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「事実情報を収集すること」 

 
■感情より事実で判断 
 情報を顧客から取らないために、多くの場面で失敗をしている営業マンがいます。

商談活動に入ると、プランや事業計画書・見積りを提出することが主たる仕事にな

り、大切なところを押さえていないのです。例えば、なかなか商談化のできない顧

客がいつのまにか他社と契約しているという事例があります。プランと見積りを提

出し、いよいよ契約というときに、思わぬ第三者の反対にあい契約できなくなった

事例もあります。住宅営業の場面では、両親が契約直前に反対するという現象です。

賃貸マンション営業の場面では、遠隔地に居住している法定相続人の契約直前の反

対です。このような現象が発生するのは、顧客に関する様々な情報が収集できず対

策が立てられていないからです。 
 情報には大きく分けて２つあります。感情情報と事実情報です。多くの営業マン

の失敗は感情情報で顧客を判断していることにあります。ここで、感情情報と事実

情報の違いを明確にしておきましょう。感情情報は顧客のニーズ、意欲、目標、要

望、要求、反感に関する情報です。「収益を上げたい」「いい家に住みたい」「幸

せになりたい」「健康で快適な家に住みたい」「今は賃貸マンションを建築するつ

もりはない」「今は建替えするつもりはない」「価格が高い」これはすべて感情情

報です。この感情情報に対し、事実情報は顧客の状況や背景を示したものです。例

えば、「私の年収は５００万です」「私の家族は４人です」「私は３５歳です」「土

地が３００坪あります」「築３０年です」というものです。 
 営業上の失敗は、顧客から発せられた感情情報で顧客を判断することから始まり

ます。例えば、「私は当分建替えはしないよ」「まだまだ、先だから」という否定

的な顧客の発言で「追わない」と判断してしまうのです。逆に「安くしてくれれば

契約するよ」「いい土地さえあれば契約するよ」という肯定的な反応で「次は契約

だ」と判断してしまうのです。 
否定的な発言をした顧客が１年後に建替えしている事例あります。また、逆に「安
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くしてくれれば、契約するよ」と言いながら、他社と契約した事例など多くありま

す。そこで、事実情報で顧客を判断するということを認識して欲しいのです。 
 
■ 事実情報（基本情報）の種類 
＜住宅営業＞ 
①顧客プロフィール 

・家族情報：住所、氏名、年齢、勤務先、職業、年収、築年数、家族構成 

②土地プロフィール 

・土地の有無、所有者、抵当権の有無、概略形状と接道状況 

＜賃貸マンション営業＞ 

①顧客プロフィール 

・家族情報：住所、氏名、年齢、勤務先、職業、仕事の内容、年収、法定相続人 

②土地プロフィール 

・土地の有無、場所、規模、活用内容と現状の収支 

・地権者、建物の所有者 

・概略形状と接道状況 

・抵当権の有無 

・ 活用内容の項目／駐車場（アスファルト、砂利敷き、屋根付き）＜台数、料金＞・

田、畑（生産緑地の有無、市街化調整区域）・借家、アパート、賃貸マンション

（戸数空室、築年、家賃、メンテナンスの有無、構造、階数）・倉庫、工場 等 

 

 上記の事実情報は、主に顧客との面談時に収集することができるので、顧客に質

問します。しかし、尋問、詰問調の質問では顧客は応えてくれません。例えば、「家

族は何人ですか」「土地は何坪ですか」「おいくつですか」という質問です。顧客

との信頼関係が構築できていれば、この種の質問にも応えてくれるでしょう。しか

し、初期面談やそれに近い状況では困難でしょう。そこで、顧客が応え易いように

質問の内容をパターン化しておくことです。下記に二つの方法を紹介しておきます。 

①賞賛、雑談、談笑の軽いノリの中で質問 

②説明しながらの質問 

 

①賞賛、雑談、談笑の軽いノリの中で質問 

 顧客の状況や背景を賞賛しながら、情報を収集する方法です。賞賛されれば、誰

でも嬉しいものです。賞賛により、顧客の重い口が軽くなり笑顔で細かい情報まで

取れるケースもあります。下記は実際の現場周辺訪問活動で経験した内容です。顧

客の住いを賞賛しながら家族構成を確認していきます。 

営業：ところで立派なご自宅ですね。（自宅を賞賛する） 

顧客：そんなことはないよ。 

営業：皆様とお住まいですよね。（家族の人数を確認する） 
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顧客：長女と次男は出ていますよ。 

営業：そうしたら長男さんと若奥さんと。お孫さんは。（家族構成を確認する） 

顧客：二人だよ。 

営業：全部で６人暮らしですね。にぎやかでよろしいですね。(家族状況を賞賛する） 

顧客：まあね。 

営業：息子さん、たまには田んぼ（長男の仕事を確認する）にでられるのですか。 

顧客：いや､やらないよ。 

営業：それなら、お勤めですか。 

顧客：仕事に出ているよ。 

営業：息子さん３０代半ばぐらいですよね。（長男の年齢を確認する） 

顧客：もう、４０歳だよ。 

営業：４０歳というとお仕事も大変ですよね。いいところにお勤めなんでしょうね。 

  （長男を賞賛する）ところでご主人はおいくつですか。(主人の年齢を確認する） 

顧客：７０歳だよ。 

営業：お若く見えますね。（主人を賞賛する）まだ、６０代かと思いました。 

顧客：そうでもないよ。 

営業：やはり、田んぼをやっているからなんでしょうね。 

顧客：いや、もう年で結構大変だよ。 

営業：すると、かなりたくさん田んぼをおやりなのですね（土地の規模を確認する） 

顧客：いや、たいしたことないけどね。 

営業：というと１０００坪ぐらいですか。 

顧客：いや、６００坪だよ 

営業：全部、田んぼですか（土地の活用状況を確認する） 

顧客：３００坪は駐車場なんだよ。 

営業：するとこのあたりですか。（住宅地図を出しながら、場所、形状、接道状況

を確認する） 

顧客：ああ。ここだね。 

営業：ここら辺は道も広いし、環境もいいし、いいところですよね。（環境を賞賛

する）全部、ご主人の名義なんでしょう。（土地の所有者を確認する） 

顧客：ああ。 

営業：駐車場なら現金でやられたのでしょうね（抵当権の有無を確認する） 

顧客：そうだよ。 

営業：抵当権もついてないから何するにしてもいいですね。 

顧客：まあね。 

 

②説明しながらの質問 

 メッセージ質問と呼ばれている質問です。説明しながらフリー質問やリード質問

を使う方法です。一方的に「家族は何人ですか」と質問するのでなく、「私の家族
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は４人です。〇〇様は何人ですか」と質問するのです。自分のことを話せば、相手

も自分のことを話すのです。情報を提供しながら情報を収集するのです。 

 下記は、完成見学会で営業マンが現場内容を説明しながら、情報を収集している

事例です。 

営業：こちらの住宅は家族６人でお住いになります。〇〇様のご家族は何人ですか。 

   （現場の家族を説明しながら、顧客の家族を確認する） 

顧客：ああ、６人だね。 

営業：すると、ご両親とごいっしょですか。 

顧客：うん。 

営業：この土地は７０坪で、建物は５０坪です。〇〇様のお土地は何坪ですか。 

   （現場の土地の規模を説明し、顧客の土地の規模を質問する） 

顧客：６０坪ぐらいかな。 

営業：こちらのご家族の建替え動機は築２５年で住いにくいということなのですが、 

   〇〇様のところは築何年ですか。（築年数と建替えの動機を質問する） 

顧客：うん。築３０年だね。 

営業：何か住みにくいことなどありますか。 

 

■事実から感情を引出す 

 顧客が口では「建築はしない」と言っても事実情報の内容により、追うか追わな

いか選別すべきです。たとえば、「うちは考えてないよ」と言われても顧客の事実

情報が次のようなものであれば、営業マンは約束を取りつけ商談に誘い込むべきな

のです。 

主人の年齢:４５歳／土地:５０坪／築年数:２５年／家族:６人／年収:７００万 

 顧客に「建てる建てない」の質問をしても顧客はまず当分はやらないと言うでし

ょう。そこで、営業マンは事実情報から感情情報を推測し顧客にぶつけてみるので

す。ニーズ（感情情報）は状況（事実情報）から生まれると言われます。２５年前

に建築した住宅であり、おそらく高齢者と子供がいるので下記のことが考えられる

でしょう。 

・ 湿気がありカビ臭い部屋がある 

・ タンスの裏を見ると黒ずんでいる  

・真冬、ガラスの表面に結露する 

・暖房を消して、１時間後に寒くなる 

・両親が高齢なので、真冬の夜中のトイレや朝の起床がつらいと言っている 

・真冬、部屋から部屋への移動がおっくう 

・真冬、家事仕事をしていると足元が冷えるので、暖房マットを敷いている 

・ 光熱費がかかる 
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 賃貸マンション営業は土地の活用状況から下記の感情情報（ニーズ）を推測でき

ます。 

①現状が田、畑の場合 

・ 固定資産税の家計への圧迫 ・相続税の不安 ・生産性の低さ ・後継者の問題 

②現状が駐車場の場合 

・ 固定資産税の１００％課税 ・固定資産税による駐車料収入への圧迫 ・生産性

の低さ ・将来の相続税の負担  

③現状が築２０年以上のアパートの場合 

・ 火事、地震などの災害の危機 ・長期在住者の家賃の低さ ・償却期間の終了に

よる所得税の１００％課税 ・低家賃による家計への圧迫 ・立ち退きの不安 ・

維持補修費（雨漏り、外壁のひび割れ、水回りの修繕など）の家計への圧迫 ・

入居率の悪さ 

④現状が遊休地の場合 

・ 税金はかかるが収入を生まない ・雑草や樹木の葉、落ち葉の管理の負担 ・粗

大ゴミの捨て場 ・火事の危険性 ・近隣への迷惑 

 

顧客の事実情報をしっかり押さえれば、顧客に対し正確な判断ができるということ。

また、顧客の感情情報（ニーズや問題、悩み）も推測できるということ。今後はま

ず、事実情報を収集することを営業活動の習慣にして下さい。 

 

以上 
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「指導会議事録より抜粋（新入社員営業研修）」 

 

新人の営業マンにとって大切なことは、自社の営業プロセスを確実に覚えることで

す。探客／集客から契約までの営業の役割とやるべきこと、そして各プロセスにお

ける具体的行動と定石を体得することが新人営業研修の第一歩です。下記は新入社

員研修の議事録からポイントを抜粋したものですので、貴社の新入社員や中途採用

社員の研修資料としてお役立てください。 

 

■新人研修の目的 

１．戸建住宅営業、賃貸マンション営業とは何かを理解する 

 ・基本の形を覚える 

 ・顧客折衝には順番がある→先入観を持たない／自己流で行うと将来伸びない 

 ・戸建住宅、賃貸マンションは個人が購入する最も高額な商品である 

 ・営業はお客様にとっての窓口機能→お客様のお役にたつ事 

                  お客様の意向を会社に確実に伝える 

                          （組織を代表する） 

                  実務処理をきちんとする 

２．戸建住宅営業、賃貸マンション営業のプロになれば何でも売れる 

 ・営業に誇りを持つこと 

 ・営業とは顧客ニーズを把握すること→「観察すること」「質問すること」 

                   人との付き合い方（コミュニケーション） 

 ・セールスは物を売ることではない→顧客のニーズに答えること 

 ・ニーズには２種類ある ①欲求・要望「～がほしい」ウォンツ 

             ②不安・不満「～で困っている」「～が心配だ」 

 

■営業は何をするのか 

１．営業が行う３つのスキル ⅰマーケティングスキル 

              ⅱランクアップスキル 

              ⅲクロージングスキル 

             商談（Ｓ）：｢敷地環境調査｣｢市場環境調査｣→契約（Ｋ） 

             ⅱランクアップスキル       ⅲクロージングスキル 

探客（Ｔ）新規客      培養（Ｂ） 

 ⅰマーケティングスキル  

              追わない（×） 

２．マーケティングスキル（探客、集客：Ｔ） 

・お客様を探してくる＝営業の第一歩 

・戸建住宅：「お土地をみせてください」 

            →敷地環境調査のアポイントが取れる＝商談の第一歩 
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・賃貸マンション：市場環境調査の提出 

 ①ネットワークマーケティング／紹介営業（ＯＢ客、知人、友人、協力業者 他） 

  ・身の回りの人はすべてお客様である 

  ・キーマン管理を行い顧客情報を入手する 

   （キーマン＝自分の味方になってくれる人） 

  ・紹介の情報が取れるのは引渡しから６ヶ月以内（住宅） 

 ②イベントマーケティング 

  ・現場見学会（構造、完成）が最も効果的 

  ・バス見学会（構造、入居宅、オーナーの話） 

  ・商品発表会 

  ・紹介キャンペーン（年２回程度） 

 ③エリアマーケティング 

  ・現場周辺エリア→現場周辺の顧客を集客する 

  ・ターゲットエリア→入居が見込まれる地域（賃貸） 

                  ※賃貸は効果的（地主がはっきりしている） 

   建替えの進んでいる分譲地、土地区画整理地域 他（住宅） 

 ④マスマーケティング（チラシ、ＴＶ 他） 

(ポイント)・マーケティングはいくつか組み合わせる（マーケティングミクス） 

３．営業の時間（力）配分 

①マーケティング（Ｔ～Ｂ） ２０％ 

②商談（Ｓ～Ｋ）      ６０％ 

③フォロー（Ｆ～Ｋ）    ２０％ 

 ・営業はバランスよく行うことが大切 

 ・新人はマーケティングに多くの時間をかける→後で結果があらわれる 

 

■初回面談について 

初回面談の目的：よい会社と思わせること（会社・商品・個人をインプリントする） 

 ・売れている営業は会社と商品に絶対的な自信を持っていること 

 ・熱意を持ってお客様と接することができるか 

 ・お客様と一緒に迷っていては売れない 

 ・お客様から見てどのように見えるかを意識して行う 

・キーワードで覚える→色々な言い方で置き換えて伝える 

 ・折に触れお客様にＰＲを行う→初期面談で会社ＰＲをして終わりではない 

 ・地域に密着した会社であることをお客様に認識していただく 

 

■お客様とのコミュニケーション 

１．コミュニケーションは「語る」「質問」から成り立つ 

 ・「語る」情報提供：会社ＰＲ、商品ＰＲ 
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 ・「質問」情報収集 

２．「語る」ことによって「質問」ができる 

 ・相手が答えてくれないのは、自分の語り方が良くない 

 ・自分の話す内容によって相手の話す内容が変わってくる 

３．情報収集の内容 

 ・何を語ってから何を質問するのか 

 ・情報提供は情報収集のためにある 

＜戸建住宅＞ 

 ・モデルハウス、現場を見せることは一番の情報提供である 

→ここで情報収集しなくていつするのか 

  例）語り「このモデルハウスは６人家族を想定しています。」 

                  →質問「お客様のご家族は何人様ですか。」 

 ・住宅「土地／有無」「資金調達能力」 →顧客プロフィール 

・ 土地の有無に関する質問（住宅）「お建替えをご検討ですか」 

                  →「はい」に対し「築何年ですか」 

 ・住宅においては何人で住むかが大切 

 ・資金（年収）を聞くためには、住宅金融公庫の知識が大切（住宅） 

＜賃貸マンション＞ 

 ・賃貸は土地の名義、坪数、現在の使用状況は必ず聞く 

・ 土地の有無に関する質問 

 「賃貸マンションをお建てになるお土地をお持ちですか」 

               →「はい」に対して「何坪ぐらいのお土地ですか」 

 ・賃貸の面談においては初回から家族の話題にはいる→法定相続人を知る 

 

（ポイント） 

①顧客のニーズを掴まないで営業はできない→相手が何を考えているのか 
②顧客のニーズを掴むには「観察」と「質問」しかない 
③顧客の「生の言葉」を記録する→顧客ニーズ 

                 顧客の「生の言葉」から再訪問を開始 

                       (顧客の言葉をリピート) 

                       →顧客からは必ず「ＹＥＳ」 

④Ｂ折衝記録（SPS）には自分が行った内容を記入するのではなく、顧客の「生の

言葉」を記入 

⑤再訪問には「商談の連続性」が重要 

⑥顧客のニーズに対して「お役立ち資料」を持っていく 

 

 

以上 
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