≪繁盛企業の担い手を育成する！エス・フォース・コンサルティング/実戦型研修コースご紹介≫
コース名

“
営
業
の
達
人
”
養
成
コ
ー
ス

対象者

ハイグレード機器への早期買替とセット提案力を強化する！

家庭用既設営業

“提案の達人” 養成コース

・営業社員

新規客開拓訪問スキルを強化し、他店客獲得や燃転倍販を実現する！

家庭用既設営業

“訪販の達人” 養成コース

・営業社員／リーダー

顧客をお得意様化し、年商 6,000 万プレーヤーを目指す！

家庭用既設営業

“お得意様づくりの達人” 養成コース

・営業リーダー／社員

増客＆上得意客づくりでリフォームシェア NO1 を目指す！

家庭用既設営業

“リフォーム増客営業” 実戦コース

・営業社員／リーダー

自社のイベント（展示会等）で、集客と売上を確実に伸ばす！

・イベント担当者

“イベント実践力” 強化コース

・営業管理者

お得意様づくりに確実に繋げる点検サービススキルを身につける！

家庭用既設営業

“ガス機器点検サービス訪問力” 強化実戦コース

・営業社員

必須のマネジメントスキルを職場での実践を通して体得する！

・営業管理者

“できる営業管理者” 養成コース

・営業管理者候補

顧客を守り抜く競争戦略を練り、顧客囲い込み力を強化する！

・経営幹部

No.1

No.2

No.3

No.1
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戦
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ー
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No.2

No.3
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ジ
メ
ン
ト
コ
ー
ス
※

No.1

No.2

“競争戦略構築力＆顧客囲い込み力” 強化コース
研修日程は各コースとも本研修（連続する２日）＋３～６ヵ月後のステップアップ研修（１日）の３日コースとして設定して
いますが、１日（１０時～１７時）×３回コースとして組み直すことも可能です。各コースの詳細は、次頁以降をご参照くだ
さい。
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≪“営業の達人”養成コース No.1≫
コース名・日程

対象者

ハイグレード機器への早期買替と
セット提案力を強化する！

“提案の達人”

家庭用既設営業
・若手営業社員

ねらい
⦿お客さまとの良好な関係づくりのための基本マナーとコ
ミュニケーションスキルを身につけ、ハイグレード機器へ
の早期買替提案やセット提案（コンロ＆レンジフード、エ
コジョーズ＆浴室暖房乾燥機）を、自信を持って行なえる
ようロールプレイングによる実戦的トレーニングで提案

養成コース

ノウハウを身につけてもらいます。
⦿研修終了時に提案商品別の販売目標を設定し、フォロー研

【日程：本研修２日

修までの半年間の実践を通じてスキル習得を促し、フォロ
＋ステップアップ研修１日】

ー研修で各人の成果発表と成果拡大への提案力強化を図
る実戦型研修です。

＜本研修：研修内容と進め方＞

テーマ：ハイグレード機器への早期買替とセット提案力を強化する！

１．自由競争環境下での、提案力強化の重要性を知り、心構えを磨く【講義・作業】
２．商談プロセスを理解し、良好な関係づくりのためのコミュニケーションスキルを身につける【講義・演習】
３．お得意さまづくりに繋がるサービスを理解し実践する【講義・グループ討議・発表】
４．高機能ガス機器を題材に提案力と商談力を鍛える【講義・作業・グループ討議・発表】
５．ハイグレード機器への早期買い替えスキルを身につける【講義・グループ討議・発表】
６．セット提案のための実戦スキルを身につける【講義＆ロールプレイング】
７．アフターマーケティングで早期買替えを促すノウハウを身につける【講義＆ロールプレイング】
８．目標設定と提案力強化への取組【個人ワーク・発表】
※次回研修までの実戦課題：活動計画に従い目標必達への提案の実行
＜ステップアップ研修：研修内容と進め方＞

テーマ：成功事例・課題事例を踏まえて提案営業力を強化する！

１．目標に対する成果と活動事例の発表と講評【発表＆質疑応答＆講評】
２．成功シナリオの発表【発表・講評】
３．成功事例・課題事例を踏まえて成果拡大の対策を立てる【講義・グループ討議・発表】
４．成果拡大への実行宣言【個人ワーク・発表】
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≪“営業の達人”養成コース No.２≫
コース名・日程

対象者

新規客開拓訪問スキルを強化し、

家庭用既設営業

ねらい
⦿“訪問時の心構え”×“面談の量”×“提案の質”を磨き上げ
ることで訪問販売実戦力を強化し、燃転やＬＰ切替等の販

他店客獲得や燃転倍販を実現！

・営業社員

売実績“倍販”を目指します。
⦿インターフォン越し、面談時、再訪問時の３つの壁を克服

“訪販の達人”

・営業リーダー

し、自信を持って営業活動ができるよう“心構え・態度”×
“断りを克服するシナリオづくり”×“営業ツールの効果的

養成コース

活用”による営業手法を確立し、ロールプレイングにより、
その習得を図ります。

【日程：本研修２日
＋ステップアップ研修１日】
＜本研修：研修内容と進め方＞

テーマ：新規客獲得のための訪問スキルを強化し、他店客獲得や燃転を実現する！

１．自由競争環境下で、改めて訪販営業の重要性を知る【講義】
２．訪問営業の心構えと成功確率を高める原理・原則を知る【講義】
３．初回訪問時に面談率を２倍に高める対応方法を理解し習得する【講義・G 討議・ロールプレイング形式の発表】
４．提案の質を高め、見込発見を２倍に増やす提案力を身につける【講義・G 討議・ロールプレイング形式の発表】
５．クロージング力（商談締結力）を強化する【講義・G 討議・ロールプレイング形式の発表】
６．燃転や LP 切替営業等の提案シナリオ＆フローを確立する【講義・個人ワーク・ロールプレイング】
７．販売目標並びに活動計画の作成と実行宣言【個人ワーク・発表】
※次回研修までの実戦課題：活動計画に従い目標必達への提案の実行
＜ステップアップ研修：研修内容と進め方＞

テーマ：成功事例・課題事例を踏まえて訪販営業力を強化する！

１．目標に対する成果と活動事例の発表と講評【発表・質疑応答・講評】
２．成功事例・課題事例を踏まえて訪販営業力を強化する【講義・G 討議・発表・講評】
３．自分流の訪販シナリオ＆フローを設計し、疑似訓練で磨き上げる【個人ワーク・ロールプレイング】
４．成果拡大への実行宣言【個人ワーク・発表】
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≪“営業の達人”養成コース No.３≫
コース名・日程

対象者

顧客をお得意様化し、6,000 万プレ 家庭用既設営業

ねらい
⦿1,000 人以上のガス会社営業社員との同行指導経験の
中から、自身のお得意様を 300 人以上作り、ガス機器

イヤーを目指す！

・営業リーダー

“お得意様づくりの達人”

や住設リフォーム売上で年間 6,000 万以上の売上をコ
ンスタントにあげ続けているトッププレーヤー達が現

・営業社員

養成コース

場で実践している営業ノウハウを公開します。
⦿自社客に対するオールガス化への燃転、リフォーム受注
獲得、エネファームを始めとした重点商材の拡販目標を
設定してもらい、フォロー研修での成果報告に基づく成

【日程：本研修２日

功事例の共有化と課題事例の対策を考え抜く実戦型研
＋ステップアップ研修１日】
＜本研修：研修内容と進め方＞

修です。

テーマ：顧客をお得意様化し、年商 6000 万プレーヤーを目指す！

１．トッププレーヤーに共通する“資質”を知り、お得意様づくりの取り組みを理解する【講義】
２．トッププレーヤーのお得意様づくりの手法と顧客管理・日々管理方法に学ぶ【講義・Ｇ討議】
～初対面で懐に入る方法、短期間で関係を固定化する方法、顧客分析と顧客管理方法、日々の行動管理、売上管
理方法～
３．お客様に歓迎される自主訪問機会を創りだす訪問ノウハウを身につける【講義・ロールプレイング】
４．訪問機会を活用し販売見込発見率３割以上を実現する提案ノウハウを身につける【講義・ロールプレイング】
５．自主訪問機会で販売見込発見率３割以上を実現するノウハウを身につける【講義・ロールプレイング】
～点検サービス訪問、アフターフォロー訪問、イベント招待訪問、調子伺い訪問時のケース別対応ノウハウの習
得～
６．高額商材の成績優秀者に学び、販売手法を身につける【講義・G 討議・ロールプレイング形式の発表】
７．ガス機器単品の買い替え機会をリフォーム受注へ発展させるノウハウを身につける【講義・個人ワーク・演習】
８．お得意様づくり力強化のための対策を立て、拡販目標と活動計画を作成する【個人作業・発表】
※次回研修までの実戦課題：課題克服策と目標必達への活動計画の実行
＜ステップアップ研修：研修内容と進め方＞テーマ：成功事例・課題事例を踏まえた活動成果検証とスキルアップ
１．拡販目標に対する成果並びに自己の課題に対する取組成果の発表と講評【発表＆講評】
２．自身の成約事例から成功シナリオを披露する【ロールプレイング形式での発表＆講評】
３．成功事例・課題事例を踏まえてお得意様づくり力を強化する【講義・G 討議・発表・講評】
４．成果拡大への実行宣言【発表と講評】
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≪テーマ別実戦コース No.1≫
コース名・日程

対象者

増客＆上得意客づくりでリフォー

家庭用既設営業

ムシェア NO1 を目指す！

・営業リーダー

ねらい
⦿トップクラスの地域電気店の“増客ノウハウ”をガス会
社版に再構築し、７年間実証を重ねてきた増客ノウハウ
を公開します！
⦿本研修では、ガス会社の強みを営繕＆リフォーム取引客

・営業社員

リフォーム増客営業

づくりに最大限に活かし、１年間で持家 1000 軒当たり
50 件（5%）以上の取引客獲得と、リピート受注率 30%

実践コース

以上を実現する増客営業のノウハウを学び、研修後の実
践を通して習得して戴きます。

【日程：本研修２日

⦿ステップアップ研修では、取引客やリピート客を上得意
客へ育成するためのノウハウを学び、研修後の実践を通

＋ステップアップ研修１日】
＜本研修：研修内容と進め方＞

して自身のスキルを磨き上げて戴きます。

テーマ：リフォーム増客営業のノウハウを身につけ実践でスキルを磨く！

１．増客＆上得意客づくりでリフォームシェア NO1 を目指す「リフォーム営業増客システム」とは【講義】
２．リフォーム市場でのガス会社の強みと課題を再認識し、強みを最大限に活かすためにマインドセットする
【講義・Ｇ討議】
３．リフォームシェア NO1 を目指した商圏戦略を理解し、自身の商圏戦略を立てる【講義・個人ワーク】
４．増客活動の武器、“ステップチラシ”の効果を知り、実際に作成する【講義・個人ワーク・発表・講評】
５．1 年間で 5%の営繕・リフォーム取引客づくりを実現する増客活動の進め方を身につける【講義・ロープレ】
６．取引客に対し、3 ヵ月以内に 30％以上のリピート受注に繋げるノウハウを知り身につける【講義・ロープレ】
７．リピート受注を後押しするイベント企画並びに集客活動のポイントを知り、身につける
【講義・Ｇ討議・個人ワーク・演習】
８．イベント（フェア）での衝動購入が飛躍的に高まる設営方法を知り実践に活かす【講義・ケーススタディー】
９．リピート受注を確実にするイベント時の接客対応とイベント後のフォロー対応を身につける【講義・演習】
※次回研修までの実践課題：活動計画に従い目標必達への行動の実行
＜ステップアップ研修：研修内容と進め方＞

テーマ：増客活動結果を検証し、上得意客への育成方法を習得する！

１．増客目標に対する成果と活動事例の発表＆講評【発表＆質疑応答＆講評】
２．取引客・リピート客を上得意客に育てる顧客対策（顧客分析と管理活用方法）を実践に活かす【講義・ワーク】
３．取引客・リピート客を上得意客に育てるプロモーション対策を実践に活かす【講義・Ｇ討議・個人ワーク】
４．取引客・リピート客を上得意客に育てる活動対策を実践に活かす【講義・ロープレ】
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≪テーマ別実戦コース No.２≫
コース名・日程

対象者

ねらい

ガス会社のイベント成功ノウハウを学び、

家庭用既設営業

自社イベント（展示会等）を成功に導く！

・イベント担当者

⦿お得意様づくりと売りづくりに繋がるガス会社
のイベント（展示会等）成功ノウハウを徹底的
に学び、自社イベントでの実践を通して、成功
ノウハウを習得する。

“イベント実践力” 強化コース

・営業管理者

⦿自社のイベント実例を持ち寄ってもらい、一層
のお得意様づくりや売上拡大（来場者アップ＆

【日程：本研修２日

来場客単価アップ）につなげるための協議やア
ドバイスを実施します。ガス会社や異業種の成

＋ステップアップ研修１日】

功例や失敗例など全てが実例に基いた内容で、
実行できるノウハウが満載です。

＜本研修：研修内容と進め方＞

テーマ：成功するイベント企画、集客、設営、接客ノウハウの習得！

１．イベントを中核とした営業展開でお得意様づくりを進めよう【講義】
２．お客様にとって魅力的なイベント企画の立て方
１）成功事例に学ぶ！お客様が行ってみたくなるイベント企画の３要素【講義】
２）招待チラシ作りの原則の理解－来場を妨げるチラシと来場を促すチラシの違い【講義】
３）お客様が行って見たくなるイベント企画を立てる【討議・発表・講評】※イベント企画での自社チェック
３．お客様を確実に集客する動員方法
１）“来場を促す３つの取り組み”と“招待訪問時の３つの鉄則”を理解しよう【講義】
２）動員が進む手渡し招待ノウハウ“３つの鉄則” 来場率１５％以上を実現する“詰めのノウハウ”の習得【演習】
４．お客様で賑わう設営方法＆売れる商品展示
１）イベント会場の好ましい事例と好ましくない事例から会場設営を考える【ケーススタディーによる討議】
２）展示陳列の原則の理解、賑わう設営・売れる展示における７つの留意点【講義】
３）望ましい会場設営を考えてみよう【討議・発表・講評】

※設営での自社チェック

５．お客様が喜ぶ接客＆賑わいを創る接客
１）各コーナーでの役割と対応

２）お客様が喜び賑わいを創る接客方法のまとめ

※接客での自社チェック

６．社員のやる気を高めるイベント運営のコツ
１）全社員参画型のイベント運営のススメ

２）動員活動を活発化させるための進捗管理を進め方

７．自社のイベント計画書を作成する【イベント計画書の作成と発表・講評】
※イベント集客での自社チェック※次回研修までの実践課題：活動計画に従い目標必達への行動の実行
＜ステップアップ研修：研修内容と進め方＞
１．イベント進捗状況の発表

テーマ：イベント進捗状況の発表と成功への直前協議！

～各社代表によるイベント企画書と招待チラシに基く発表～

２．各社の取り組み状況から成功するイベント運営について協議する
３．イベントの実績管理と振り返りの進め方

～企画・集客・設営・接客を協議する～

～イベント成果の整理（来場数、売上高、振り返り結果他）～
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≪テーマ別実戦コース No.３≫
コース名・日程

対象者

お得意様づくりに確実に繋げる

家庭用既設営業

点検サービス訪問スキルを習得！

・営業社員

ねらい
⦿競争環境の激化に対処するために、積極取引の強化に有
効な手段としての点検サービス活動に取り組むよう意
識づけます。
⦿お客様から感謝され、相談事を戴いたり、ガス機器や住

“ガス機器点検サービス

設機器の販売見込を発見できる等の“手応えの出せる点
検サービス活動スキル”を身につけて戴きます。

訪問力” 強化実戦コース

⦿点検サービス訪問は、企業として制度的に取り組む活動
ですが、まだ意思決定ができていない企業でも点検サー

【日程：本研修２日

ビスに取り組んで戴くために、調子伺い訪問で伺った際
に点検サービスを行えるよう取り組む意識をつけます。

＋ステップアップ研修１日】
＜本研修：研修内容と進め方＞

テーマ：お得意様づくりに確実に繋げる点検サービス訪問スキルを習得する！

１．エネルギー業界を取り巻く環境変化への対応と点検サービス活動の有効性を知る
１）“エネルギーの完全自由化”で競争環境は益々激化する
２）“完全自由化”で勝ち残るために、積極取引による“お得意様化”を進めよう
３）ガス会社の強みを最大限に活かせる“点検サービス活動”に積極的に取り組もう※次回研修までの実践課題：
２．“点検サービス訪問”の効果的な進め方を理解する
１）上手くいかない点検サービスの典型的な行為と起こり得る結果とは
２）点検サービス活動を計画通りに進める３つのポイントを理解する
３）点検サービス活動を効果的に行なうための１０の実行手順を理解する
４）点検サービスモデルシナリオを確認する【コンロ＆給湯器編、調子伺い訪問編】
３．“点検サービス活動” 実践力を身につける
１）モデルシナリオをロールプレイングで試す（３人ロープレ）
２）各チーム代表者によるロールプレイングを確認する（発表＆講評）
４．研修内容を今後に活かすための実行宣言【個人ワーク・発表・講評】
※活動計画に従い目標必達への行動の実行
＜ステップアップ研修：研修内容と進め方＞

テーマ：点検サービス訪問スキルを磨き上げる！

１. 活動事例の発表と成果の検証～各人による活動事例の発表と質疑応答（事前課題シートに基づき発表）～
２．訪問スキルレベルアップのための対策協議【協議・発表・質疑応答並びに講評】
３．点検サービス（ついで点検）シナリオを再設計する【ロールプレイング】
４．振り返りチェックとレベルアップのための決意宣言【個人ワーク・発表】
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≪マネジメントコース No.1≫
コース名・日程

対象者

必須のマネジメントスキルを職場

・営業管理者

での実践を通して体得する！

ねらい
⦿強い営業チームづくりを目指し、業績拡大の要となる営
業管理者のマネジメント実践力を磨き上げます。そのた

・営業管理者候補

めに、管理者の役割・責任・必要な能力要件を知り、“で
きる営業管理者”として必須の６つのマネジメント力へ

“できる営業管理者”

の理解を深め、自己診断結果から自身の克服課題を明ら
かにし、自身の職場での実践策を立ててもらいます。

養成コース

⦿ ステップアップ研修までの期間で、職場での実践を通
じてマネジメントスキル習得を促し、ステップアップ研

【日程：本研修２日

修でスキル強化を図ります。

＋ステップアップ研修１日】
＜本研修：研修内容と進め方＞

テーマ：“できる営業管理者に”必須の６つのマネジメント・ノウハウの習得！

１．マネジメントの基本と役割、責任と権限を知る【講義】
２．マネジメント力を自己診断し、“できる営業マネージャー”への自身の克服課題を明らかにする【個人ワーク】
３．“できる営業マネージャー”として必須の６つのマネジメントノウハウを理解し、自身の職場での実践策を立てる
【講義・個人ワーク】
１）『計画策定力』を磨く ～目標設定＆計画策定スキルを理解し、自身の職場での実践策を立てる～
２）『推進管理力』を磨く ～目標管理、プロセス管理スキルを理解し、自身の職場での実践策を立てる～
３）『情報交流力』を磨く ～情報交流力を理解し、自身の職場での実践策を立てる～
４）『部下育成力』を磨く ～モチベーションアップとコーチングスキルを理解し、自身の職場での実践策を
立てる～【＋ロールプレイング】
５）『組織活性化力』を磨く ～組織化力＆チームビルディングを理解し、自身の職場での実践策を立てる～
６）『課題解決力』を磨く ～職場の課題を見極める力＆課題解決スキルを理解し、自身の職場での実践策を
立てる～【＋G 討議】
４．実行課題（①課題解決プラン、②マネジメント力アッププラン）の作成と発表【講義・個人ワーク・発表】
※次回研修までの実践課題：実行課題を職場で実践する
＜ステップアップ研修：研修内容と進め方＞

テーマ：実践結果の検証とマネジメントスキルのブラッシュアップ！

１．設定した取組課題に対する実践結果の発表と講師からのアドバイス【発表・質疑応答・講評】
２．部下育成のためのコーチング力を鍛える【ロールプレイング・講評】
３．マネジメント力強化のための実行宣言【発表・講評】

8

≪マネジメントコース No.2≫
コース名・日程
顧客を守り抜く競争戦略を練り

対象者

ねらい
⦿ケーススタディーで学んだ営業戦略＆戦術策定手法と分析

・経営幹部

力＆課題解決力を踏まえ、自由競争を勝ち抜くための自社
（自部門）に最適な競争戦略（営業戦略＆戦術）を策定しま

顧客囲い込み力を強化する！

す。

“競争戦略構築力＆顧客

⦿競合先から顧客を守り抜くために、有力ガス会社・ガスショ
ップの事例を参考にしながら、以下のステップで自社の顧客

囲い込み力” 強化コース

囲い込み策を明確にして戴きます。
① 自社の環境分析から“戦略ドメイン”の明確化

【日程：本研修 2 日】

②“商品・サービス力強化対策”の策定
③“プロモーション・活動力強化対策”の策定

＜本研修：研修内容と進め方＞テーマ：競争で勝ち残るための戦略構築力を磨き、自社の顧客囲い込み策を立てる！
１．競争環境下での営業戦略と戦術策定の必要性を知り、策定方法を身につける
１）競争環境下での効果的な営業戦略策定の必要性を知る【講義】
２）ケーススタディー：倒産寸前の危機から繁栄を勝ち取った「町の電気店」の実例を題材に、営業戦略・戦術
策定方法を学ぶ【ケーススタディー視聴・講義】
２．競合先から顧客を守り抜くための戦略と戦術（対策）を練る
１）環境分析から“戦略ドメイン”を明確にする～有力ガス会社・ガスショップの顧客対策事例に学び、
診断結果と事例を踏まえ、環境分析から戦略ドメインとコンセプトを考える～【Ｇ討議・発表・質疑】
２）“商品・サービス力強化への対策”を明確にする～有力ガス会社・ガスショップの商品・サービス対策事例に学
び、診断結果と事例を踏まえ、商品・サービス力強化への対策を練る【Ｇ討議・発表・質疑】
３）“プロモーション・活動力強化への対策”を明確にする～有力ガス会社・ガスショップのプロモーション・活動
対策事例に学び、診断結果と事例を踏まえ、プロモーション・活動力強化への対策を練る【Ｇ討議・発表】
３．競合先から顧客を守り抜くための戦略と戦術（３つの対策）の発表【グループ別発表と質疑応答並びに講評】
４．自社の環境分析（ＳＷＯＴ）を踏まえて自社の営業戦略・戦術を立てる【個人ワーク・発表・質疑応答・講評】
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