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「建設営業ワンポイントスキル」9 月、10 月予定
営業力強化シリーズ：営業にはルール・定石がある。つまりスキルがある ❕❕ 新シリーズ ❕❕
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極意シリーズ：お客様との「コミュニケーションする」話し方を体得する
（住宅、土地活用、建設、不動産、一般営業対象）

１．営業上の課題を解決し、最高の営業マンを目指す
－基本を愚直に実践する習慣をつける－

（３４）「人を理解することは、尊敬と愛情を育むことだ」
代表取締役社長

若林

信孝

■「息子にすべて任せています」
「息子にすべて任せています」
「今は、ここを建て替えるつもりはありません」
「私が死んでから、どうにでもして下さい」
80 代半ばの施主の母親は、自分が居住している築 50 年以上は経過していると思われる立派な
お屋敷風住まいを解体し、５階建の賃貸マンションを建築することを頑なに拒否していた。
「ご長男様が退職後に収入が減るので、不安だとおっしゃっています」
「駐車場は、固定資産税の負担が大変なのです」
「畑の耕作は今、お嫁さんがやってくれています。でも、もう、年なので体力的にきついとおっしゃっ
ています。出来れば、早く止めたいと」
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「お孫さんは外に出ているので、ここに戻って、この敷地の管理は出来ないようです」
「ご長男様がすべて資金調達するので、お母様のご負担は全くありません」
「さらにこの土地はご長男様の名義になっていますので、この家屋を解体することにご同意頂けれ
ば、事業を難なく、進めることが可能です」
「今は金利が低いので、この時期に事業を進めれば、家賃収入によるキャッシュフローも良くなりま
す」
「よろしければ、うちの賃貸マンションをご見学頂きたいと思います。明日は如何ですか」
賃貸マンションの最上階の一室には母親が住む予定だ。今の木造家屋に比較して、安全性、快
適性、利便性、セキュリティーの面でも格段に優れていることを理解してもらうために営業担当の風
間さんは完成見学会に誘い込もうとしていた。実物を見学すれば、気は変わるだろうと。実は彼の
業績は最近、低迷気味だ。だからこそ、この大型案件の成約に執着するのは無理もないことだ。営
業部長や課長も期待している。
■飛込み営業の極意
畑、自用地、駐車場を含めると 300 坪ほどの纏まった土地を一等地に所有している資産家の住
まいのポストに簡単な事業収支計画書を入れておいたら、1 日も経たないうちに携帯に電話があっ
た。即座に見学会に誘い込み、完成物件の一室で最初の打ち合わせが始まった。長男と奥様は集
合賃貸住宅でありながら、外資系ホテルのようなデザインやエントランス、インテリアに興奮し、一気
にモチベーションが上がった。ところが、母親の強い反対にあい、思案に暮れている風間さんだっ
た。
クロージングに至る過程の第一条件は顧客と信頼関係が構築されていることだ。しかし、自ら問
題意識を持ち、顧客の方から私達に働きかける場合にはその問題の解決に焦点が当たっているの
で、関係性の構築にはたいして時間はかからない。その問題を解決するために、リノベーション、売
却や賃貸住宅、あるいは、事業用定期借地などを提案し、納得の上、クロージングをかけることが可
能だ。
ところが飛込み営業では、顧客は問題を認識していないだけでなく、営業担当者やその会社も
信頼していない。場合によっては、その会社の存在すら認知していない。このような状況下で、唐突
に顧客を説得することは怒りを誘うだけだ。今回の事例では、長男夫婦は幸運にも問題を既に認識
していた。だから、一方的な事業計画書の提案に興味を示したのだ。そこで通常は必要な信頼関
係の構築に時間をかける必要がなかった。しかし、母親は長男と共通の問題意識に欠けている。だ
から、賃貸マンションによる解決策を理解できないのだ。
母親と長男、さらに成人している孫達が家族内で将来、起こる可能性のある問題を共有化してい
ることは稀だ。一般的に問題を強く認識しているのは、50 代から 70 代前半の世代である。この世代
は残り 30 年から 40 年近くある人生を退職金と年金、貯金だけで暮らしていく必要がある。年々、負
担が重くなる税金や健康保険、介護保険料など、収入は減るが、必要経費は増えていく。子供達
は独立しているが、彼らの結婚、住まい、子育て、教育など、子供世代の生活を考えると、少しでも
援助はしたいと思うのが親心だ。今のシニア世代に悠々自適の生活は夢なのだ。よって、自分の資
産背景に敏感だ。今回のように長男が賃貸マンション事業に夢中になるのは当然だ。
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■「一日 2000 歩は歩かないと」
そのような長男の事情を十分に理解していた風間さんだったが、母親の事情には無頓着だった。
彼女の視点で出来事を見ようとはしていなかった。あくまでも長男の代弁者として、彼女を説得しよ
うとしていた。さらに自分の名誉挽回のために強力な目標執着心が相手理解を妨げてしまったのだ。
二つのことを同時に出来るほど私達は器用ではない。自己に集中してしまうと、相手の悩みや思考
に集中出来ない。説得する対象者を目標達成のための道具だと見放してしまう。彼女を理解しよう
という努力に欠けているから、彼女も風間さんを理解しようとはしなかった。
本来なら、時間をかけて、家族全員と関係性を構築していくのが、風間さんの営業スタイルだっ
たが、今回は長男の意欲に圧倒され、その過程を省略してしまったのだ。そこで、彼は初心に戻り、
ち ぢ め る

改めて丁寧に時間をかけて母親との距離を縮めるように努力を始めた。すると、今までの雰囲気と
は違い、自分の関心事に関心を抱いてくれる風間さんに母親は親近感が湧き、饒舌になった。
主に日常生活の話題を好んで話してくれた。食は細くなっているので、畑で取れた野菜を食材
に、漬けたり、煮たり、焼いたり、と 3 食をまんべんなく少しずつ食している。高血圧と糖尿病が心配
だが、毎日、忘れないで薬を飲んでいるので、日常生活に支障はない。「一日２リットルは飲めない
わ」と思いながらも、熱中症対策に水も意識的に飲んでいる。夕方、5 時ごろになると近所を 30 分ぐ
らい散歩するのが日課だ。「年寄りは足腰が命。一日 2000 歩は歩かないと」と。
近隣に同年代の友人達が数人いるので、彼女達とのたわいもない雑談で笑ったり、たまに歩い
ていける距離にあるカラオケで演歌を熱唱したりと楽しみもある。庭の植木の手入れや韓国ドラマの
視聴も日課だ。神棚、仏壇への花や水などのお供えは欠かさない。毎週のお墓参りも大切にしてい
る。ご先祖様を大事にしているのだ。自分の人生がうまくいっているのはすべて、ご先祖様や周りの
人達のお陰だと思っている。だから、謙虚な態度で感謝を忘れない。「有難うございます」が口癖だ。
介護の必要はなく、長男夫婦にとっては世話のいらない子供孝行の親である。
そんな日常を知ったことで、自分の母親の姿と重なり、風間さんは施主の母親に特別な思いを持
つようになった。「人を理解することは、尊敬と愛情を育むことだ」とテレビの長寿トーク番組である著
名人が語っていた。
■「そろそろ法事だよね」
「この家がなくなったら私の生活はどうなるのかしら。畑は潰され、新鮮な野菜が取れなくなるわ。
庭の植木を育てることも出来ない」
「嫁に来て、姑は思っていた以上に私を大事にしてくれた。すごく感謝しているわ。だからこそ、こ
の家を壊すことは出来ない。親子 3 世代が育った思い出がたくさん詰まっている空間や物達が消え
てしまうなんて考えられないわ。仏壇や神棚はどうすればいいの」
「でも、この松の木は残したいわ。嫁に来た時、姑に言われたの、『この松の木はこの家を守って
いるの、大事に見守ってね』と。こんなこと、あの子達知らないだろうな」
風間さんが母親の気持ちを長男に率直に伝えたことで、状況は一変した。
「おふくろがそんな風に思っているとは考えもしなかったよ。悪かったね」
「だけど、おふくろのことを考えていないわけではなかったんだ。おふくろには本当、感謝している。
この事業にどうしても反対だというなら、諦めるよ」
「松の木の話は初めて知ったよ。確かに、松の木は残したいよね」
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「この家も一杯、思い出が詰まっているし。酔った親父に殴られて、その柱に頭ぶつけて。その血
がまだ、柱についている…」
「でもいいところもたくさんあったのよ。いいことしか思い出さないわ。…」
「そういえば、そろそろ、法事だよね。…」
「そうね。そのときに今度の話、報告したら。…」
「えっ。…」
（次号に続く）

（あとがき）母親と長男は一般的には日常で密にコミュニケーションを取らない傾向にあります。私
と母の関係も同じです。もちろん、両者にとってかけがえのない存在なのですが、お互いにそのこと
を認識する機会はありません。
今回の事例では、母親は自分の想いを無視し、賃貸マンション事業を優先させたい長男に苛立
ちを感じていたのかもしれません。逆に長男は自分達や子供達のこれからの生活のことを前向きに
考えてくれていない母親に呆れていたのかもしれません。
親子関係だけでなく、多くの場面でこのようなことが起こっています。人間関係がうまくいかないの
は、お互いの意図を悪く捉え、誤解を招いているからです。法人営業でも個人営業でも、組織内や
家庭内での誤解を解き、相互理解に導くことが営業担当者の役割だと感じます。
今回の事例は、数人の営業担当者の経験談をもとに構成致しまた。どの営業担当者も状況を客
観的に分析し、最適なやり方で顧客を導いています。立場、考え方、価値観、意見の異なる人々が
お互いの気持ちを理解し合えるように、すべてを出し切り、その上で、問題を共有化し、いくつかの
解決策を提案しています。さらに、それぞれの解決策のメリット、デメリットを比較し、全員が一致した
判断基準で結論を出していく、そんな営業担当者の姿は本当にかっこいいですね。現場で頑張っ
ている営業担当者の皆様に改めてエールを送ります。
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５大営業管理（ACTIS） 4．進捗状況スケジュール管理《顧客カレンダー》₋[8]

No.22

3）ストロークの解説（商談化編）

③建築計画スケジュール表
目的 ・顧客の住宅建築に対する意志を確認する
・仮スケジュールとして、契約日、着工日、完成引き渡し日を決める
・建築計画スケジュール表に日程を入れテストクロージング（仮に言ってみる）を行い、契約の
障害になりそうな何らかの問題、課題を顕在化させる。
活用ツール 建築計画スケジュール表
内容とスキル（トーク）
建築計画スケジュール表に日程を入れ、テストクロージングをかける場面を想像してみよう。日程を細か
く落とし込むためには、最初に入居希望の期日を誘導する。着工日と契約日を逆算して示せるからだ。
（トーク）
「建築計画スケジュール表をご覧下さい。まず、ご希望の入居時期ですが、来年の 4 月 15 日は３回
目の結婚記念日でしたよね。 ～～～～～とすると、来年の３月末には、ご入居されたいですよね」
☆入居時期は家族のイベントを絡ませるといい。
「解体を含めた工期はおおよそ５か月間ですので、3 月 27 日、大安の日を完成お引渡しとすると、着
工は 11 月初旬となります。仮に 11 月３日を着工日とさせて頂きます」
☆カレンダーで顧客と大安吉日を確認しながら、建築計画スケジュール表に日程を入れていく。
「建築確認申請提出、詳細設計の打ち合わせ、融資審査などで約 1 か月半お時間を頂きます。この
実務を行うためにはご契約を頂くことが必要となります。従って、ご契約日は９月 15 日の大安となります」
☆契約の必要性と時期を説き、反応がなければそのまま、打ち合わせの日程を提案する
「本日が８月 10 日、ご契約まで約１か月の時間があり、順調に進めば充実したお打合せとなります」
「プラン提出 8 月 20 日、修正プラン 8 月 28 日、9 月 10 日にはお見積りを提出することが出来ます」
☆最後に「このスケジュールで進めさせて頂きます。よろしいですね」と締めくくる。
配慮すべき点
顧客と調整しながら日程を入れることは避けた方がいい。顧客の多忙度や仕事状況を把握しながら、
日程を調整するのは現実的には難しい。
「完成引き渡しは３月末日になりますが、いつがよろしいでしょうか」→「そんな先のことまでわからない」
「それなら、ご契約の日程は」 →「仕事の状況わからないので時期が来たらご相談します」
従って入居希望日が決まれば一方的に日程を提示し記入する。打ち合わせの日程も営業マンの都合
を優先し、顧客から反論を貰えた時点で調整する。「その日は難しいです」「それでは、その 3 日後の金曜
日では」。よい返事を貰えない時は、何らかのニーズや気づいていない問題を顕在化させる好機と捉える。
「といいますと」と質問すれば、問題が表面化する。しかし、次のように返答される場合もある。「今の段
階では決められない。プランも費用もわからない。それから、他の建築会社も検討したいし、家族内でじっく
り話もしたい。一生に一度の住宅、それも大きな借り入れを起こすわけだから」
こ本音や問題を隠すため曖昧な応答をする顧客は多い。あなたも曖昧になってはいけない。
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以上

無料

３．アルファヴォイスコンサルティングＥＷＢ営業セミナー

「建設営業ワンポイントスキル」９月、１０月予定
営業力強化シリーズ：営業にはルール・定石がある。つまりスキルがある ❕❕ 新シリーズ ❕❕
（住宅営業対象）
極意シリーズ：お客様とのコミュニケーションする話し方を体得する
（住宅、土地活用、建設、不動産、一般営業対象）
配信カレンダー
《2021 年９月》
営業力強化シリーズ［面談の技術］
時間 10:30～10:45
9月

6 日(月)

9 月 13 日(月)

9 月 21 日(火)

9 月 27 日(月)

初期面談 ランクアップの秘訣(1) ＜オンライン活用＞
人間関係を構築する 3 原則 ・オンライン営業の原理原則
初期面談 ランクアップの秘訣(2) ＜オンライン営業方法＞
セグメント能力向上

・オンラインで情報収集

初期面談 ランクアップの秘訣(3) ＜オンライン営業方法＞
・ストローク営業

・面談の連続性（定期アポイントの実施）

初期面談 ランクアップの秘訣(4)
・テストクロージング①

・問題発見型営業の秘訣

極意シリーズ［コミュニケーションする話し方］
時間 17:00～17:15
9 月 9 日(木)

9 月 16 日(木)

9 月 30 日(木)

10 月 7 日(木)

「反感」克服の極意(1) 反感の原因を掴む
・反感の 4 つの理由を見極める ・顧客の視点で観る
「反感」克服の極意(2) 反感に対する意識
・自分の意識理解 ・意識の変化 ・否定から肯定へ
「反感」克服の極意(3) 反感に対処する言葉
・反感に反感する態度 ・反感を受入れる勇気
「反感」克服の極意(4) 不信感の克服
・不信の原因 ・自己紹介で共通性を探る

《2021 年 10 月》
営業力強化シリーズ［面談の技術］
時間 10:30～10:45
10 月 4 日(月)

10 月 11 日(月)

10 月 18 日(月)

10 月 25 日(月)

中期商談 成功確率向上の秘訣(1) ＜オンライン営業方法＞
・土地案内、敷地環境調査報告書 ・営業プロセスの確認
中期商談 成功確率向上の秘訣(2) ＜オンライン営業方法＞
・プランのヒアリングとプレゼンテーション ・設計、IC、営業の役割
中期商談 成功確率向上の秘訣(3)
・土地、資金、時期、キーマン、ライバル ・問題解決型営業
中期商談 成功確率向上の秘訣(4)
・テストクロージング② ・問題を予測する

極意シリーズ［コミュニケーションする話し方］
時間 17:00～17:15
10 月 14 日(木)

10 月 21 日(木)

10 月 28 日(木)

11 月 4 日(木)

「無関心」克服の極意(1) 無関心の克服
・無関心の原因 ・事実から感情を引き出す
「無関心」克服の極意(2) 疑惑の克服
・疑惑の原因 ・証拠を提示する
「無関心」克服の極意(3) 誤解の克服
・誤解の原因 ・誤解をメリットに変える
「無関心」克服の極意(4) 拒絶の克服
・拒絶の原因 ・メリットの積み重ね

※日程、内容については変更になる場合がありますので、ランディングページにてご確認ください。

【視聴方法】
□アルファヴォイスコンサルティングのランディングページよりお申込みいただけます。
https://www.conep-cms.com/index/YxvfrkhVJGOVKSZV
□電話またはメールでのお申込み(古屋宛) ＺＯＯＭＩＤをお送りします。
TEL:03-5215-8711 FAX：03-5215-8717 メール：info@alpha-vc.co.jp
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