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最近︑増客する取り組みから逃げていませんか？ 大事なことは︑企画した営業戦略をとことんやり切る

私たちはどのような情報発信

は︑売上を上げるために利益
率を下げて営業するか︑売上
を減らしてでもいいから利益
額を最大化するのか︑基本的
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できたからです︒売上を上げ
ながら利益を上げるという︑
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はだかっています︒本来︑こ
誰もが無謀だと

れこそ腕の見せ所ではないで
しょうか？
思い込み︑できないことをで
きるようにすることこそが仕
事であり︑自分自身の存在意
義を示すチャンスなのではな
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は︑さらに利益率を上げなけ

々が多いはずです︒

反することのように感じる方

標を達成するということは相

上﹂を上げながら﹁利益﹂目

りつつあります︒しかし︑
﹁売

ならない！という姿勢に変わ

上をなんとか伸ばさなければ

目標を達成するためには︑売

企業様の多くが︑改めて利益

私がご支援させて頂いている

っているのでしょうか？

当にあなたの営業戦略は間違

ここで話を戻しますが︑本

つけ出すしかありません︒

は誰も知らないのだから︑見

切ることが重要です！

した営業戦略をとことんやり

この状況に迷うよりも︑企画

いでしょうか︒だからこそ︑

し︑現状︑売上が低迷し過ぎ
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です︒

答え
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個に絞って挙げました︒左

た時︑国道の幹線道路の通行

上の表に載っている場所全て

的に打ち出すべきではありま
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量が多い場所というだけでは

その際に︑看板を出そうとし
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状況に迷うより
やり切ること
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なり︑過去の栄光が遠い昔の
ように感じる︒もう無理かも
戦略の実施に躊躇して︑どう

しれない︒今月立案した営業

様々な取り組みを実施して
せ今回も成果は生まれないだ

売上と利益
両方を追求する
も業績が伸びない︒むしろ︑

そこまで思い込むほど︑本

ろうと︑始める前から諦めて

当にあなたの営業戦略は間違

業績が下がる︒どうすれば良

び交う情報をもとに︑取り組
っているのでしょうか？

しまう︒最近︑こんな相談を

んでも全く成果に繋がらない
利益を追い過ぎれば売上は

いのか自問自答しても答えが

︒会議では上司から業績の
…
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利益目標がある︒自信がなく
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では︑その現状を踏まえて︑

かります︒しかし︑本当にそ
しょうか︒営業戦略を疑う前

れないものは全て失敗なのだ

の取り組みをやり切ったので
に︑まずプロモーションを疑

できた時から大きく変わりま

える場所は︑イベントが実施

ョンを具現化すべきです︒伝

ない前提で売り場プロモーシ

お客様が情報をご覧になら

いませんか？

しょうか？
では︑ここで質問です︒

︽問題︾ 企画した営業戦
略は風除室イーゼルや店
内ポスターを中心に積極
した︒自然と見てしまう場所
に掲示することがポイントで
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えないかもしれません︒イベ
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□自動販売機

る場所を中心に積極的に

イム﹂の広告事例をもとに考

□ゴミ箱

ントができなくなってから︑

点に情報発信することが重要

いませんか？」
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