私の気合いが足りないのもその所為であるが、営業
経費がかかりすぎるのである。
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たった一人であるとは言え、売上が即座に発生する商品であればいざ知らず、茨城の片田舎
から東京などへホイホイ呼ばれて、「まずは」などと喜んで伺っていたのではかなわない。
それでも明日を夢見る戦士であるという気概から頑張ってはみたものの返済や支払いがかさ
んで意気消沈。
つまり、契約が取れないのである。

いや、意気消沈なんてものではなく、知人を頼り、早朝より工事現場などで生コンの荷卸し
の手伝いでしのいだ時期もあった。軍手にドカヘル安全靴。
どこが背広を着た戦士なのかまったくもって笑止な姿である。

で、生コンやの手伝いしてぼんやり考えて分かったことは、売れない理由は、不景気とか商
品が悪いとかの問題ではないのです。売り手の考え方、そして、売り方が悪いということ。
を気付いたのです。

売り手の考え方ですが、どういうことかといえば、営業マンサイドから見て売れない理由
は、

などが占めます。営業マンは売れないことは「オレのせいじゃね～よ～」と考えます。

しかし、経営側から見れば、

などの理由があるんです。
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「商品やサービスが悪いのではないか？」

「会社の姿勢が悪いのではないか？」
「給料が安いからだ」
「上司が悪いからだ」
「安売りさせないからだ」
「他所にはあんな良い商品があるんだものな～」
「じゃ～、やってみろよっ！」

「士気が足りない、やる気が無いからだ」

「あ～あ～どいつもこいつも・・・」

「昔はみんな根性あったのに・・・」

「オレはあんなじゃなかった・・・」

「昔はあんなに売れたのに・・・」

「大手が悪い、与党とお上が悪い・・・」



ここには、技術至上主義で、技術畑あがりの方ですと、まったく営業現場を理解出来ない例
も少なくないです。素人営業にも実に多いもんです。
モノが良ければ売れるとか、安ければ売れるなど。こんなのは幻想、と言いますか論外です
ね。大きく首肯けますよね

私は、サラリーマンや脱サラ自営を何度も繰り返し、その後様々業界の営業を拝見してます
ので、どちらの立場も見えるんです。
この溝は深いですよ。
では、どうしたらこの溝を埋めて、あなたの会社が儲かるようになるのか？

1-3　「営業」の再定義（2）

会社として「営業」をじっくり考えることです。
多分多くの会社では、営業トークや商品知識、業界動向などについては多くの時間を割いて
勉強しても営業の技法、あるいは流れについては先輩や上司との同行によって具体的でハッ
キリした指導は個人に任せて臨機応変に、などという程度でお茶を濁しているものです。
つまり、かつてトップセールスマンと言う称号を得た人が手本であり神であり、絶対になっ
てしまう。
そして、神格化された伝説や武勇伝が独り歩きして今もって懐古しちゃってるんで
す。

さらには、営業上がりの社長は、いわば職人。
現場での微妙な呼吸を教えることは出来ないんです。
すると、ありきたりな「誠意」「真面目に」「努力」などと当たり障り
のない、極めて抽象的で具体的行動に移し辛い論が商工会議所でも講
演会でも飛び出すもんです。

この轍を踏まずに具体的な手法を確立して、数字を叩き出す為には？

マンパワーをアテにしない
いいですか？極めて重要です
マンパワーをアテにしないんです

営業を、フォードの如く流れ作業に持ち込むんです
鎌倉武士のような名乗りをあげて佳麗な侍魂を闘わせるのではなく、織田鉄砲隊や調略の羽
柴（豊臣秀吉）隊の如く戦術を持って営業の数字を上げるんです。
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つまり、多くの営業マンを雇って人海戦術とか、少ないけどトビキリ優秀なセールスマンを
育てるのではなく会社の仕組みとして営業を作りあげるんです。
ここで面白いお話しを紹介したいと思います。

第二次大戦中の日本とアメリカです。
当時の日本海軍はかなり優れた軍とされていたそうです。
何が優秀かは、先ず一人一人の兵隊が優秀だったそうです。
例えば、砲兵。かなり、末端の兵までもが三角関数や物理の計算をすることで精度
を高めるために勉強していたそうです。

対するアメリカでは、風力が＊＊メートルで敵艦が＊＊キロにいる時は＊＊度に砲
身を傾ける、といった簡単なマニュアルがあったそうです。
つまり、大した訓練をされていない人でも前線でスグ使うことが出来た、というこ
とです。
結果は史実の通りです。

いかがでしょうか？
僕は、安易なマニュアル化をお勧めしている訳ではありません。
組織やあなた様が考え方を変えることで営業力は強化出来るんです。
仕組みさえしっかりすれば営業はとても効率と効果を高めることが出来るのです。
そして、売り上げをあげるための営業の仕組化は、そう難しいものではありません。
資本の少ない中小零細企業であるならば、ゲリラチックな手法を積み重ね手堅い勝ちを収め
に行かなければなりません。
営業のゲリラ化は、思った以上に簡単なことなんです。

1-4　マンパワーに頼らない「営業」

結果からお話しましょう
要はDMです
ここでガックリとうな垂れる御仁は多いでしょう。
心底お気持ち汲み取れます。

ＤＭは、貴方のよく棄てる「ダイレクトメール」というより「ダイレクトマーケティング」
と云う手法を差します。「んなのできるか！」ってな声も聞こえそうですが、多くの企業で
は、チラシもDMも雑誌広告もやっているでしょう。
しかし、多くはハズレです。
私も随分ハズレまして、極めて難渋しました。
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しかし、勘がつかめればバッチリなんです。

多分ですね、カタログ通販やテレビショッピング等ナニガシカは利用されているんですよ。
皆さん。
でも、いざ我が社ではそんな夢物語！ってな具合で「いいから、誠意を顕わすためには一件
一件訪問するんだ！手を抜くこと考えるな！」などと喝を入れるんです。

マンパワーに頼れば、営業の様々な場面を想定して教育し、時間と経費、手間を多いに費や
します。
かたやＤＭ戦術は、多くの会社が失敗し、考えることもしない戦術で、わずかな法則を学習
するだけで大きなリーチを得られます。

2章　あなたの知らないDMの世界

2-1　DMの使命とは？

実際ご自身でダイレクトメールは開封して中身を熟読されますか？ 

普段行きつけのお店や会社であればいざ知らず、見たことのない、聞いたこともない会社か
らのいきなりのDM。 

多分ゴミ箱行きなのでは？ 
捨てますよね？ 

私もよく捨てます 
封筒見ただけで捨てちゃいます 

おいおい！ 

お前が捨てたら、DMの意味がなくなるだろ！ 
おっしゃる通りです。 
そこで、もう少し読み進めてくだ
さい。 

多分、貴方がダイレクトメールを
送ろうとする側からすれば、ある
いは失敗事例は、 右のような内容
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　・より目立って、 
　・立派な紙や印刷を施し、 

　・中身も丁寧に、 

　・それでいて押し付けがましいほどの自慢話と 

　・初対面でありながら購入まで迫る 



を備えてませんか？ 

みんな、そうなっちゃうんです。 
もう、これは送り手の人情ですね。スゴク分かります。 

た・だ・し 
胸に手を当ててみてください。 

こんなDMに「ありがたみ」や、情報としての価値を見いだせますか？

とても難しいでしょう。 

どんなに良い紙を使っても、フルカラーでも、社員が義理でお世辞で絶賛した社長渾身の
キャッチコピーを駆使しても、理由あって数字に結びつかないのです。 

なぜなら、みんなの持っている、ダイレクトメールやチラシの働きや定義が間違っているの
です。 

ひたすら売れない作法を踏襲しているのです。 
つまり無駄金を撒いているんです。 
多くの企業のＤＭの間違いは、1通目のＤＭで契約まで行かせようとする、虫の好い魂胆が
ミエミエだと言うことです。 
俗にいえば、いやらしいのです。 

そもそも２００円や５００円程度の投資で数十万数百万を売ろうなどは・・・論外でしょう
（稀に私はやってのけますが） 

見ず知らずのところへ、薮から棒に豪華な分厚い封筒を送りつけて、欲しがってもいない会
社案内で取引銀行や、借り物の創業の理念なんかを書いたり、分かりづらい上に自慢話にも
似た製品のパンフやリーフに契約書まで混入した封筒がガサッと送られて来たりします。 

これは捨てるでしょう。 

欲しいとも言ってないし興味無いところへ送られてきてもありがたくはありません。 
そもそもＤＭ一発で契約まで持っていこうとは天から間違いなのです。 

この捨てられるＤＭへ多大な投資をされた方も多いと思います。 

9



そして数字の見返りが無いと嘆いておられます。 
で、DMなんて駄目だ！となるんです 

ですから、そのようなＤＭは金輪際お忘れ下さい。 

いいですか、大事ですよ 

ＤＭには一つしか役割が無いのです。 

その、たった一つの仕事をキッチリしてもらうのがＤＭのお仕事なんです。 
そのたった一つのお仕事とは？

2-2　ＤＭは一番打者 

いきなりですが、野球で、打順は重要です。 

せっかくの実力も打順がいい加減だと勝てる試合も負けです。 

従来の足で稼ぐ営業でよく見かけたのは、新人にアポ取りさせて、ベテランのクローザーを
後に据えていた。 
好景気でお客さんが警戒していない時代であればOKでしたが、これは間違いのもと。 
実はこれは逆で、実際は玄関入ればなんとかなるんで、ベテランに玄関突破をさせるべきな
んです。 

要は、玄関突破が鍵なんです。 

見込み脚を確実に探し出すことなんです。

野球も一緒で、一般的セオリーだと、上位打線に打率を高く、下位にあまり高くない選手を
である。 

DM戦術も同じ。 

野村監督は一番打者に 
「出塁率が高い。足が速い。ミートがうまく三振が少ない」 
選手を起用すべきとしています。 

そうなんです。 
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DMでいきなり長打は狙わないのです。足が速く、職人的な技で出塁が使命なんです。

さぁ、本論へ入ります。
例題で研究してみましょう。 
　　 

2-3　ＤＭの与えられたお仕事とは

新規の見込み客を集める際、通常は、営業マンを歩かせます。 
法人もエンドユーザーも一緒ですね。 
エリアを決めて、名簿か住宅地図持たせてひたすら歩けと。 

で、これが訪販ですとアポ取りとクローザーに分かれたり、後日ベテラン同行だったりとな
るでしょう。 
新人営業マンも、イキナリの飛び込みとひたすらの断り文句は精神的にも肉体的にもかなり
辛いです。 

別に根性云々ではないのです。 
本当に辛いことです。僕も十二指腸潰瘍でした。 
あまりの胃の急激な痛みに、路肩にクルマを停め脂汗流したこともしばしばありました。

そこで、新規や見込み客獲得の困難な、最重要部分をＤＭに任せるのです。 

　「営業マンで取れないものがＤＭで取れるか？」 

賢明かつ当然の疑惑の声が聞こえてきそうですが十分に出来るのです。 

もちろん数えきれない実証済みです。 
さ、切り口を鋭利に研ぎ澄まして、「選択と集中」に則ったＤＭの作戦のスタートです。 
では、数字が稼げた実戦型の「例題」で研究してみましょう。 

●とある教材屋さんの実例です。 

教材と言っても、マイクロソフト関連のパソコン用の教材です。 
販路は、一般企業をはじめ学校関連、学習塾、書店、エンドユーザーが見込めます。 

実は一般企業から学校まで幅広く売れることを「皮算用」して、様々な販促活動をしたので
す。 小躍りするようなワクワク感いっぱいで歩きました。 
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しかし、そうは問屋が卸しません。 

東京ビックサイトをはじめ、幕張メッセなど企業向け展示会では１００万円以上を投下し、
数百枚の名刺を手に入れて喜々とするもあんまり決まらない。 
資料も失礼の無いように豪華装丁版をゴッソリと無理して宅配便でお送りする。 
そして「根性」と「誠実さ」の２つを胸に足しげく名刺を頼りに訪問する、けど決まらな
い。 

という苦労譚を乗り越えて・・・ 

３章　例題演習

3-1「選択と集中」 

例題（実話）研究の解決法を考えてみましょう。 

まず、「どこにでも売れる商品は、どこにも売れない」

DM云々は別に、新規開拓営業では、あれもこれもと資料を持ち込んで総花的な営業をした
くなりますが、この考え方は一切棄てましょう。
多くの経営者は、広い市場を想定して皮算用しますが、そんな美味い話はあり得ないので
す。 あくまでニッチに固執です。

まずは客層を絞ります。
売り込む商品も絞ります。ついつい、ついでにあれもこれもと訴えたくなるもんですが辛抱
です。

そこで、例題では売りたい教材の性格上、ターゲットの業界を「学習塾」にギュッと絞り込
みました。 

絞った上で、お客様専用に「美味しく」味付けしなおすのです。 ここは大切です。
多くの企業では、写真が綺麗なパンフを漠然と作ります。対象は「みんな向け」です。
これではイケません。

なぜ、学習塾に絞ったかは、学習塾の悩みと当該商材のアレンジによってはかなり面白い企
画へと発展が期待出来たからです。 
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それでは敵の泣き所を検討します。（本来、敵ではありません） 

営業の考え方ですが、常に、相手のアキレス腱を見つけ執拗に攻めるんです。
要は関節技です。関節技は、少ない労力でバシッと決まります。 
（余談・私は木戸修ファン／木戸クラッチ好き）

さて、塾のアキレス腱は、 

などがザックリと考えられます。 

ここを攻めます。
学習塾オーナーの心をすくい取り、将来不安である少子化の恐怖を拭い去り、大手とはかち
合わない、昼間の教室を活用出来る商材ということでシナリオを考えます。 

ここは重要です。 

商品が良いとか凄いとか特許とかサプライズで売るのではないのです。 
まずは先様に沿った専用のシナリオを仕立てるのです。
その上で、

などのキャッチを含めた、DMをこしらえます。とても短いものです。
別段豪華な必要はございません。

ついついＤＭには、○○○が１００％ですとか、業界一とか特許がどうとかの話、○○○が
更に強力になりましたなんてスペックを強調する文句を盛り込みたくなりますが一切入れま
せん。 順番がありまして、この手の話は、次の手、あるいは一番後半に持ち出します。

つまり自慢ではお客は気持ちが惹かれないのです。 
突然の「こだわり」は犬も食わないのです

「ボクのパパは社長なのサ」と威張っているスネ夫のようです。 

これではモテナイのです。 
いいですか 
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　１　少子化 

　２　大手の進出 

　３　昼間の教室が遊んでいる 

日中の空き教室を、手間なく有意義な収益源にする方法とは？



例えば、 
ナントカ宗教団体がツボ売るのに、「これは伊万里の～～」とか「作家が～～先生でして」
なんて言いますか？ 

言わないけれど高額で売り逃げます。 
この手のマネはイケないけど、ここに売るべきヒントが隠されています。 

売り込むことなくお客の心を鷲掴みにするんです。
共感と感動、シナリオ、そして細やかな脅しとか？ 
これらをまとめて、付加価値などと申します。 

これ大事です！試験に出ちゃいますね！ 

これらを含めてＤＭの製作に取りかかります。 

ＤＭへは、大きく社名やロゴマークなどは要りません。 
変なキャッチコピーも要りません。 
邪魔なくらいです。 

目標はあくまで「出塁」です。 

いかがですか？ 
シナリオに沿ったDMは見えたでしょうか？ 

ここで手間や経費はかけません。シンプルにサクッと決めます。 

繰り返しますが、ポイントは、「売り込み」をしないのです。 

売り込み臭を消したDMあるいはチラシ、広告をこしらえるのです。
なぜなら、「見込客を集める」ことと、「売り込み」は全く違う作業なんです。 
ちなみに、この手法はチラシでも、ＤＭでも、ネットでも、タウン誌でも格安で可能です。

分かりづらいかも知れません。
売り込まずに集客と言うのは、考え方をガラッと転換しなければなりません。

「釣り」で例えるならば、狙った魚だけに絞った「寄せ餌」を撒くんです。
他所の魚は要らないです。みんなに好かれる必要は全くありません。
みんなに好かれる為には冒頭で紹介した、つまらない疲れる愛想を使った営業活動をしなけ
ればなりません。いいですか、敢えて絞って「寄せ餌」を撒くんです。
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３-2　寄せ餌とは何か？

これこそが情報です。
お客様にとって、本当に知りたい情報です。

お客様は、素晴らしい商品やサービスを手に入れる前に、
　・あなたの会社が本当に信頼にたるのか？
　・大丈夫なのか？
　・騙されたりはしないだろうか？
　・ババを引かされることはないだろうか？
と常に不安に思っております。

この不安を、拭い去ることが出来て、はじめて「良い商品なの？」となるのです。

つまり、訪問販売では鉄則なのですが、まずは自分を売ることが最重要になるのです。
すると、売り込みのない寄せ餌とは、お客さんが知りたい情報や会社のつぶさな情報。
後者は資本金とか取引銀行ではないですよ。
　・社長がどんな人なのか？
　・どんな思いで取り組んでいるのか？
　・個人的な趣味
　・ちょっとした苦労話
などです。

こんな風に書きますと、誤解がでるんです。
社長の個人情報なんか！って。
しかしですね、かつてNHKで「プロジェクトX」なる番組がありましたが、あれは多くが社
長や登場人物の個人の苦労話です。
その苦労があって今がある、と云った浪花節は効きます！
覚えがあるのではないでしょうか？

松下幸之助、本田宗一郎、王貞治、徳川家康・・・ま、いくらでも出て来ますが、ここで言
いたいのは、私たち中小・零細企業は大企業のマネはご法度です。
どんなに背伸びをしても、かっこいいパンフやホームページがあっても追いつきません。
お客さんは知っているんです。

あ、そして、ここで良くでる質問ですが、スーパーのチラシの意味はまた違います。
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あそこには目玉商品を並べ、いわゆる「寄せ餌」を使っています。しかし、ここでは新規を
呼ぶわけではありません。営業エリアも狭い、いつも来ている常連さんを呼ぶ為の寄せ餌で
す。
信用も信頼もある程度確立しています。
だから圧倒的な効果で行列なども出来るんです。

私たちが通常営業で狙うのは新規獲得ですね。
そこと、既存客対策は全く違うのです。既存客対策は別です。

新規の場合は、商品や価格で勝負ではなく、いわゆる「信用」「信頼」をいち早く築いて、
価格競争以上の効果を紡ぎ出すのです。

相思相愛の関係を築くためにも必須なんです。

どう反応させるかもミソになります。 
お客さんの言い訳、抵抗感を徹底的に封じなければなりません。 
お客さんの反応があって初めてあなたの会社の見込み客となるのです。 

この見込客は宝です。 
この宝を、さらに育て、訪問販売のような見切りをつけることなく低コスト・流れ作業で契
約へと運ぶのです。 
つまり、既に得点圏への出塁があるのですから長打やクリンナップへ期待が広がります。 
もちろん即決の場合もあるでしょう。 
ここからのアレンジは自在です。
なぜなら、あなたの立てたシナリオ通りのストーリーに乗ってくれたのですからシメタもの
です。 あなたから見れば、このお客の悩みも必要性も熟知していると言えましょう。 
あなたの手の平でお客様は微笑んでいるのです。 

ここいら辺りから、地味なゲリラ戦の醍醐味であり快感が始まります。 
さ、もうすぐ営業マンの腕が唸ることでしょう！ 
少なくとも時間を掛ければ契約率は格段に上がります。 
でも、ここから先もダイレクトメール戦術が火を噴くのです。

寄せ餌の次は、本当の仕掛けが待っています。
お客さんを行動させるセールスレターです。
これらの一連の送付が、事務作業化であり、流れ作業可です。低コストで高コストな体制構
築に腕っこきの要らない営業体制を作る妙味です。
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3-3　寄せ餌から「行動させるセールスレター」

*この章では、好評でした「近代中小企業」誌掲載の原稿を掲載します

3-3-1 ターゲットを絞る

まず、セールスレターであるが大ざっぱに分けて２つの捉え方がありま
す。

１つが、ある程度買う気信号を発しているお客向け、２つ目がナニガシ
カの名簿を元に、お客から見れば「いきなり」届く一斉に送付される場
合の２つがあるでしょう。
　本来後者は効率や成約率から考えると避けるべきと考えますが、前者
にしろ後者にしろ考える肝要は客層をギュッと絞ることです。
　そして絞った先専用とも言うべきセールスレターをこしらえるんです。
良く見受けるのですが、いかなる対象のお客に対しても、常に同じ資料、データ、セールス
レターばかりを提示する会社がありますが、あれではいけません。
せっかくセールスレターを用いるのであれば、きちっとダイレクトマーケティングの美味し
いところを活用していきましょう。

3-3-２　インパクトは、いらない！

セールスレターなのに、モンギリ型の挨拶文とかキャッチコピーに不思議な装飾を施したチ
ラシ型のレターが多いですが、これでは売れづらいです。
そして、なんにつけても目立つこと、インパクトを求める方がいますが、ハッキリ言いま
しょう。そんなもんは役には立ちません。
要は目立つことではなく、買ってもらうことです。
キャッチコピーに懸命になられるのも良いのですが、そこに注力しすぎて読んだお客は何を
どう行動すべきかが明示していない、あるいは起すべき行動を小さく書いてあるなんてこと
がざらです。
必要なことはお客をきちっと動かすことです。

3-3-３　お客さんは理屈では動きません

ある客層に絞って、専用のセールスレターを書いたとしましょう。
しかし、多くの場合、そのセールスレターは「自慢話」に陥っていることが多いのです。
「特許取得済み」「地域１番」「業界初」その他重箱の隅を突くような、確かに凄いのかも
しれないけど、お客さんには今スグ聞きたい内容ではない場合が多いです。欲しいとも言っ
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てないのに聞いてもいない商品やサービスの優れた点ばかり訴えられても何とも反応しよう
がありません。
お客さんは凄いから買うのではないのです。
買う理由と買わなきゃ損だと言うことを教えて欲しいんです。
それが理解出来れば欲しくなるんです。
そのためには前段階が必要になります。

3-3-４　お客さんは自分を分かってくれている人が恋しい

「そうなのよ、そう！そう！わかっているな～この会社」
ってな状況が好ましいのです。
つまり、共感です。
この共感を得るには、初めてお客さんの立場を考えることが必要になります。
そこではニーズだなんて探しません。そんなのはお仕着せに過ぎません。
アキレス腱を探すんです。お客の痛いところ困り事を探すんです。
だから、冒頭にはキャッチコピーなんて凝らなくていいのです。
「あなたの気持ちがわかります」調の文章の展開が必要になってくるんです。

3-3-５　商品の説明は２のつぎ３のつぎで良いんです

営業の立場からすると、ライバル企業の動向や価格面、ライバル会社の製品の性能やスペッ
クばっかり気になっていることでしょう。これは売れない営業です。
確かにお客は最近なんでも知ってます。

だから客層を絞るんです。

そして、その客専用にカスタマイズするんです。
「おいおい、カスタマイズって」
そうですね、製品はいじりません。要は、商品で直接勝負はしないんです。

・現在のあなたの困り事には、こんな思いもよらぬ解決法があるんです！
・こんなに簡単に○○が出来てしまいます。
・スペック表ではわからない職人ならではの心遣いが○○に採用
　だから作業効率が抜群に違う！

などの文言がセールスレターには踊ります。
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最後に、これらのメリットを享受するには○○○と言う商品で解決します、となるわけで
す。
価格は最後で良いでしょう。
お客の反応が見えませんか？
見えるように書き上げる、お客を行動させるのがセールスレターです。

（「速習」掲載　佐藤久彰著）
行動、つまりご契約です。
もちろん一発で決まるとは限りません。
ここから営業マンを繰り出すも良し、もう少しこの戦術を展開するも良し。
決断は、経営者であるあなたの醍醐味ですね。

3-4　ゲリラなＤＭ活用の効用 

さて、ここまでのコストはいくらかかるでしょうか？ 

ＤＭでしたら１００円以内で可能なお仕事です。ホントはもっと安いかも。 
手間も一度ひな形が出来ればＰＣ１台で片づく仕事です。 

このＤＭによる見込客の獲得はたくさんのメリットがはかれます。 

　●まずは圧倒的な低コストである 

　●時間的にも迅速です 

　●事務員の戦力化が可能です 

　●結果がすぐ見えます 

　●新たな投資は、ほぼ不要です 

　●修正がきわめて素早く可能です 

　●営業マンのいやがる「飛び込み」が無くなります 

　●興味のあるとこへの訪問ですから営業の能率は抜群に上がります 

　●たやすく営業エリアを拡げることが可能です 
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　●数字による管理がたやすくなり、予算化や目標達成にブレが無くなります。 

そして、

　●現状の体制でライバルにも知られることはありません。 

外からは見えないのです。 
あたかもトーチカに潜ったベトナム陣営のようです。 

訳あって極めて高い反応率を誇るDM（ダイレクトメール）を効果的に駆使して、反応が
あったところへの精鋭たる営業マンの投入は実に効率的でムダのない、攻めやすい方策にな
るでしょう。 

これらの話は絵空事ではございません。 
数えきれない実証例が物語っている事実なんです。 

今でも、営業中心の会社に行きますと、とにかく歩け、電話すらもご法度だなんて会社が
あって驚くことがございます。 
私も歩いてナンボであると叩き込まれましたが、どうしてどうしてＤＭの作戦は大いに効果
を発揮します。 

もちろん今流行りのインターネット販売でも簡単な応用が利くことは言うまでもありませ
ん。 ダイレクトマーケティングが全てではありません、が、現在の営業体制に２～４割傾注
してみるのも大きな力になるものと思います。 

是非とも参考にしていただき、あなたの会社の戦力アップに使ってみてはいかがでしょう
か？　 
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佐藤のこと

申し遅れました、私佐藤という人間の紹介です。

●略歴● 

僕の幼稚園の時に発表した大きくなった時の夢は「シャチョー」。

我ながらかわいくない夢である。 

しかし、これには訳があり、当時、親父は販売会社から独立し「所長」から「社長」への時

で大いに影響を受けたのであろう。 この「社長」と言う言葉や夢は単なる幼稚園児の夢で

はなくズーットしぶとく持ち続けていたんです。 

高校時に、サントリーの佐治会長の著？に、「自分に時間的物理的な制限があろうとも”お

金”を払うことで優秀な頭脳やアイデアを用いて夢を実現することが出来る」のような文章

を読んで痛く感動。 

やはり僕は社長になるんだと！それには、自分には誇るべき能力は皆無なので「営業」で儲

けよう！などと思い込む。 

そして、営業は「語り」だ、などと素人判断でそのための教材に選んだのが「落語」。 

しかし、単に教材の域を超え、こよなく愛してしまうことになった。 

高校卒業して「浪人」を経験して初めて「予備校」なるものに足を踏み入れる。当時ボク

は、予備校なんてのは教育という不可侵なる神聖な分野にハビコル「受験ゴロだ」くらいの

認識であり敵と認識していた。しかし、悲しくもお世話になることになり教室での講義を受

けて愕然。こんなに素晴らしいのかと！ 

ここで大きく教育というものへの考え方が大きく舵をきった。入学すると家庭教師や塾の講

師のバイトも務める。熱すぎて塾の生徒が辞めるなどもあったり教育への疑問も膨らんだ。

塾がサロン化していたのだ。その他、バイトはありとあらゆることに精を出した。 

そして、社会勉強と興味の両方を満たす、一挙両得を狙うべくこれまた中学の大昔から大い

に興味のあった「政治」にクビを突っ込もうと、大学１年の春に選挙事務所に飛び込んだ。 

ちょうど世は社会党のコダンナ、だかマドンナ旋風や消費税国会という激動期。 

学生時代に述べ１０~の選挙に携わり、ジミで泥臭い？社会勉強とドブ板選挙（営業）、そ

してお酒の味というものを大いに学ぶ。 

大学卒業後教材販売会社に入社。ここではＮＴＴのホームテレホンの訪問販売。そして乳幼

児向けの教材、小学生用の４０万強の教材、そして100万を超える中学向けセットなどを関

東・東北・北海道にて飛びまわるようにして訪問販売しまくった。疑問を感じながらも良い

数字も出た。しかし身体もカナリ応えた。一年後その会社の倒産前に退社。

多いにここでの経験は勉強になりました。10を越える選挙とここでの訪販根性は私の揺るぎ

ない基礎になりました。
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で、辞めてからは自分で何かがやりたくて、お世話になった方のところへ転がり込む。 教

育への思いを捨てきれず学生時代に家庭教師、塾講師を経験していたことを活かし、有志の

方の協力も有り1993年「志学舎」開校、２年間塾運営。

その後、昔取った杵柄で議員事務所兼サラリーマンを3年経て、再び性懲りも無く独立。 

今思えばデフレの引きがねともいえる携帯電話の０円販売を先頭きって頑張った。

ここでも訪販で売ったり、スーパーやホームセンターの軒先や通販などを多いにやった。右

翼のナントカとかマルボウ絡みの客とか変なのも多く血尿しながら頑張りました。

それもつかの間、11ケタが落ち着くと０円でも売れない頭打ちに悩んでＩＴ界へ転身。 

単身徒手空拳での船出が、塗炭の苦しみ味わうこととなる。 

資金無し、縁故無し、人員無しの徒手空拳からＩＴ関連業で展示会、ＤＭ、ＦＡＸＤＭ、商

工会などで説明会形式などで代理・取次店の構築に邁進。 

その後苦労の末、６畳一間からＰＣ１台の利用で全国に代理店構築に成功！

 

その経験を活かして現在、営業や販路拡大について、敢えて訪販技術を使わないダイレクト

マーケティングんを地味に真面目にやることで、様々な業界業種でオモシロイ数字を出し

て、全国からお越しいただく社長さんと常磐沖の肴で美味い酒をやっつけることに大いなる

生きがいを感じております。

＊2003　フォレスト出版社「フォレスト大賞」　準グランプリ受賞 

●趣味など...● 

・ダッチオーブン

只今これですね！ハマッテマスBBQではホントに良い仕事してくれますよ

肉でも魚でも美味いですね。僕が作っても美味しいんですよ

・古典落語

2001は、古今亭志ん朝師匠のお隠れ、そして2002に滑稽話の大御所人間国宝の柳家小さん師

匠までもがお隠れ・・・名人が次々寄席を去ることに淋しいかぎりです。古典をこよなく愛

する佐藤です。

・ＭＡＣ信者　ＰＣそのものは、８bit時代からいじってます

・左党（美酒とうまい肴） 

　最近ですね、本当に日本酒が美味い！ 

　やはりですね、トドメは酒ですよ　特にですね、ほのかに酸味の利く芳醇でコクのある

どっしり系が良いですね。茨城も酒どころですが、静岡の磯自慢だったかな~極うまです 

・往年の猪木信者・本好き！・釣り好き！特に鮒とハゼですかね

・竹馬がデキル！などかな～

中小企業営業支援会　主宰　燃える商魂　佐藤久彰
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～お客様のお声～

私共とお取引き（教材購入など）のあった方々の声の一部です

中小企業オーナーからの絶大な支持を受けるランチェスター経営の大家である竹田先生よ
り「とても分かりやすい」とのお言葉をいただきました。もちろん先生にも定価でご購入
いただいております

ちょうど「独立企業の成功戦略ビデオ」が完成し、これからこのビデオを使った「独立・起
業塾」を開く「塾長さん」を募集する準備をしていたときだったので、佐藤さんのビデオを
申し込みました。とても分かりやすいので、すぐ応用が出来そうです。
　○...ランチェスター経営(株)　竹田　陽一様（福岡県） 

起業家支援では第一人者であり、氏のメールマガジンはビジネスマン必読とも言われそ
の着眼力先見性には定評。もちろんメルマガの発行部数は断トツのトップである。「週
末起業」関連などの著書他も売れまくってる森先生からいただきました。

見込み客をみつけて営業をかけて成約に持ち込む。ごく当たり前の営業の手順ですが、途
中、いろいろな「障害」があって、かなり「歩留まり」が悪いのが悩みの種。お困りの経営
者・事業主の方々は多いのではないでしょうか。ならばこのビデオがお奨めです。 

私も実際、このビデオを観ました。いや～、なるほどねぇ～。そうだよなぁ～。な～んて、
ホント、楽しく役立つビデオです。で、実にわかりやすい。そして「ほのぼの」してます。
え、そんなんじゃさっぱりわからない？ そうですよね。私が特に感心した部分を挙げてみ
ると、こんな感じです。 

まず見込み客のリストって、どうやってつくるの？ 高いお金を払わずとも、＊＊＊＊＊＊で
結構、簡単に情報にアクセスできるんですね。そりゃまぁ、＊＊＊を使えばほとんどの情報
は手に入れられるんだけど、手間かかり過ぎるんじゃないの？とか思ってたけど、そっか
～、この手があったか！と感動。 

で、見込み客にどうやってアプローチするの？ あまりお金がかかる方法は困るなぁ。ふ～
ん、そうするのかぁ。でもお金かけないと反応率、悪いんじゃないの？ そうでもない？ 
４％？！ おいおい、それはスゴ過ぎる。どうやるんだ？ あ、なるほど、そうするのか。そ
れなら４％の反応率は納得。 
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反応があった見込み客をどうやって、落とすのさ。ふむふむ。最初はうまくいかなかった？ 
で、どうしたの？ いろいろと試行錯誤もされたんですね。で、押さえるべきポイントはどこ
に？ いやぁ～、お客さんの心理を考えると、確かにそうなんだよねぇ～。よ～くわかった！ 

そして、お客さんとの契約。ここで失敗しちゃいけないね。その仕掛けはどうなってるの？ 
なるほど、もうこの段階では、お客さんの方から「ぜひとも契約させてくれ！」という話に
なっちゃっているわけですね。営業としては理想的、というかそれ以上。ここで「ウラ技」
も駆使。このトリックは使えるじゃん！
　○...森オフィス　森　英樹様（東京都中央区）　 

八木さんとは、付き合い長いです。ウチの代理店もされてました。
本まで出されてビックリです！

いやーこれはすばらしい内容ですね。
ＰＣ活用ビデオは、単純なＰＣ活用にとどまらず、営業の売れる仕組みづくりの提唱です
ね。
当社は、生保損保トップ代理店そして経営コンサルタントへの進出と幅広く手がけておりま
すが、このＰＣ活用方法論、展開論は中小企業にとって非常に大事なポイントなのです。
ズバリ！発想の転換を迫る内容です。
業種問わず各自の経営に必ず活かせますよ。
入り口はＰＣでも、出口は経営戦略と事業計画立案に向かいます。
何を選択して、何を捨てて、何を得るのか？
いつまでにどれだけをどこから手を付けるのか。
資金計画は？利益計画は？管理費用は？
などなどきりがありませんが、そこに至るわけです。 
　○...株式会社リプライ　八木　猛　様　（宮城県仙台市） 

●こちらは塗装業の2代目専務です。大真面目で生粋の職人肌です。水戸までお越し頂きジックリご
相談しました。

佐藤様へ

本日はどうもありがとうございました。
今日はとにかく、感動でした。内容ではなく佐藤さんにです。
内容は、良いものだと行く前から分かっていました。それよりも佐藤さんの気配りには驚き
ました。内容を録音など私にはまったく考えていないことでした。また、気さくな佐藤さん
に私も質問がしやすかったです。
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凄く良い人を感じました。 それで分かったことは、今までの営業は良い人ではダメというイ
メージに対し、佐藤さんの営業方法は良い人を全面的に出せる、素晴らしい営業方法だと思
います。

さっき社長に、これからは佐藤さんの営業方法以外はやる気はないと、自分の気持ちを言い
ました。頭の固い社長も今回はすんなりOKしてくれました。私は全面的に佐藤さんを信じ
ています。
なぜなら、佐藤さんの営業方法に私は、はまっているからです。 
しかし、ぜんぜん嫌な気はしません。
それどころか、もっと佐藤さんからいろんなことを吸収したいと思いました。
  
営業力って私は正義だと思います。 
なぜなら、業者も潤い、またお客さまにも良いものを提供ができます。
それどころか、従業員や塗料業者、私の周りの人間はみんな幸せになるのではないでしょう
か？？
  
その正しい営業をお教えしていただく佐藤さんはまさしく正義の味方ですね(笑）
本当に感謝しています。今日営業の第一歩を踏み出せました。
これから困難なこともあるでしょうが、がんばっていけそうです。
これをきっかけに佐藤さんとも仲良くできればと思っています。長くなってしまいましたが
これからも宜しくお願いいたします。
 　○...(有)マルキペイント　専務取締役　及川様（埼玉県比企郡） 

おわりに

ここまでお読み頂きありがとうございます。ダイレクトマーケティングの可能性を感じて頂
けましたでしょうか？　
営業は、根性や口車ではなく、ＤＭによって「信用と情報」の提供を行うことで、本当に良
いモノをサービスを欲しがっているお客様にシッカリお届け出来る素晴らしい営業法だと確
信しております。

最後に、あなた様のご多幸とご成功を心よりご祈念いたしております。　

佐藤　久彰
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