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経営の樹を育てる会 

 【第 53回】 第 4章 営業活性化計画（Ⅰ） Ｑ＆Ａ 

 

開催・日時  ： 東京校 令和 4年 7月 1日（金）１８：30～２１：００ 

会場  : アーバンサービスふくろう LIVEと ZOOM 

出席者： 会場 髙橋、鈴木（一）(建)、金子(秀)、松谷、西野、角谷、三浦 8名 

      ZOOM 金井(克)、金子(吉)、秦野、渥美 4名 計 12名 

講師  ： 古川益一 

司会、HP  ： 髙橋利至、鈴木建太朗 

書記 ： 渥美沙緒里 

会場設営 ： 鈴木一弘、金子秀久 

 

〈内容の振り返り〉 

・営業は自ずと売れる仕組みを考えること 

・お客様に感動を与える向き合い方 

・お客様との心の触れ合い 

・ABC分析と 20：80の法則 

・お客様開拓の方法(新規、深耕、感動) 

・インターネットによる営業 

・ランチェスター戦略 

・その他 

 

1.学んだことをいただきました 

① 営業とは自然に売れる仕組み作りということを学びました。商品やサービスはもちろんの

こと、心の触れ合いが大切なのですね。1 回 1 回の心の触れ合いを積み重ねることにより、

仕事という枠を超えたお付き合いが出来るように感じました。お客様の心と自分の心と

が一致していけるようになりたいです。 

 

◎Comment 

 自然に売れる仕組みは、形と心の両面から考えて下さい。 

◎形の上では、経営の樹が健全に育っている姿です 

 ・根＝経営理念の確立 

 ・幹＝理念実現のための方針樹立 

 ・枝＝組織、営業、財務の調和 

 ・小枝と葉＝事業マニュアル整備 

 

◎心の上では、経営の樹を育てる土壌と花を咲かせる環境が整っている姿です。 

 ・土壌＝経営者の品性＝経済性と人間性の調和 

 ・環境＝お客様からの情報の共有＝情けに報いる心 

 この 2つが上手く調和することにより、自然に売れる会社に育ちます。 

 つまり、経営の樹が育つことになります。 
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② 前回の質問への回答、一つひとつが大変参考になりました。言葉や漢字を分解して読み解

いていくと、本質的な意味が捉えられるのが印象的で、日本語の素晴らしさを感じました。 

就業規則の見直し、給与の成り立ちの説明、陰陽のバランスから全体と組織を捉えること、

お客様との向き合い方とチェックシート、などなど、すぐに自社に照らして振り返り活用

できるものばかりだったので、一つひとつやっていきたいと思います。 

昔ながらの戦法と戦略、現代という時代も捉えた営業と、理論と実践、知識と真理と、バ

ランスよく多角的に捉えられるのが大変有り難く面白かったです。 

 

◎Comment 

 全てを的確に捉えて下さり感謝です。 

 次回も期待に応えられるように努力してまいります。 

 特に経営の知識の取得と同時に実践のバランスを考えてまいります。 

 

③ ”営業は自ずと売れる仕組みを考えること” は、ちょうど新事業を立ち上げている最中な

ので、大変勉強になりました。 

（特に下記 3 点） 

 

・新規開拓より、既存の顧客を大切にする 

毎回、「5 人のお客様」の心を掴めば、後は自然に売れていくという点とあいまって、大変

腹落ちしました。 

 

・御用聞き 

御用聞き営業は誰でもできるのでそれではだめだ、という話を聴いたことがありますが、

御用聞き・ニーズをしっかり聞くからこそ、お客様が喜んでくれる商品・サービスを提供で

きる、という点も目から鱗でした。 

 

・小が大に勝つ３原則 

奇襲戦、武器を磨く、局所戦。 

そして、「戦い抜く決意」。^ 

実例として、「利き酒コーナーと量り売り」、「立ち飲みコーナー」は、自分のビジネスへの適

用に良いヒントがインスパイアされそうです。 

 

◎Comment 

 講義の中から自社経営に採用、実践されることは、大変うれしく励みになります。 

 この 3点はいずれも「消極策を積極的に実行」する経営の基本です。 

 すぐに効果は表われなくても確実に成長してゆきます。期待しています。 

 

④ アンケートの振り返りの中で、お客様は真剣というフレーズがありましたが、これは常日

頃感じる事です。我々は毎日の事なので慣れ過ぎていますが、お客様にとっては一世一

代かもしれないと言うことを改めて認識しなければと思いました。 

プロ野球のある監督が、選手にとっては１４０試合の内の１ゲームかもしれないが、お客様

にとってはやっとの思いで手に入れたチケット、一生に１度の野球観戦かもしれない、だ

から常に手を抜かず、最高のパフォーマンスでお客様に満足させなければ失礼になると
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仰っておりました。 

今日の営業活性化は、正にお客様に満足して頂ける心と分析をする為の章でした。そのた

めにオンリーワン経営を日々考えながら精進してまいります。 

 

◎Comment 

 「真剣さにおいてお客様に負けるな！」は、私の経営者時代の経営方針の一つでした。 

 これもお客様の考えている次元を上回ることを求められると思います。 

 私は建設業でしたが、丈夫でデザイン性の優れた家は当たり前、そのもっと深いところにあ

る「住まいは、家族の幸福を育む処」まで掘り下げるとお客様の真剣さを上回ることが出来る

ように思います。 

 どんな業種であれ、形から心の世界へと踏み込む「陰陽で成り立つ」考え方を持って下さい。 

 

⑤ 20：80 の法則、いわゆるパレートの法則に対してここ数年で明らかな違和感を覚えるよ

うになりました。 

 

昨今の顧客管理の主流はこのパレートの法則に基づいた CRM（カスタマーリレーション

マーケティング）ではありますが、80%の売り上げをもたらす顧客を中心に資源も時間も

投入するという考え方は、どうも自然ではないと考えるようになった為です。 

 

逆に、20％の売り上げをもたらす 80%のお客様にも出来る範囲で奉仕心が伴ったサー

ビスを提供することで、お客さんが明らかに増えました。 

 

『大自然は物事を区別しない』という真理的観点から、私自身、パレートの法則に囚われず、

売上高でお客様を区別しない意識、精神を常に持ち続けていきたいと思います。 

 

◎Comment 

 この方は当勉強会に何回も参加されている方と思います。先日、名古屋会場でも同じような

意見がありました。「当社の社員には、この 20：80 の法則は当てはまらない」との意見でした。

この方も同じく 5年間も欠かさず参加して下さっている経営者です。 

 このように経営学の世界で常識とされている法則に異を唱えて下さること、大変うれしく勇

気を頂けます。 

 現在、次回の出版に向け原稿作成中ですが、経営学の常識を修正しなくてはならなくなりま

した。感謝です。 

 

⑥ 「お客様との心の触れ合いチェックシート」をチェックしてみて、愕然としました。自分自身

が、どれだけお客様と心を触れ合い、絆を築けているかをチェックしてみると、反省すべ

き点がとても多かったからです。売上を上げようと、新規のお客様を増やすことに目を向

けがちですが、既存のお客様を、どれだけ大切にし、心を触れ合えているか。既存のお客

様としっかりと心が触れ合っていれば、リピートオーダーとなり、そして、既存のお客様か

ら紹介が生まれる。私自身振り返った時に、お客様との向き合い方で、猛省して改善しな

ければならないと認識させられました。 

 

 



4 

 

◎Comment 

経営のコツは意外と身近なところにあり、それに気付くことが出来るか否かによると思いま

す。このことに気付くことが出来れば全てが順調に回転してゆくものと思います。 

感謝(Thanks)→実行(Action)→反省(Reflect)サイクルの通りです。 

このサイクルは全ての基本になるものと思います。 

 

⑦ 仕事、経営においてこそ、「人」を感じること、「人」を知ること、「人」と繋がることが大事な

んだと再実感しました。自分の感覚では分かっていても、それを具現化、言語化できなか

ったのが、実証、実例、エビデンスを含め、理論的にご説明いただけたことが本当に、これ

までモヤっとしていたことへのこれでよかったんだー！！という感動でいっぱいでした。

日本人の精神（いいところ）も振り返る機会となりました。「完璧」の【璧】丸くおさめる、そ

の深みも受け取りました。善悪、できる人がよく、できない人が悪いとか、そういう次元で

はないこと、その人を見極める、会社全体としてのバランスを見極めて、適材適所、そうい

ったことを理解できている経営者がもっと増えていくといいなぁと感じました。（そうした

ら、優しい世界、居心地のよい世界に絶対なるだろうと思いました。） 

 

◎Comment 

 素晴らしい受け止め方に感激です。 

 これからも経営のみならず、人生においての真理の追究を重ねてまいりたいと思います。 

 どうぞよろしくお願いします。 

 

⑧ 工事管理を担当する私にとって、お客様に感動を与える事を常に考え…感動開拓に繋げ

て行く事。 

お客様の立場に立って行動する事で、お客様との信頼関係が持てる様に自然となるんじ

ゃないかと思いました。 

 

◎Comment 

 まさにその通りです。 

 工事管理者である以上、技術の習得はいうまでもないことですが、それ以上にお客様との信

頼関係を築いていくことが大切です。 

 素晴らしい気付きと思います。 

 

⑨ ①前回のアンケートへのコメント復習にもなりますし、参加していなくても学びがあるこ

とを再認識しました。成長のためにはやり方の工夫が必要、ひと手間かけることを忘れな

いで取り組みます。 

②陰陽のバランス右手と左手、利他と利己、経営者と社員の関係など、どちらか一方では

なく支え合う、補完しあう、担い合うことが大事。深く物事を見て考える人になります。 

③組織とは「平凡な社員を非凡にさせること」そして「働きがいのある環境を作ること」日

ごろから考えていたことに答えを頂きました。組織作りサポートに活かします。 

④営業とは在り方を模索していたので、自ずと売れる仕組みを考えること。お客様が決め

ること。消極策を積極的に実行すること。という言葉に勇気をもらいました。実践します。 

その他、多すぎて書けません笑 
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◎Comment 

 このように「一つ一つのテーマを的確に捉え我が物にしてすぐ実践に移す」ことは、参加者の

理想の姿です。 

 当勉強会では経営を春夏秋冬に分け、それぞれの成長する姿を余すことなく、網羅してまい

ります。次に出版予定の「経営の春夏秋冬」のテーマを紹介します。 

 どうぞお付き合い下さい。 

 

 

2.質問にお応えします 

Q１．「お客様との心の触れ合いチェックシート」に、”社員全員が、経営理念に基づいた

行動を取っている。”という項目があります。これが出来ている会社は本当に素晴らし

いと思いますが、出来ていない会社がほとんどではないでしょうか。このチェックシー

トは、温泉旅館の経営者や従業員を見て、作られたとの事ですが、その温泉旅館では、

どのようにして、社員全員が経営理念に基づいた行動が取れるようになったのでしょ

うか。又、温泉旅館に関わらず、社員全員が経営理念に基づいた行動を取れるように

する為に、古川先生ならば、どのような社員教育や対策を取ればいいと考えるか、ご

教示頂けたら幸いです。 

 

◎Answer 

ご指摘のように経営理念に基づいた行動をとっている会社は、極わずかです。というよりも 

経営者自身にその意識が薄いように思います。 

この温泉旅館の再建ストーリーは、「経営の真理と実践」192頁またはホームページ「再建事 

例経営の樹を育てる会」4頁をご覧下さい。 

ご質問の経営理念に基づいた行動の社員教育や対策の取り方は次の通りです。 

(1) 形の改革は 192頁改革方法の通りです。 

① 経営理念の確立、②経営方針はオンリーワン、ナンバーワンを目指す、③組織の改革、④運 

営方法の改革、⑤事業マニュアルの整備と徹底などでした。 
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(2) 心の改革も同時に必要です。 

 心の改革とは社員ではなく、経営者自身の心の改革です。 

 これも中途半端な改革ではなく、人生を賭けるほどの真剣さを必要とします。経営者に会社

再建への覚悟があれば、それほど難しいことではありません。 

 私は「経営者は歩く経営理念たれ」と言っています。 

 「社員は経営者の言うことは聞かないが、経営者のすることはする」からです。 

  

Ｑ２．「戦略」という言葉にいつも抵抗があります。イメージとして何か企んで丸め込む、という

か、本来大切である根本のところの心の清らかさや人を丸く包む、しなやかな感じから言葉の

イメージがどうしてもかけ離れていて、ここの会で学ぶ、伝える「戦略的、、、」の活かし方とい

うのか、真意が伝わりにくい言葉だなぁといつも感じてしまいます。戦略の語源とか本来の意

味、本来あるべき戦略とは？なども知りたいですが、戦略に変わる言葉として同じように使う

としたら、先生ならどう表現するか（どういう言葉に置き換えるか）ということも伺えたら嬉し

いです。 （※個別相談もとても気になりますが、海外在住のため、日本に一時帰国した際はぜ

ひ古川先生はじめ、皆さまと直接お会いして、いろんな質問を直接できたらなぁと願っており

ます。↓↓） 

  

◎Answer 

 このようなご指摘を頂き、とても驚いています。 

 実は私も当初から「戦略」という言葉には抵抗感がありました。 

 「戦略」とは戦う意味ではありません。「戦いを略す」ことです。したがって戦うという言葉はあ

るものの戦う意味ではないことはご理解頂けると思います。 

 しかし、「戦」という言葉がある以上、違和感を持つことは否めません。 

 そのため、2冊目のテキスト、「経営の樹を育てる」春夏編では、 

   組織戦略→組織円滑化計画 

   営業戦略→営業活性化計画 

   財務戦略→財務健全化計画 

に置き換えました。 

 現在執筆中の経営の春夏秋冬でも戦略という文字は消してしまいました。 

 他に良い表現があれば教えて下さい。 

 同じ意識を持たれる方がいらっしゃること大変うれしく思います。帰国された時は、是非お会

いしたいと思います。 

 

 

３． 体験談があったら、教えて下さい。 

① ここ 3 年間、決算後に決算報告書をメインバンクへ提出することを継続してきました。今

年に入り、弊社担当の銀行マンから融資の提案を頂き、無事に信用保証協会の審査が通り、

それなりの金額の融資実行を頂きました。 

 

銀行との付き合いを大事にすることで、銀行側から弊社に寄り添って頂けたことは大変

感慨深いものでした。古川先生より学ばせて頂いた「ダム経営」に一歩近づけたかな、と思

います。 
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今後は更に銀行との関係性を深め、激動の時代を強風に吹かれる竹の如く、しなやかに

乗り切っていきたいと思います。 

 

◎Comment 

 

 

 

 

 

この 3 つが自然な形で行われているご様子ですね。経営の知識を真理で実践すると当然の

ように得られる姿を証明して下さり感激です。ありがとうございます。 

 

② 現在、２社の日本企業（ベンチャー企業）のサポート（主にオンライン講座の IT 事務兼受講

生サポート、顧客対応と秘書業務）をフランスよりオンラインでお引き受けしております。

この２社との業務委託契約でお仕事をいただくきっかけになったのは、宣伝や営業など

一切しておらず、そういった請負業務をしていることも公表していなかったのですが、こ

の２社の前に、個人のオンライン講座の IT 事務サポートを全力でやっていたら、そこから

クチコミだったり、ふとしたタイミングで、その経験、実績をお伝えしたことにより、次のお

仕事のお話が舞い込んでくる、お客様の方からお願いしてくる、、、というような光栄な状

況で今に至っております。その感覚でやってきた（理念に共感し、お客様側の気持ちを慮

り、やれることを全力でやる、他の人の才能を見極めて活かす）ことが、今に全て繋がって

いて、こちらで学ぶ内容と不思議なくらいリンクしています。（ちなみ 1 社は陰陽五行を

活かした業務、教育をしている会社で、もう一社はマーケティング戦略を教育するような

会社です。いろんな意味で繋がる内容に驚いています。） 

 

◎Comment 

 真理は自然の摂理です。経営の諸問題ややり方を追求してゆくと、どこの世界からでも真理

に行き着くことと思います。 

 その真理の基本が陰陽思想です。 

 当勉強会で学ぶに従い、現在の業務に活かしていくことが出来ると思います。 

 

③ 見積書や図面だけでは伝わらないモノをカタログやサンプルでお客様に解りやすく説明

していますが、無数にあるメーカー・ランクなどから…お客様に合った商品を事前に用意

して話をするように心掛けています。 

 

◎Comment 

さらにお客様に対して設計に対する考え方、設計思想を添える必要があるように思います。

無数にある商品や工事のやり方など、設計方針を絞り込むことにより、より的確にお客様の要

望に応えられるようになると思います。 

 

 

 

・売上げは上げるものではなく上がるもの 

・人は集めるものではなく集まるもの 

・お金は得るものではなく得られるもの 

経営の真理とは 
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４． 勉強会で学んだ考え方・方法を実践してみて具体的に変化はありました

か？ 

① 工事の追加・・・リピートが増えたと感じています。 

 

◎Comment 

 お客様からの情報、つまり「情けに報いる心」により自然にリピートは増えてゆきます。 

 それに連れ仕事は益々楽しくなるものと思います。これからも勉強会で気付いたことは即、実

際の仕事に実践して下さい。 

 お客様のためになるよう努力することが、自分自身の能力向上の早道です。 

 

② 勉強会で自分のこれまでの実践や感覚に自信がもてたので、引き続き、サポート業務の中

で続けています。体験談の方に記入してしまいましたが、新しいお仕事をいただくことに

つながったり、「あなたみたいな仕事をしたい、あなたのようになりたい」といわれるよう

なことが驚きですが、増えました。そういうことをわざわざ言葉で伝えてきてくれるお客

様が多くなりました。 

 

◎Comment 

 素晴らしいことです。これから益々、お客様からの反応が増えると思います。 

 これが、本当の意味での情報(情けに報いる心))です。 

 

 

５． 勉強会を通して、あなた自身がどのような経営者、または会社員になっ

ていきたいですか。 

 

① どんな時も真心を込めて取り組めるようになりたいです。 

 

◎Comment 

 奉仕心の真の意味を理解して取り組むことが大切と思います。 

 奉仕心とは、自分を犠牲にして尽くすことではありません。 

 「自分のためにすることが相手のためになる、相手のためにすることが自分のためになる」こ

とが真の奉仕心です。 

 

② これから大きく社会が変化していくと思いますが、その中で本当に必要なもの・サービス

を提供でき、世の中をリードしつつ、多くの人に喜んで頂ける経営者になりたいとおもい

ます☆彡 

 

◎Comment 

 これからの変化はあらゆることが複雑に絡み合い予測不可能です。 

 私たちとしてはどんな流れが来ようとも「流れに呑まれず流れに乗る」極意を身に修めること
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が必要です。そのためには世の中の仕組み、つまり真理を学ばなければならないと思います。 

 これからも真理について追及してまいります。 

 

③ 勉強のみの頭でっかちな経営者ではなく、常に実践と経験、体験に基づいた考えの出来る

経営者になっていきたい。 

 

◎Comment 

 勉強は、知識と真理のギャップを埋めるためには必要です。 

 知識は社会の決まりごとに過ぎず、常に変化しています。しかし、経営をする以上、知識は知

らないでは通りません。 

 商法、税法、労働基準法、社会常識などの肝心なことは知識を活かす知恵となる真理を学ぶ

ことです。 

 その真理を学ぶについて障害となるのが、「体験に基づいた考え」であることに気付いて下さ

い。 

 真理を学ぶことは、まずは自分自身に身に付いた考え方や体験に疑問符を投げかけることか

ら始めて下さい。 

 

④ 一人一人が貴重で唯一無二であり、それをいかに活かせる場を作るか（会社にするか）、

「完璧」をはき違えない、玉のように丸く収められる、「心」が動く、感動できる会社つくり、

仕事（サポート）をしていきたいです。 

 

◎Comment 

 真理の実践を強く意識されており、立派な会社に育つサポートが出来るように思います。真

理の何たるかを理解されていくにつれ、全てのテーマがシンプルにまとまっていくはずです。 

そして、益々仕事そのものに喜びを感じてゆくようになると思います。 

 

⑤ まず自ら実践、そしてそれを見た他者がわくわくして行動するような人になりたいです。 

業績は伸びるものであって、伸ばすものではない。真理を学んで、抗わず、すべきことを

粛々としていきたい。 

 

◎Comment 

 どんな環境下に置かれようともこの考えを忘れず、邁進して下さい。素晴らしいです。 

 

⑥ 常にお客様の立場に立って行動できるようにしたいと思います。 

 

◎Comment 

 大変重要な考え方ですが、会社経営には調和責任があります。 

 つまり、お客様満足、社員満足、会社満足の 3つの満足を同時に考えて行動して下さい。 

 この矛盾を矛盾で無くすることが真理で考える、ということです。 

  以上 


