
契約が取れる！
売上が上がる！

リアルセールス心理学

神経言語プログラミング
「NLP」を柱に社会心理
学や脳科学を用いて、ス
トレスなくセールスを成
功させ、ビジネスや人生
を加速させる科学的なノを加速させる科学的なノ
ウハウをご提供します。



INDEX

はじめに

第1章、商談や面談の前に留意するべき３つの心得

•

第2章、相手の心に一瞬で入り込む手法

•

第3章、売れる、契約が取れるにはまず○○を整える第3章、売れる、契約が取れるにはまず○○を整える

第4章、実は買う、買わないはアナタの○○で決まる

•

第5章、お客様の話は、聞いてはいけない？

•

第6章、商談の進め方は、東洋の優れた○○○に学べ

•

第７章、クロージングは、お客様がする

最後に



はじめに

はじめまして、水河昭彦（ミズコウアキヒコ）と申します。

個人的な経歴は、こちらをご覧ください。

現在は、岡山県にてイタリア＆フランス車の中古車販売と

関連したネットショップと、コンサルティング事業をしてます。

このテキストは、私自身が個人的に学んだ様々なスキルをこのテキストは、私自身が個人的に学んだ様々なスキルを

身の周りの方々に「教えて欲しい」と頼まれたのがキッカケで

講演やセミナーの為に書き下ろしたものです。

天才的なセールスパーソンの書いた本、セールスをしたこと

の無い心理学に詳しいだけの人の本、ちょっとした実績を

あげて、それをネタにインチキな情報商材を売っている人。

それらの全てを凌駕する内容であると自負しております。

なぜなら、、、、、、、



それらが役に立たないわけ

私自身も、それらの本を読み漁りましたし、セミナーにも

たくさん通いました。

でも、、、、、、

元々モティベーションが高い人、容姿端麗で明るい人

話好きな人、権威のある人など、ある意味天才的な

セールスパーソンの書いた本やセミナーは、残念ながらセールスパーソンの書いた本やセミナーは、残念ながら

常人では「できない（汗）」と言うことがほとんどです。

その時だけ、モティベーションは上がりますが、冷静になると

「それができりゃ苦労しねーよ」と言う内容が殆ど（苦笑）

また、経済学や心理学の博士号などをお持ちの方の書いた

本などは実際にモノを売ったことの無い方の机上の空論で

ある場合が殆どで、これも実践的ではありません。

そして、、、、、、



もっともタチの悪いのは

もう、お分りですよね？

少しばかり、何かの販売で実績を上げて独立しコンサルタント

と自称して、独学のスキルをさも「究極の方法」などと

誇大にプロモーションしてお金を取る詐欺的商材。

自分でお金を出して「記事広告」を出しておいて、請われて

芸能人と対談したかのように装い、自画自賛しまくり、うんざり芸能人と対談したかのように装い、自画自賛しまくり、うんざり

するような言葉を並べ立てて、ホームページで煽りまくる。

はい、私も買いました（爆）

で、肝心の中身は、、、、、、、

買う前から、うすうす判ってはいるんですけどねぇ（苦笑）

とても科学的でも効率的でもありません。



では、何が効果的なのか？

でも、そんな商材を買ったことを私自身は後悔はしてません。

それも勉強だと思ってます。

知識と言うモノは、質の問題はさておき量があればあるほど

選択肢は増えて行きます。

雑多な情報同士が、脳の中で仲間を探します。雑多な情報同士が、脳の中で仲間を探します。

イギリスの国営放送BBCの番組で放映された、脳の仕組みを

紹介する番組の中で「ひらめく瞬間」の脳を映した映像が

あります。

それは知識と知識が、結びつく瞬間の映像です。

知り得た情報の断片が、脳の中に散在しており、似たような

情報を常に探しており、似たような情報同士が繋がる瞬間

まさに爆発を起こし繋がり合います。

そして、それが知識が、智慧に変わる瞬間です。



そんな中での仮説

このテキストも、恐らく今後も随時改定すると思います。

これを読んでいただいた方々から、今後もご相談を受けて

お答えしていき、結果をフィードバックしていただきましたら

他の方々への、より精度の高いスキルをご提供出来るように

なると思います。

現段階では、私自身が数百冊の本を読み、数々のセミナー現段階では、私自身が数百冊の本を読み、数々のセミナー

へ行き学んだスキルの中で、もっとも腑に落ちた中から

実践し、効果的かつ効率的なモノを組み合わせたスキルと

してお伝えします。

その柱となるのは、やはり「心理学＝脳科学」です。

2002年には、ノーベル賞の経済学の分野で受賞したのは

なんと心理学者でした。

経済学は、結局統計や法則を教えてくれるだけで、やはり

机上の空論でしかないことの証明と言えます。



では、私が提供するのは？

私自身は、めんどくさがりでいい加減で、飽き性です。

これは友人知人の共通する意見ですので間違い無い（笑）

そして、タチの悪いことに理屈っぽい話や、高尚な精神論も

受け付けないし、効果があると言われても、難しかったり

時間が掛かったりするのも大嫌い。

それ以前に「なんでそうなるのか理由を教えて欲しい」と

考える、非常に困ったタイプの人間なのです。

そんな私自身が、数百万のお金と膨大な時間を掛けて

蓄えた「効果的で理由のあるスキル」だけをご提供します。

私よりめんどくさがりで、いい加減な人間にあまり会った事が

ありません（笑）

だから、きっとアナタにも出来ます。



私が提供するメソッドは

最初にお断りしておきます。

この後のテキストを読むと、アナタは恐らくこう思うはずです。

「え？こんなことで売上あがるの？」と（笑）

そうなんです、巷のセールスの本に書いてあるような事は、

あまり書かれていませんし、身だしなみや敬語の使い方など

普通のセールスの本に書いてあるような事は省いてます。

それは、そんな普通のセールス本を買って読んでもらえばそれは、そんな普通のセールス本を買って読んでもらえば

それで充分だと思います。

私の提供するのは、世の中の天才セールスパーソン達が

自然に出来ていて、自らも気が付いていない事実。

それを体系化し、誰でも出来るように解説してあります。

そうです「これさえ出来れば、誰でも売れる」メソッドです。

アナタが「こんなので売れるの？」と思うのは自由ですが

「やれば売れる」し「やらないと今のまま」です。

「愚か者が先延ばしにすることを賢者はただちに取りかかる」



大前提として

NLPをはじめとする、心理学や脳科学の世界では、前提として

「人間は誰でも、物凄い能力を元々持っており、それを使って

いるか、使ってないかだけの違い」と考えられています。

北斗の拳でも、同じこと言ってましたね？（笑）

だから欧米の桁はずれな実績を出している有名なCEOや

トップアスリートは、大金をはたいてメンタルコーチを雇いトップアスリートは、大金をはたいてメンタルコーチを雇い

常に潜在能力（意識）を使えるようにしてます。

ハーバード・ビジネス・スクールの調査によると、人間心理を

理解しているか、いないかの差で、年収が約２倍変わると

いうデータがあります。

今からお伝えする内容は、アナタ自身がもともと持っている

素晴らしい能力を開花させ、自分自身と、お客様の両方を

幸せに出来るスキルです。



このテキストで得られるメリット

このテキストを読んで実践する事により、コミュニケーション
が劇的に改善し、自然とセールスにおける成績が向上する
のを実感していただけるはずです。

また仕事やプライベートを問わず、人に対しての影響力が
格段に上がったアナタを見て「あの人、何か変わった」と
周りで噂されるかも知れません。

後はアナタ自身が「やる」のか「やらないのか」それだけです。



その前に

「はじめに」と言うのは、普通はさらっと書くのでしょうが（笑）

具体的なスキルの前に、どうしてもお伝えしたい事があります。

このお話は、とても重要です。

それは「何の為に売上を上げるのか？契約を取るのか？」と

ちょっとだけ真剣に考えてみてください。

お説教臭いことは言いたくないのですが、すごく大事な事

ですので、これを抜きにしては前に進めません。

これを考えるのと、考えないのでは、精神的にも肉体的にも

「芯」が通らないので、効果が薄れるのです。

NLPを使う有名人の中で日本人に最も知られているのは

メジャーリーガーの「イチロー選手」です。

彼がヒットを量産できるのも、実は「何の為に？」と考えて

いるからなのです。



ヒット量産の秘密

イチロー選手は、中学校時代の野球部のコーチがNLPの

スキルを学んでいたそうです。

そこで、イチロー選手は様々なメンタルセットを習い、練習や

試合に生かしていました。

その中で、最も活躍に影響を与えているのが、実はこの

「何の為に？」と考えるメンタルセットなのです。「何の為に？」と考えるメンタルセットなのです。

これを考えると、心にも身体にも芯が通ります。

芯が通ると言う言葉は「揶揄」ではなく、イチローがストライク

だけではなく、ボール球を打てるのは身体の芯がぶれない

からです。

そして、何の為に？と心で考えると身体に芯が通ります。

そう、物理的に、ぶれない身体になるのです。

NLPのワークの中にニューロロジカルレベルの統一という

ワークがあるのですが、それをするとぶれなくなります。



ニューロロジカルレベル

ニューロロジカルレベルはロバート・ディルツ氏が体系化した
NLPの考察モデルの一つです。

自己認識＝脳幹

信念価値観＝大脳辺縁系

能力＝大脳新皮質

行動＝小脳運動神経

環境＝末梢神経五感環境＝末梢神経五感

図を、上から順番に。わかりやすい言葉で表わすと

自己認識：私は誰で、何の為に生きているのだろう？

信念価値観：私は何を大事にしているのだろう？

能力：私は何が得意なのだろう？

行動：私は何をしているのだろう？

環境：私はどこにいるのだろう？



ニューロロジカルレベル２

前頁の図のように、人はぞれぞれの事柄を感じる「脳」の位置

が違うのです。その事柄を下から上までを順番に考えます。

その一番上の「自己認識の領域」で感じるモノこそが「使命」

に他なりません。

この「使命」と言うのは図のように「脳幹」で感じます。

この脳幹は「呼吸」「心臓を動かす」などの機能を持っている

部位で、人間の基本OSのような役割を果たします。

この脳幹で感じる「使命：私は何をする人なのか？」は

基本OSにインストールされますので、それを知ることが

いかに大事なことかがわかります。

生きていく上で、自分自身を自動的に動かしてしまうOSです。

これを「知る」のと「知らない」のではあらゆる事を行う場合の

パフォーマンスは、、、、、、、、、



使命の見つけ方

どのようにするかと言うと、歩きながら考えていくのです。

アナタの今いる「環境」している「行動」持っている「能力」

感じている「信念」そして「自分は何者か？」と言う「自己認識」

これを言葉にしながら、1歩ずつ歩いて行くワークです。

その場、その場で感じた事を口にすればOKです。その場、その場で感じた事を口にすればOKです。

「何をする人か？」と言う部分が「使命」の部分になります。

イチローが、日本のプロでもメジャーリーグでも見たことない

くらいに、ワールドベースボールクラシックで怒ったり、くやし

がったりした光景を覚えていますか？

それが「イチローの使命」の部分です。

日本を背負い、国民に夢と勇気を与える人。



パフォーマンスの出し方

そうなんです、これがイチローの身体的な芯がぶれない

大きな理由の一つなのです。

自分の使命を知る人は、物理的に身体もぶれない。

NLPのワークで、ガイドされながら使命に向かって歩いて

行き、また1歩ずつ元の位置に戻ってきた時にガイドの方に、

ドンっと肩を押されます。ドンっと肩を押されます。

すると、どうでしょう？

本当に、物理的に身体がぶれなくなっているのです。

これは事前に催眠を掛けてはいません。

（催眠については後述）

これは専門知識のあるガイド無しでも、仕事を通じて自分は

他人に何ができるのだろう？と考えるだけでも効果的です。



使命とは？

使命、なんていうと大げさな感じもしますので、ちょっとだけ

言い方を変えて質問をしてみます。

「アナタは、この商品（またはサービス）を売るのが仕事です。

そして買ってくれるお客様は、その後どうなりますか？

喜んでいただけるでしょうか？

幸せになっていただけるでしょうか？

それは、どんな感じで喜ばれてますか？それは、どんな感じで喜ばれてますか？

それを見てアナタはどう感じていますか？」

イチローが、本でも語っていた、野球選手になる動機である

「高収入でカッコいいから」だけで、あそこまでのパフォーマン

スを出しているのでしょうか？

「自分はプレーを通じて、世界中の人に夢と希望を与える

存在である、そして日本を背負って戦うWBCでは絶対に

戦い抜いて勝利をし、日本中に勇気を与えるのだ」と感じて

いたのではないでしょうか？



イチローの使命

だから、日本のプロでも、メジャーの試合でも、日頃は見た

ことも無い怒り方や、悔しがり方をしたんじゃないでしょうか？

あのイチローの姿を見て、日本人は何を感じたでしょう？

日の丸を背負い、力の限り真剣に勝負をする姿。

特に野球ファンでもない私でも、胸が熱くなりました。特に野球ファンでもない私でも、胸が熱くなりました。

恐らく、選手達にもその心は伝播して最終的には優勝を

成し遂げたのだと思います。

セールスパーソンも同じです。

アナタの仕事を通じて、お客様に何を提供出来る？と真剣に

考えてみてください。

「セールスは、情熱の移譲である」



セールスもアスリートも同じ

イチロー選手の話を出しましたので、ついでに「セールスとは

何か？」をイチロー選手がヒットを量産出来る理由に絡めて、

少しご説明したいと思います。

イチロー選手は、なぜヒットを量産出来るのか？

理由は簡単です「バッターボックスに立つから」です。

当たり前な事言うなって？（笑）でもそもそも立たないと、ヒット

をあんなに打てないですよね？

そして、その打率を上げる努力を常に怠らないのです。

スポーツ科学の分野の研究で、イチロー選手の打ち方を

研究していました。

そして、先般も書きましたが一番の特徴は、スイングの際に

身体の中に鉄棒でもあるが如く「ぶれない」のだそうです。



アスリート的発想法

つまり、イチロー選手は一番重きを置いている事とは

＊ヒットを打つ為に、なるべく多く打席に立つ事。

＊来た球を、ストライクかボールに関わらず打てる事。

この「ストライクでもボールでも」の為に身体的にも精神的にも

ぶれないように、トレーニングしているのです。ぶれないように、トレーニングしているのです。

打席に立つ回数＝球の数×打率＝ヒットの本数です。

例えば、去年のヒットが120本であったとします。

打席数100回＝球の数600球×打率2割＝120本

今年、去年より多い150本のヒットを打つには、それぞれを

少しづつ上げたら、それで達成します。

打席数110回＝660球×打率2割3分＝152本



セールスに於ける売上や利益とは

前項でのヒット本数のシュミレーションでは、打席に立つ回数

など、コントロールしにくい要素も含まれるので、やはり打率を

上げるのが一番確実な方法ですよね？

その為に打てる球を増やす＝ボール球でも打つ事を重視して

フィジカル＆メンタルトレーニングをしているのです。

経営者でも、セールスパーソンでも、この「掛け算」でモノを経営者でも、セールスパーソンでも、この「掛け算」でモノを

考えない人は、決して成果を上げられません。

足し算でしか、状況を把握していないから、毎日クタクタで

成果も上がらず、売上も利益も上がらないのです。

手段や状況を、大雑把に捉え過ぎてはいけません。

少しだけ、それぞれの要素を書き出してみて、出来る事だけ

洗い出して実行することです。

イチロー選手が「ボール球を打つ」のと同じです。



セールスに於ける売上や利益とはpart2

セールスに於いての「掛け算」とは？

面談（商談）数×成約率×客単価＝売上高（契約数）です。

一日10人と商談して、成約率1割で単価10万＝10万円

10人×10％×10万＝売上10万×25日＝月間250万の売上

とても簡単な数式ですよね？

これを倍の500万売れと言われたらアナタはどうします？

そこで掛け算をしてください、案外簡単なんですよ。

面談（商談）数×成約率×客単価＝売上高（契約数）

15人×13％×11万＝214500円×25日＝5362500円

10人×16％×13万＝208000円×25日＝5200000円



セールスに於ける売上や利益とはpart3

前項のシュミレーション数式を見ていかがでしたか？

案外、簡単な事だと思いませんでしたか？

この数式のどこの数字を上げれば良いのか？にフォーカス

して、そこだけ努力すれば良いだけなんです。

一番「すぐ出来そうな数字」だけにフォーカスするのです。一番「すぐ出来そうな数字」だけにフォーカスするのです。

商談数を増やす？成約率を上げる？客単価を上げる？

この三者択一になりました。

商談数を増やすのは簡単ですか？

物やサービスが売れない状況で、それは難しそうですね？

では、成約率と客単価を上げる事にしましょうか？



セールスに於ける売上や利益とはpart4

「そうは言っても、そんなに簡単に成約率も単価も、、、、」

それは、とても正直なお答えだと思います。

でも、人間の心理や特性を理解すれば、いとも簡単に成約率

も上がりますし、客単価も上がります。

努力や根性が、全く必要ないわけではありませんが、ここでは努力や根性が、全く必要ないわけではありませんが、ここでは

「無駄な努力や根性論だけでは無いメソッド」をご紹介します。

ライバルが、寝る間も惜しんで忍耐と努力で成約している時

アナタがするべき事は「道具を手に入れる」事です。

ライバルの漁師がボロボロの穴だらけの網で、何度も何度も

網を投げ入れて100匹の魚を収穫する間に、アナタは高性能

な網を買い、一度だけ投げ入れて100匹を収穫するのです。

ライバルや上司の驚く顔と、アナタの誇らしげな笑顔が

目に見えるようです。



セールスに於ける売上や利益とはpart5

昨今の世の中では「マーケティング（集客）」にばかり目が

行きがちで、マネージャーや経営者は、そんな教材やセミナー

には、こぞって参加しています。

でもせっかく集客した見込み客に、成約してもらって初めて

お金に変わる事を、つい忘れがちです。

それこそが、会社の中枢を担うセールスパーソンの役目です。

不況の時代こそ、集めた見込み客の中からいかに多くの方に

ご成約いただくのか？と言う「確立を上げる」ことにフォーカス

した営業スタンスが求められます。

見込み客100人×成約率15%×客単価1万円＝15万円

同じ数でも、成約率を２倍に上げると、売上も２倍です。

見込み100人×成約率30%×客単価1万円＝30万円

汗水垂らして、寝食も忘れてセールスするのは止めましょう。

アナタもぜひ「掛け算」で物事を考えるクセを付けてください。



心と科学

このテキストでは「誰でも出来る科学的なスキル」をお教え

するモノですので、精神論ばかりを言うつもりはありません。

しかし、スキルと言う道具を使う際に、心が無いとそれを

上手く使いこなせないのも事実です。

「自分さえ良ければいい、お金さえ儲かれば良い。」

と言う方でも、これから書くメソッドでセールスが出来ます。

そして書いてある通りにすれば、一定の成果も必ず出ます。

科学的に理にかなったスキルですので当たり前です。

しかし、これは断言できます。

それではぜんぜん楽しくも無いし、幸せにもなれませんし

アナタにはバチが当たります、なぜならば、、、、、、



知覚や認知の仕組み

人間の知覚って、ものすごくいい加減なんです。

私の性格より、もっといい加減なのです（笑）

例えば、いつも好きで食べている食べ物があるとします。

目隠しをして、鼻をつまんで食べると、どうなると思います？

それがなんだか判らない人が、ほとんどだそうです（驚）

そんなこと、ありえない！！と思うでしょう？

いつも見てる姿形、ニオイ、触感など補助的な外的な情報が

ないと、それをそれとして知覚、認知できないのです。

これは、一度ご自分でも誰かに頼んでしてもらってください。

いかに人間と言う生き物が、あいまいな生き物かを実感して

いただける絶好の機会だと思います。



セールスとの関係

それを、セールスの仕事に置き換えてみます。

モノないしはサービスを売る、それを買う人がいる。

そのお客様が、本当に喜んでいただけたら、アナタに感謝の

気持ちを表してくれたら、、、、

そこで初めて「売った側の幸せ」を認知できるのです。そこで初めて「売った側の幸せ」を認知できるのです。

人間は相手や周りの環境や状況や状態を通じてしか、その

「幸せ」と言う感情を認知出来ない生き物なのです。

「お金はある、時間も出来た、モノも持っている」のに、、、

精神論や商売論ではありません、それは人間という動物の

習性とも言えるモノなので、どうしようも無いのです。

だからこそ、セールスする際に「相手の利益やその先の

生活を想像して、その為にお伝えする」と考えてください。



バチを当てるのは○○

そんな「相手の利益」を考えずに売ると、神様のバチが当たる

なんて古臭いこというつもりはありません。

でも、確実に当たるんですよ。

それは神様や仏様が当てるのではありません。

実は自分自身の深層心理（潜在意識）が与えるのです。

人は必ず、小さい頃に「物語」を聞きます。

嘘つきにはバチが当たって正直者が得をする、なんていう

ありきたりなストーリーの話を聞きますよね？これは心理学

で言う「メタファー」と言うもので、子供などには難しい話をする

より、わかりやすいたとえ話をすることで、人の心の奥深くの

深層心理に植え込むという催眠効果があります。

その「自分自身の無意識に感じている良識に反する事」に

対しての心の追い目こそ、所謂「バチ」です。



バチが当たるのは

最近で、とても印象に残った話がありました。

心理学などをご存じない方は、また違うとらえ方をしたと思う

のですが、こんな出来事がありました。

ある、超メジャーな音楽グループの女性歌手の旦那さんが

病気で亡くなったと言うニュースでした。

元々は、仕事仲間で、意気投合して愛し合い、その男性は元々は、仕事仲間で、意気投合して愛し合い、その男性は

小さいお子さんと奥さんを捨てて、その女性歌手と結婚を

したのでした。

女性のグループのリーダーの談話で「彼はほんとにいい

人でしたので信じられない」と言うコメントがありました。

それを聞いて私は不謹慎ながら「あぁ、心の中にお子さんや

奥さんに悪いという気持ちが一杯あって、それで病気になって

死んでしまったんだろう」と。

病は気からと言います。

いい人こそ、自分で自分にバチを当ててしまう悲しい事実です。



長すぎてすいません（汗）

「はじめに」が長すぎて、そろそろ叱られそうですが（汗）

ただの精神論だけではなく、お客様の利益や幸せな生活を

真剣に考えるということは、たくさん売ることにも繋がりますし

アナタ自身が、それで幸せになれるか、なれないかの基本的

な考え方にもなるので、それ抜きにしては先へ進めません。

お客様の前に「自分は、売上や成績を上げて、その先に

どんな生活が、どんな人生が待っているか？その為にはどんな生活が、どんな人生が待っているか？その為には

自分は何をすればよいのか？」と自分に質問を投げてから

この先のノウハウを読んでみてください。

その質問により、同じ内容を読んでも、心理的な盲点が外れ

より大きなモノを掴め、何かが見えてくるはずです。

それをせずとも、書いてあるとおりにすれば一定の成績は

必ず上がるはずです。

科学的に証明された手法なので、当たり前に上がります。

でも、幸せになれるかどうかは、アナタの意識次第です。



第1章

商談や面談の前に留意するべき３つの心得

心得ひとつ取っても、あれもこれもと言われたらめんどくさく

なるのが人情です（笑）え？私だけですか？

なので、ここでは、まず統計的な数字を元に、優先順位を

意識してみましょう。

人の第一印象は、わずか3秒で決まるのです。

これは提唱した心理学者の名前を取って「メラビアンの法則」

と言います。

そして、もっと重要なのは心理作用で「初頭効果」と言われ

ている事ですが「その印象は後々も非常に変わりにくい」と

言う事実です。

なので、商談や面談の際に、お客様と初めてお会いする際

何に気をつけるべきか？を割合の多いほうから気をつけない

といけないと言うことになります。



第一印象に占める割合

では、気になる第一印象の中で占める割合の統計です。

お分かりでしょうか？何はなくともまず「見た目」です。

清潔感、好感の持てるファッションで快活にしゃべる。

よく言われている話ですが、こんなに大きな割合を占める

のであれば、決して無視は出来ません。

「お客様は、見た目が嫌いな人からは絶対に買いません。」



次の38%を攻略

さて、その次は「態度や話し方」です。

具体的な話の中身なんて、ほんの7%と言うのが若干

ショッキングですね（苦笑）

では、好感を持たれる話し方ですがこれは話し方の専門家

であるアナウンサーのスキルに学びましょう。

まずは若い女性や、ファミレスの店員さん、館内放送、

バスガイドさんなどで、お馴染みの独特の話し口調で

「何とかでございま～す↑」

などと、語尾を上げるのはもってのほかで、非常に心が

こもっていない印象を与えてしまいます。

「語尾を上げたり、伸ばしたりしない」



プロのスキルをまねる

アナウンサーをはじめ、不特定多数の方へ話をし、尚且つ

好印象を与えないといけない職業の方のスキルをマネます。

アナウンサーや、高級レストラン、高級ホテルなどでは、

「は、に、を、で、が、」

と言うような助詞を上げないことと伸ばさない話し方を

厳しく訓練されています。

「ワタシはぁ、それでぇ、ですよぅ、～がぁ～」などはダメ

また抑揚の無いのは元気や意欲が無い印象を与えますので

音域を広げて、しっかりハキハキと話す事を目指してください。

同じテンポ、速さで話さず、緩急自在に操ることで、自分の

リズムに乗せて話すことが肝心です。

「助詞の抑揚が、話の全体の印象を決める」

その他の留意点は、第3章で詳しくお話します。



最後の7%は、、、、

では、いよいよ最後の7%を押さえて、限りなく100%の好印象を

与えるようにしましょう。

で、何をすれば良いのか？

商品説明？お勧めの点を力説？他社との比較説明？

いえいえ、それは「決してしてはいけないこと」です。いえいえ、それは「決してしてはいけないこと」です。

誰しも、売りつけられるのはイヤなものです。

なので、最初の数分間、何がなんでも好印象の獲得に専念！

とにかくお話を聞くことです。傾聴、傾聴、傾聴あるのみ。

それを無視して、先へ進むと結局は水の泡です。

最初の数分間は「好印象の獲得に専念」が何より大事です。

慌てる乞食は貰いが少ない、になりませんように、、、、



傾聴のコツ

一言で「傾聴」と言っても、口下手な方には難しいですよね？

そんな場合には「質問」で切り抜けてください。

質問には2種類あります。

それは「クローズドクエスチョン」と「オープンクエスチョン」です。

判り易く言うと「クローズド」は「ハイ、イイエ」で答えられる質問

「オープン」は「少し補足しないといけない」質問です。

相手の方が、非常に無口な方の場合には、まずはクローズで

質問をして「ハイ」「イイエ」とお話してもらいましょう。

無口な方でも、ハイ、イイエと答えている間に、少しづつ話す

事に慣れてきて、口がだんだん開いてきます。

場を暖めると言う感じで、少しづつ会話を重ねてください。



傾聴のコツ2

クローズドクエスチョンの例

「今日はお休みなんですか？」

「ハイ、休みです。」

これが典型的な「クローズドクエスチョン」です。

どんなに無口な人でも、これに返事をしない人はいません。

その「ハイ、休みです」の次に、オープンクエスチョンを続ける

のが、会話を続けるコツです。

「平日がお休みなんですね、私なんて休みの日には家から

一歩も出たくないタチでして、わざわざありがとうございます」

さりげなく、自分はどういう人間なのか？とお知らせしつつ

次の質問へと、つなげて行きます。



傾聴のコツ3

さて、休みの日に一歩も外に出たくない、と言うアナタ自身の

自己開示の後に、オープンクエスチョンを続けます。

「わざわざ～～をご覧にお越しいただいたのですか？」

この「わざわざ」と言う言葉の意味は、人ぞれぞれです。

「楽しみに見にきた」や「これだけの為に」とか「いや何かの「楽しみに見にきた」や「これだけの為に」とか「いや何かの

ついでにだから、わざわざではない」とか、少し補足しないと

自分の行動が説明出来ません。

そこからお話の突破口を見出してください。

無口な方には「クローズド～オープン」と言う流れで質問を

投げかけてみて、そこから流れを作りだして行くと良いです。

毎回の応答の際には上記の「ですか？」のように「質問で

終わる」ことで会話は続けたいだけ続いて行きます。



傾聴のコツ4

逆に、フレンドリーなお客様には、最初からオープンで行くと

会話はスムーズに進むはずです。

オープンクエスチョンの例

「平日がお休みと言うことは、お仕事はどんなご関係の？」

これは、仕事の職種だけでは説明がしにくい質問です。これは、仕事の職種だけでは説明がしにくい質問です。

なので、詳細をある程度説明する必要が生じます。

「いや、自営で飲食店してるんですが、今日は定休日で」とか

多少の補足情報が必要になり、相手の事が良く判ります。

こんな方にクローズドで質問しても、返ってくる答えは？

「平日お休みってことは、ご自営でらっしゃいますか？」

「ハイ」これでは会話が続きませんよね？それでは勿体ない。



傾聴のコツ5

どんどん相手の方に「自分の事」をお話していただきます。

すると、相手の方は「この人は、自分に興味を持っている」と

感じてくれるはずです。

この心理は、太古の昔から人間のペットとして犬が愛される

のは、飼い主が帰ってきたら飛び跳ねて喜びますよね？

その理由と同じです。その理由と同じです。

人間は「自分に興味のある人が好き」なのです。

男女の仲でも、セールスパーソンでも「自分に興味を持って

接してくれている」と思わせる人がモテますし、売れます。

ただしプライバシーの問題や、相手が異性の場合には誤解や

嫌悪の原因にもなりかねませんので、そこは注意が必要です。

相手の事に関する質問をし、答えていただくこと。

これが最高の「傾聴」になり信頼獲得の最優先課題です。



第2章

天才心理療法家に共通する
相手の心に一瞬で入り込む手法

さて、ここから先をお話する前に、まずは「ＮＬＰ」の説明を

かんたんにしておきます。

ＮＬＰとは、ニューロリンゲスティックプログラミングの略で

日本語で神経言語プログラミングと言う心理学です。

元々カリフォルニア大学で教鞭を取る言語学者である

ジョングリンダー教授が、その当時「治療の魔法使い」とジョングリンダー教授が、その当時「治療の魔法使い」と

言われていた心理療法の天才と呼ばれる3人を、心理学部

の大学院生であったリチャードバンドラー氏の協力を得て

徹底的にその天才達の言語の使い方、考え方、捉え方を

研究し、体系化した事に端を発しています。

心に病を抱えた患者（クライアント）の心を治癒させる為に、

まず大前提としてその患者から絶大な信頼を勝ち取らなく

ては治療ができません。

一瞬で、相手に絶大な信頼を勝ち取る魔法のような手法です。



NLPとは？

NLPは、人との信頼関係の築き方や無意識への働きかけ等

コミュニケーション能力を飛躍的に向上させるノウハウが

数多く存在します。

現在ではコミュニケーションスキルとして留まらず、様々な

分野のセラピスト、カウンセラー、経営者、ビジネスマン、

教育関係、政治家、弁護士、スポーツ選手などが活用し

驚くべき成果を出しています。驚くべき成果を出しています。

NLPのトレーナーでもあり、世界的NO1コーチとして有名な

アンソニーロビンスがアメリカのレーガンとクリントン元大統領

や、羊たちの沈黙のレクター博士役のアンソニーホプキンスを

コーチングしていた話は有名です。

日本に於いては、イチローや世界に唯一通用するサッカーの

某クラブチームにもNLPトレーナーが就いています。

セラピー、カウンセリング、コーチングの全ての要素を含む

まさに「秘術」と言えるスキルと言えます。



それをいかにビジネスに使うか？

これは自社の商品、サービスを買ってもらわなくてはいけない

セールスパーソンにも、もちろん同じ事が言えると思います。

信頼していない人から、モノやサービスは買えません。

では、天才達はどうやって一瞬にして、患者たちの病んだ

心を開き、信頼を勝ち得たのでしょうか？

その天才たちが共通して使っていたテクニックがあります。

それは「ペーシング」「ミラーリング」「バックトラッキング」と

呼ばれているもので、総称して「ラポールテクニック」と

呼ばれています。

現代の欧米においては、心理療法家のみならず、教育者

ビジネスマン、政治家、医師など人と対峙する職業の人間

には必須のスキルと言われています。



ラポールを架ける

ラポールとは、フランス語で「橋」引いては信頼を意味します。

その信頼の架け橋を、患者との間に一瞬にして構築する技

それがラポールテクニックです。

相手には、それとは察知されずに、それでいて相手の

深層心理の奥底まで染み入り、信頼感を勝ち取る魔法の深層心理の奥底まで染み入り、信頼感を勝ち取る魔法の

ような手法なのです。

心理学や脳科学の世界では、表に出ている顕在意識は

10%前後と、奥深くに存在して表層には出てこない潜在意識

は90％前後（深層心理と同意）で人間の心は構成されており、

その潜在意識や深層心理の影響力と言うのは、計り知れない

モノであると言うのが、一般的な通説となっています。

意識していないがゆえに、行動や衝動に多大な影響を及ぼす

要素として、この潜在意識を重く扱っています。



ペーシング

ページングとは、ペースを合わせると言う意味です。

話すスピード、リズム、トーン、大きさなどを合わせること。

それと、もっとも効果的なのは息を合わせることです。

呼吸のスピードを合わせることで、話すスピードやトーンも

大体同じようになって来るもので、慣用句で「息が合う」と大体同じようになって来るもので、慣用句で「息が合う」と

言うように呼吸のスピードが同じことにより、気が合っている

と無意識に感じてしまうのです。

あまりに早口な方には、先ずペースを合わせながら、少し

づつペースを落としてお話しすると、こちらとだんだん同じ

ペースでお話してもらえます。

人間は、誰しも「自分のぺース」と言うモノを持ってます。

そのペースが合う＝気が合う人と感じてもらえます。



ミラーリング

これは、ミラーと言う言葉が表すように、相手の姿勢、動き

表情、まばたきなど身体的な特徴を真似する事を言います。

人間には太古より敵から身を守る本能があり、その敵を

感知する情報は「視覚的な情報」から最も多く取り込みます。

第1章でも「第一印象は外見が55%を決める」と言う事にも共通

しますが、姿形が自分と違う生き物＝敵とみなすのです。しますが、姿形が自分と違う生き物＝敵とみなすのです。

その昔、生存競争の激しい世界では「仲間ではない＝敵」

と言う認識をしないと殺されて、食べられてしまうからです。

なので、なるべく相手と同じ動作などをして「私は敵では

ありません」と言う非言語メッセージを送ることが信頼を

得る事になります。

このミラーリングと言うテクニックは、実はもっと深い意味が

あるのですが、それはＮＬＰのメソッドでは、あまり語られて

いません。



ミラーリングpart2

ＮＬＰの元となった3人の天才心理療法家のうちの一人

「ミルトンエリクソン」と言う人物は、ＮＬＰの体系化に大きな

影響を及ぼした人物でした。

ＮＬＰ創始者の二人からのインタビューに応じて、後に

「ミルトンモデル」と呼ばれる催眠言語のメソッドの形成に

大きく貢献をした人物です。

ですが、ミルトンの本当の凄さは、実は言葉の使い方ではなく

非言語（ノンバーバル）でのトランス状態を作り出す技術。

ミルトンエリクソンに心酔し、その技術を研究している通称

エリクソニアン達からは、それこそが彼の本当の凄さだと

言われています。

その手法は、もしかすると、悪用すると大変危険なので、

あえて公には、語られていないのかも知れません。



ミラーリングpart3

その手法は、驚くほど簡単なモノです。

まずは相手の動き、表情などをそのままマネをします。

人間は自分の言った言葉にも、自分であいづちを打ちます。

そのアゴの動きや早さを合わせるのがコツです。

そして相手の目と目の間を凝視します。

人間には、利き目と言うモノがあり、通常は両目を同時に

見ることが出来ません。

大抵は、どちらかの目だけに焦点を合わせています。

それを、両目の間の辺りを見つめる事で、相手は目の奥を

じっと見つめられているように、無意識で感じます。

これは、見られている本人にはあまり意識されません。

その状態をしばらく続けていると、ある変化が起きてきます。



ミラーリングpart4

その変化とは、相手の眼球が、かすかに左右に動きます。

どうしても動き出さない場合には、左右の目を交互に見て

みたり、手の平などをそれとなく左右交互に動かすと、相手は

無意識で動きを追いますので、眼球を動かします。

眼は、脳の器官がそのまま表に出ている唯一の部位で

その動きは、思考のスイッチにもなっています。その動きは、思考のスイッチにもなっています。

その眼球運動を引き起こした時、潜在意識（無意識）への

扉を開いたと思っていただければ判り易いでしょうか？

その状態こそが「トランス（催眠）状態」です。

この時が、自分の伝えたいメッセージを相手に効果的に

伝える最大のチャンスです。

非言語で伝える場合には「はじめに」でお伝えした、相手の

方に、どんなメリットを与えるのか？を強く念じてみて下さい。



補足情報：目の動きについて

未来⇔過去

右上：未来の映像や構成を想像 左上：過去の映像や構成を想像

右：未来の音を想像 左：過去の音を思い出す

脳の器官がむき出しになっていると言われる目の動きを
見ることで相手が「今何を考えているのか？」を知ることが
出来ます。

右下：身体感覚を確認 左下：自分との対話

右側が未来の領域で、左側が過去の領域です。

何かを質問した時、経験した事を思い出す際に、左のほうを
見る人が多いはずなのですが、そこでその人の優位な感覚
を伺い知る事が可能です。

左上を見る人は「その時の映像」を思い出そうとしており
左横を見る人は「その時聞いた音」を思い出してます。
また左下を見る人は「その時、自分はどうたったかな？」と
自分自身に話しかけています。



補足情報：目の動きについて2

これは、アイアクセシングキューと言うモノで、アメリカでは

ＦＢＩやＣＩＡの尋問のテクニックとしても、使われています。

人間は、何かを質問されると、必ず頭の中で考えます。

その時に、未来の領域である右側を見るのはおかしいのです。

見たことが無いものを想像して、見たように言う。

聞いたことが無い話を想像して、聞いたように言う。聞いたことが無い話を想像して、聞いたように言う。

つまり右側を見た時点で、それは「嘘」なのです。

＊左右が逆の方がいたりしますので、絶対ではありません。

ＴＶで大活躍されている霊能者の人が、相手の方のご先祖

とお話をされている（と本人が主張する）時に、目がどこを

見ているのか注目してみてください。

あまり知られてませんが、彼らは「タレント」です。

心理学のコールドリーディングと言う手法で「当たった」と

思わせているだけなので、くれぐれもご注意くださいね。



ミラーリングpart5

メッセージの送り方ですが、イメージが得意な方は、気を

「架空の形」にしてイメージして送っても構いません。

ドラゴンボールで、孫悟空が「かめはめ波」を出すのを

イメージするなど、アナタのやりやすい方法で大丈夫です。

とにかく、相手の方のメリットにフォーカスして、（すると自然に

アナタも笑顔になるはず）それをお伝えに上がりました、と

気で伝えてください。メリットの無いものを売りつける場合には気で伝えてください。メリットの無いものを売りつける場合には

それは難しいイメージでしょうが（苦笑）

人間は、その「気」のようなもの、気合、元気、勇気、やる気

など一般的に「気」と総称されているモノを感じる能力が

あると言われています。

なので、言葉で伝えるように、心で念じた「気」をもって相手の

方の無意識にアクセスするイメージを持ってください。

「なんかの宗教か？」と思われるかも知れませんが（苦笑）

この非言語での伝え方ノンバーバルメッセージは、心理療法

の世界でも、とても効果を実証されている手法です。



ミラーリングpart6

みなさんも、覚えがありませんか？相手の人が何も言わなく

ても「怒っている」「悲しんでいる」「喜んでる」そんな「気」は

感じるモノでしょう？

普通のセールス本では「お客様には笑顔で接しましょう」など

あいまいにしか伝えられていませんが、本当に効力を発揮

するのは「この人にとってのメリットをお伝えに来た」と言う

心の中で持つ「イメージ」であり「メッセージ」じゃないと本来の心の中で持つ「イメージ」であり「メッセージ」じゃないと本来の

意味はなさないのです。

ただ愛想が良ければ、それでいいなんて事ではありません。

それこそ、お客様には「愛想笑い」なんだと思われるだけです。

人間は、そんな鈍感ではなく、アナタ自身から出ている様々な

メッセージを鋭く感じるアンテナを持っています。

言語以外でも態度、表情、雰囲気、何を考えているのか？

それが、この「非言語でのメッセージ」の本当の意味なのです。



ミラーリングpart7

ミルトンエリクソンは、その自らの手法と、ＮＬＰ創始者の

二人が体系化したＮＬＰの手法を照らし合わせて、当時の

奥さまに、こう語ったそうです。

「彼らは、私から半分しか持って帰らなかった」と。

その秘儀こそが、このノンバーバルメッセージ非言語での

メッセージの伝え方の手法と言うわけです。メッセージの伝え方の手法と言うわけです。

先ほどから「催眠」や「トランス」と言う言葉が出てきますが

ショーなどで行われるマジックや手品とは意味が違います。

催眠状態とは、日常で誰しも経験する状態です。

相手の方の心の奥底に、直接メッセージを投げ入れる為に

そのトランス状態を作り上げるテクニックが総称して

「ラポールテクニック」と呼ばれている一連の手法の内容です。

まずは、これを作り出し信頼を獲得する事が最重要課題です。



トランス（催眠）状態

例えば、小説を読んでいる時、映画を見ている時に

アナタはどんな心理状態でしょうか？

小説や、映画を見ている時には「その世界」の中にいます。

つまり現実の世界から離れて「空想の世界」にいます。

その状態が「トランス（催眠）状態」です。

その空想の世界は、自分の脳の奥の「潜在意識」の中にその空想の世界は、自分の脳の奥の「潜在意識」の中に

リアリティーを持っている状態なのです。

あたかも、その主人公になって、その場にいるような状態。

これがトランス状態と言うわけなので、決して凡人には

立ち入れない領域などではなく、誰でもなる状態です。

その脳の状態の際に、自分や商品やサービスを売り込む。

これが潜在意識へ深くメッセージを投げ込む心理学を使った

「脳科学（心理学）を使ったセールスメソッド」です。



トランス（催眠）状態part2

このトランス状態を効果的に作り出す為に、まず相手の

姿形や、動きをマネするミラーリングを駆使します。

目の前に同じ格好をしている人間（アナタ）がいる状態。

それを無意識は、どう感じているか？

二人の人間の現実的な空間や距離を通り過ぎて、まるで二人の人間の現実的な空間や距離を通り過ぎて、まるで

二人が大きく透明な風船の中にいるような感じ。

「同じ空間に同じ格好、動きの人間がいる＝同じモノ」

つまり、脳の感じるリアリティーでは「自分」との境界が

ぼやけてしまっているのです。

大学で習う文系の心理学でも、同じことを教えられます。

全ての人間の「無意識」は繋がっている。



トランス（催眠）状態part3

そのトランス状態を作り出す方法の一つが、目と目の間を

凝視する、と言う方法だったのですが、もう一つ現実的な

方法をお教えしておきます。

日常で、商談の際に必ず行われる行動の中に入れます。

それは「名刺交換」の際に使えるテクニックになります。

人間は、経験をして学んだ「こうすれば、相手もこうする」と

言う無意識の中でのフレーム（枠）があります。

そのフレームと言う、一連の行動の中に、メッセージを投げ

入れると言う高度なテクニックになります。

初対面の商談相手と、必ず最初にする行動。

名刺交換の際に、本当に伝えたいメッセージを投げる。

これは、悪用厳禁のメソッドですので、ご注意ください。



トランス名刺交換メソッド

名刺交換と言う行動の一般的な「フレーム」は、お互いに

名刺を名刺入れから出す。

そして、自己紹介をしながら名刺を交換して、お互いの名刺を

見つつ、仕事の内容や、名前の読み方などを聞き合う。

これがフレーム（一連の流れ）と認識されています。

その流れを「断つ」のが、肝になります。

交換する時に、お互いの手元に持つ名刺に注目してます。

そして、自分の名刺を差し出し、当然相手も同じように

差し出して交換をする、と相手は思っています。

その「相手が受け取ろうと手を差し出した瞬間」に

すっと名刺を引き戻したり、声を掛けてみるのです。



トランス名刺交換メソッドpart2

すると、相手の手は宙に浮いたまま、ポカーンとした

表情を浮かべて、こちらの顔を見るでしょう。

この「ポカーン」とした瞬間は、潜在意識への扉が開いて

直接メッセージを投げ入れる絶好のタイミングなのです。

そのポカーンと手を出したままの相手に、伝えたいことを

言ってみるのです。言ってみるのです。

「今日は、ぜひ契約していただきたいと思ってます」

「大変メリットのあるご提案をさせていただきたいと思います」

「アナタにも必ず気に入っていただけると思います」

など、今日の商談の最終目的を告げるのです。

それは、無意識にその方向へ行く「誘導」の言葉になります。



トランス名刺交換メソッドpart3

この手法は、ミルトンエリクソンの得意としたテクニックで

「ハンドシェイクインダクション」と言う握手をしながら相手を

誘導し、トランス状態に導く手法を応用したテク二ックです。

欧米のように、握手をする習慣の無い日本では、それを

名刺交換の際に応用するわけです。

握手の場合にも、同じように相手が手を差し伸べた際に

少しだけ相手の掌を触り、そこで手を止めて、ゆっくりと手を少しだけ相手の掌を触り、そこで手を止めて、ゆっくりと手を

下ろして行きます。

相手の手は宙に浮いたまま、ポカーンとしてます。

その瞬間にメッセージを投げ込むのです。

その手法は、政治の世界でも良く使われていて、小泉首相が

北朝鮮を電撃訪問した際に、共同会見の場で金正日総書記

が、小泉首相にしていたのが記憶に新しい映像です。

もしかしたら、北朝鮮に都合の良いメッセージを投げられて

その後の交渉に大きな影響を及ぼしたのかも知れません。



トランス名刺交換メソッドpart4

ここまでの働き掛けの意味を、ご理解いただけましたか？

一連の動作「だと思われている流れ」の中に、伝えたい

メッセージを投げ込むこと、すなわち「フレーム内に入れる」

ことで、最終目標を契約などの行動までを「一連の動作」

だと無意識に認識させると言うわけです。

残念ながら、これで急に契約に至る事はありません。残念ながら、これで急に契約に至る事はありません。

しかし、今後商談を進めて行く中で、あるスイッチを押された

時に、潜在意識から顕在意識にポーンと上がって来て

スムーズな契約に至る「布石」になります。

人間が「購買」や「契約」と言う動作を起こすのは「衝動」

からなのです、その衝動とは潜在意識からの命令です。

ここでメッセーシを投げ入れることで今後の展開を非常に

有利に進めることが可能になります。



バックトラッキング

これは、日本語で言うと「おうむ返し」です。

相手の話した言葉を、そのまま言い返してあげるのです。

あからさまに全てを言い返すと相手に気が付かれるので、

緩急を付けながら上手に言い返してあげることが大切です。

「今日はね、～～へ行ってから、ここに来たんですよ」「今日はね、～～へ行ってから、ここに来たんですよ」

「あぁ、～～へ行かれてから、いらしたんですか？」

「そうそう、あそこはイイねぇ、気持ちが和むから」

「そうですねぇ、気持ちが和みますよねぇ」

言葉そのものも、もちろん返すのですが、和む、うれしいなど

感情的な内容も、上手に織り交ぜて返す事により「自分の

話を良く聞いてくれている」と言う相手の自己重要感を

満たすことが最も大事な点です。

自己重要感を満たす意味は、、、、、、



バックトラッキングpart2

このバックトラッキングと言う行為は、相手の脳に作用します。

脳は「否定語」を嫌います、自分を傷付けるような言葉が無い

のか、常にチェックしている状態、つまり自我を必死に守ろう

とする機能があるのです。

ただ、自分の発した言葉は、自我から出る言葉なので

その反応は「ＹＥＳ」に決まってます。その反応は「ＹＥＳ」に決まってます。

なので、これが作用しているかどうか、確かめる方法は相手

からの反応を見てください。

「そうそう」「そうなんです」「ええ、その通り」「わかります？」

自分の言った言葉が、そのまま返ってくるのですから、当然

反応は、そうです（ＹＥＳ）しか出ません。

このバックトラッキングで、そのチェック機能を外しておき

今後の話をより、受け入れやすくする土台を築きます。



バックトラッキングpart3

その上で、相手との言葉のやり取りの中から、様々な情報を

引き出していくわけです。

その動作の中から、言葉の中から

「この人は、どんな人物なのだろうか？」と注意深く観察

しながら、ひたすらオウム返しを続けてください。

この時点でも、決して自分の意見や商品説明などは厳禁。

ひたすら相手の言葉を聞き、共感し、オウム返しに徹して

信頼関係を築くのに注力してください。

相手の言葉全体、語尾、キーワード、感情をなどを巧に

織り交ぜながら言い返し、時々話の内容を要約する。

「なるほど～～が～～だから～～なんですねぇ」

この段階は、とても重要なので必ず押さえておいてください。



自己重要感を満たす意味

心理学者でもっとも有名な一人と言えるジグムントフロイトは

「人間のありとあらゆる行動は、たった2つの動機から発する。

その一つは性の欲求、もう一つは重要人物になりたいという

抑えがたい衝動だ。」

と言っています。

この衝動は、食べる、寝る、セックスをすると言う基本的な

生理的欲求より、実は遥かに強い欲求であり、誰しもが

渇望するほど強いものです。

それをうわべだけのお世辞では、頭の良い人にはすぐに

勘付かれてしまいます。

しかし、深層心理に入り込むラポールテクニックを駆使して

相手の自己重要感を満たしてあげられたら、、、、、、、



影響力の法則

与える者と、与えられる者。

自己重要感を与える事は、アナタの相手に与える影響力と

同じ意味を持ちます。

相手に対して、計り知れないほど強力なパワーを持ちます。

日常生活の中でも、友人、知人、同僚、先輩、後輩、家族日常生活の中でも、友人、知人、同僚、先輩、後輩、家族

恋人など、相手を問わず「自己重要感を与える者」としての

立場は、そのまま「影響力を与える者」としての揺るぎない

地位を確保した事になります。

この影響力は、外見、年齢、地位、立場などその場限りの

影響力ではなく、永続的に影響力を与え続けることの出来る

揺るぎない立場です。

ビジネスの現場のみならず、人生全般を豊かで幸せに

出来るスキルと言っても過言ではないでしょう。



影響力の法則part2

さて、単純なお世辞や褒め言葉だけでは、勘の良い方には

喜びはしても、それほど強烈とは言えません。

では、何をすれば「自己重要感を満たす人」になれるのか？

それは「相手の価値を見出して、言葉で伝える」のです。

これは褒めるのと同じように思えますが、少しニュアンスがこれは褒めるのと同じように思えますが、少しニュアンスが

異なる事に気が付かれたでしょうか？

この時に、最も有効なのは「自分で気が付いてない価値」を

教えてあげることが出来たら、これが100点満点なのです。

これを相手に与えることで、強烈な影響力を持つことが

可能になるのです。

アナタはすでに「営業マン」ではなく、お客様の最大の

理解者として、認識される事になるでしょう。



影響力の法則part3

相手の気が付いていない価値を言葉にして伝える。

言うのはかんたんですが、実際はどんな感じなのか？

例えば、こんな感じで伝えてあげてください。

「～～さんのお話を伺っていると、とても仕事に対しての

真剣な思いが伝わってきます。このお仕事に信念をお持ち真剣な思いが伝わってきます。このお仕事に信念をお持ち

なんだと私は感じました。私も真剣に取り込んでいるつもり

なんですが、～～さんに比べたらまだまだだなぁって」

こう言われた相手は、どんな感情を持ち、どんな言葉を

アナタに掛けてくれるでしょうか？

かんたんに想像できると思います。

さぁ、今度はアナタの今日の面談の目的を尋ねられる時です。

自己重要感を満たしてくれるアナタの大事な要件を。



影響力の法則part4

さて、相手の方は、どんな反応をしたでしょうか？

恐らくは、少し謙遜の意味も含めて

「いやいや、それほどでも無いよ、君こそ若いのに一生

懸命だなぁと感心するよ、オレが君くらいの時には、、、」

相手の方が年も上だったり、地位の高い方ならそんな反応相手の方が年も上だったり、地位の高い方ならそんな反応

が返ってくる事があるかも知れません。

ここで、もう一つ重要なテクニックをご紹介します。

それは「幼馴染レベルになる話法」です。

会社での地位の高い方や、年齢の上の方などには有効な

話法で、現状から遡って、幼少のころまで順番にお話を聞く。

「なぁ～んだ、そんなことか？」と思われましたか？



影響力の法則part5

実は、これとても効果絶大なテクニックなのです。

自分に置き換えて考えてみてください。

周りの人たちが、今の現状から遡って、どの程度アナタの

ことをご存じでしょうか？

幼少の頃から小学校、中学校、高校、大学を出て社会人に

なりたての頃や、それらの中の苦労話など。なりたての頃や、それらの中の苦労話など。

恐らくよほど仲の良い友人でも、それほど昔の事までは

知らないのではないでしょうか？

それを話していただいたアナタは、どんな心理的な位置まで

近ずけているのでしょうか？

それは「幼馴染レベル」なのです。

さて、アナタはどちらと契約しますか？

ワタシなら多少の条件の悪さなど気にせず幼馴染を選びます。



第3章

売る、契約を取るには
まず○○を整える

商談の行方を決めてしまうかも知れないほど大切なのが、

実は、お客様との距離や配置と言う環境です。

心理学者ホールが提唱した、人の物理的距離と心理的距離

の関係を上手に利用するのです。

人間には、親しい親しくないと言う心理的距離に比例して、

物理的な距離にもそのテリトリーを守ろうとするのです。物理的な距離にもそのテリトリーを守ろうとするのです。

なので、初対面の人が不用意にそのテリトリーに入って来ら

れると非常に不快感を覚えてしまうものなのです。

心理学者ホールは、その距離について分析した結果、親密な

コミュニケーションを取る為の物理的な距離は120cm以内に

入らねばならないと言いました。

「まずは、心理的な壁を越え易い位置と距離に留意」



間合いの取り方

武道の真剣勝負のように隙を見つけて徐々に距離を縮めて

いく工夫が必要になって来るのですが、そんな時にはその場

でかんたんに用意できる小道具を使いましょう。

例えば四角いテーブルに腰掛ける際には、正面ではなく横

の辺に座ります。

お客様

この距離でギリギリ120cm前後になるはずです。

その上で、お話をしながら名刺をお渡しする、同じPCの画面

を覗き込む、カタログやお見積もり書を指差しながらお見せ

するなど、何かにつけて距離を縮める努力をします。

「位置と距離を確保する」

アナタ



すると、、、、

人間は案外単純で、少し打ち解けた後に、120cm以内の

パーソナルな距離に入られると心理的な距離も縮まったかの

ように錯覚してしまうのです。

その際に、正面に座ってはいけないのは、正面と言うのは

位置的に「対峙」「対決」と言う感覚になる位置で、しかも

人間のテリトリー意識は正面には敏感で、側面には鈍感だと

言う特徴があります。言う特徴があります。

なので、横に近い場合には「知らないうちに」と感じますが

正面ではほんの少し身を乗り出した程度で不快に感じる

傾向があるからです。

良い環境は、側面から静かに近寄り、形成するのが大事です。

無神経に入ると、取り返しの付かない不快感を与えます。

「パーソナルゾーンには、細心の注意を持って入る」



距離と共に大事な事

位置と距離の話をしましたが、もう一つ大事な事があります。

それはお客様に見えている「視界」です。

場所柄にもよりますが、あまり多くの物が見えたり、動く物が

お客様の視界に入ると、やはり気が散ってしまいます。

最初に着席する際に、なるべくお客様の視界に、余計な物が最初に着席する際に、なるべくお客様の視界に、余計な物が

目に入らない位置を確保してください。

ただし、目上の方や、作法にうるさい方などが相手の場合、

上座、下座の関係もありますので、相手によって臨機応変に

対処をしてください。

対面時の環境に大事なのは

視界、位置、距離の3つを必ず押さえておく事を忘れずに。



話が佳境に入った時

だんだんと商談が本格的に進んで来た時に、有効な手法を

お教えしたいと思います。

予め、テーブルの上にある「物」を自分のほうへ寄せておいて

欲しいのです。

例えば、灰皿や塩こしょうの入れ物など、何でもOKです。

先ほど「パーソナルゾーン」の話をしましたが、商談の際には

お客様は、親近感は覚えたけれど、完全にセールスパーソン

の事を味方だとは思えない場合も多いものです。

そんな心理状況の中で、資料やカタログを広げる際に、

テーブルの上にあるものをお客様のほうへグッと押し出します。

すると「自分のほうへ、攻め込んで来た」と相手は感じており

無意識では「敵か味方か、勝てるか勝てないか」の判断を

はじめています。



相手に負けを感じさせる

少し言葉が悪いのですが、相手に「勝てないな」と思わせ

るのに、有効な方法があります。

先ほどのお客様の「領域に踏み込む」際に、自分の体の

周りには、大きな「気」があるイメージを持ちます。

合気道の考え方にも、同じようなモノがあると聞いたことが

ありますが、動物の世界でも、やはり体の大きいほうが強い

と相手に認識されるように、こちらは「自分が大きいイメージ」と相手に認識されるように、こちらは「自分が大きいイメージ」

で対峙する事により、心理的に優勢に立てます。

また話す言葉の声のトーンを低くして、動きもゆっくりとした

動作で、相手に見えるように動いてください。

これも上記同様に、人間の動物としての本能で、「動きが凄く

ゆるやかで、声が低く、大きな生物」には、心理的に

「勝てない」と思うモノなのです。ですので、本格的に話を

進める際には「自分が大きいイメージで、ゆるやかな動きと、

低いトーンの声に変える」ことが有効です。



潜在意識へのアプローチの重要性

さて、ここまでのお話をどう思われましたか？

「商談の決め手になるような具体的な話じゃないじゃん！」

と、思われたかも知れません（苦笑）

しかし、心理学を学び、その深層へ入れば入るほど、これらの

深層心理、潜在意識の力の大きさを実感し思い知るのです。

なぜなら、深層心理は人間の心の90%以上を占める領域です。

一般的なセールスの本に書いてあることはお客様の

「顕在意識」へのアプローチですので、心の中のほんの

10%以下への働きかけですから、どちらを重要視するかは

自明の理です。

ここまででお話した内容は、セールスの本を書いてらっしゃる

ような天才的なセールスパーソンは「元々出来ている」ので

それを重要視しないだけなのです。



誰でも意識すれば出来る

しかし、このテキストは「誰でも出来る科学的なスキル」を

目指して書いてますので、この具体的な商談手法の前に

「お客様の深層心理、潜在意識の中に入り、しっかりと

信頼関係を築く」ことを、第一の関門と考えます。

ここを、しっかりと押さえておけば、もう後は言葉や態度の

端々に気を使うだけで、それなりの成績は収められます。

決して難しいことは書いてないはずです。

今までは、それらを「意識」しなかっただけですので。

毎回会議の度に肩身の狭い思いや、卑屈な思いをされて

いたアナタにも、驚くほどの潜在能力があります。

誰にでも、必ずそれはあるのです。

自分を変えられるのは、自分だけなのです、そして人は

動きながら考え、ぐんぐん成長していくモノなのです。



第4章
買う、買わないはアナタの○○で決まる

さて、ここからはより具体的な「商談」について言及します。

売れないセールスパーソンは、得てしておしゃべりで、

一流のセールスパーソンは、案外無口な人が多いのです。

これは、本当に喋らないと言う意味ではありません。

余計な話は、殆どしないと言う意味で「無口」なのです。

一流のセールスパーソンの話す内容は、ほとんど「質問」です。

お客様の持つ、顕在的なニーズを聞くご用聞きのような

セールスをするのは普通のセールスで一流のセールスは

潜在的なニーズまでを聞き出します。

そこが、平凡なセールスパーソンと、一流の大きな違いです。

一流は、深い部分までを、信頼を獲得しながら、抵抗感無く

質問で引き出してしまう達人です。



質問の技術

まずは、お客様の「タイプ」を把握しましょう。

人間には、視覚、聴覚、触覚、臭覚、味覚と言う感覚が

誰にでもあります。

しかし、そのどれを「主に使うか」は人それぞれなのです。

NLPでは、視覚、聴覚、体感覚と言う大きく分けて3つのNLPでは、視覚、聴覚、体感覚と言う大きく分けて3つの

感覚の優位性で、相手のタイプを認識します。

またハーマンモデルと言う「脳優勢度調査」では、上記の

感覚を感じる脳の位置が違い所から、右脳/左脳のタイプを

見分けるメソッドを利用して、相手のタイプを探ります。

注：ハーマンモデルとは、米国GE社のCEOジャックウエルチ氏

がノーベル賞を受賞した大脳生理学の研究を元に、社内の

能力開発部門の責任者ネッドハーマン氏に作らせた能力

開発のメソッドで世界中の有名企業に採用されています。



人間のタイプ

A:左脳新皮質、B;同辺縁系、C:右脳辺縁系、D:同新皮質
など、主に使う脳の位置により、下記のような特徴が顕在
化し様々なタイプが生じて、物事の好き嫌いが判ります。



タイプの見分け方

人は見た目が9割以上と言いますが、それは相手がどういう
お客様なのか、こちらが判断する材料にもなり得ます。

あくまで参考ですが、下記は「こういう傾向が多い」と言うこと
で認識して判断材料としてください。



タイプの見分け方part2

見た目だけでなく、お話している最中の相手の動きにも

多くの特徴を見出すことが可能です。



タイプの見分け方part3

その他の趣味趣向に関しても、様々なヒントがあります。

しっかりとお話をして、どんどん情報を見つけましょう。



タイプの見分け方part4

意外と有効なのは、相手の方の就いてらっしゃる職業も

大変参考になる情報として、押さえておきたいモノです。

企業研修に於いて、脳優勢度調査の結果に基づいた優勢度

別の職業分布です。



有名人に見るタイプ分け

これは「プロフォルマプロフィール」と言う、人物像を憶測で

プロファイリングした結果です。

有名人ばかりなので、イメージしやすいかも知れません。

注:これはハーマンインターナショナルジャパンの社長に

よる「憶測でのプロファイリング」で実際の調査はしてません。



商談の際に使うべき○○

脳の特徴で、様々な人間に分かれると言う事が、資料から

伺い知れたかと思います。

NLPとハーマンモデルでは、それらの「特性の違い」は

それぞれの人が、どの感覚で人とコミュニケーションしている

のか？が異なると考えます。

自分以外の人とのコミュニケーションとは、多くの場合には自分以外の人とのコミュニケーションとは、多くの場合には

「言葉」でコミュニケーションを図る場合が多いですよね？

その際に「言語の使い方」に大きな違いがあると考えます。

物やサービスを「売る」と言うのは、そのメリットをお伝えする

事に他なりません。

つまり「伝わらないと、売れない」のです。

なので、その人に合わせた「言語の使い方」が重要になります。



言語の違いの把握

「言語の違い」と言うとピンと来ないかも知れませんよね？

では、アナタ自身が普段接している人との会話などで

こんなことを感じた事は無いでしょうか？

「言っている事の意味が良く判らない、、、、、」と。

それは恐らく、お互いに感じていると思います。それは恐らく、お互いに感じていると思います。

それは、同じ事柄を言葉にする際に、どの感覚を使うのか？

により、言葉自体が変わってくるからなのです。

NLP的な見地で言うと「V,A,Kモデル」と言う考え方があります。

これは、その人の使う感覚がV：ヴィジュアル視覚なのか

A：オーディトリー聴覚なのか、K：キネスティック体感覚なのか

によって、言葉が異なるので、違う感覚の人には、少し意味が

通じにくいと言う問題が生じます。



優位感覚での言語の違い

それぞれの、感覚での言語とは、具体的にどんな感じか？

V：ヴィジュアル/視覚優位な人が会話で使う代表的な言葉

見える、見通し、先が明るい、話が見えない、暗い、見栄え

ヴィジョン、霞む、キレイ、眺める、光景が浮かぶなどなど

「見た感じを言葉にする」傾向があります。

A：オーディトリー/聴覚優位な人が会話で使う代表的な言葉A：オーディトリー/聴覚優位な人が会話で使う代表的な言葉

静か、うるさい、鳴らす、耳を傾ける、聞こえる、伝える

ガーン、ドーン、ガシャン、どんどん、カンカンなど擬音も

良く使い「音にして考えたらと仮定して言葉にする」

K：キネスティック/体感覚優位な人が会話で使う言葉

熱い、冷たい、柔らかい、曲げる、掴む、押す、鋭い、触る

投げるなどなど、「身体で感じた事のように言葉にする」

もちろん、様々な感覚を併せ持ってますので、一概にどの

タイプかは測れませんが、特徴的な言葉を探してみてください。



感覚の違う者同士の会話

ここでは、極端な例でいかに「話が通じない」のかを見ます。

判り易いように、VAKの頭文字＝個人名にしておきます。

デザイン会社のミーティングにて

A「このデザイン、少し色がうるさいね」

V「そう？明るい感じでぱぁ～としている思うけど」

K「でもなんか、ズーンと腹に来る感じが欲しいよね」

会社の上司と部下2人の会話

V「どうだ？今月の見通しは？」

A「なんかこう、商談のリズムが合わなくて、、、」

K「私は、壁にぶち当たってます」



感覚の違う者同士の会話part2

いかがでしょう？この2つのグループは、意志の疎通は

出来ていると思いますか？

デザイン事務所では

「色がうるさいって、どーいう意味？」

「ぱっ～と明るいって言われても、、、、」

「腹になに？どう言うこと？イイの悪いの？」「腹になに？どう言うこと？イイの悪いの？」

上司と部下では

「リズムと見通しとどういう関係があるんだ？」

「見通しって、相手に響かないのに困ってるのに、、、、」

「壁って、そんなの気持ちの持ちようじゃないか！」

そうなんです、同じ日本語なのに、意味が通じて無いんです。

だから、相手の優位な感覚に基づいて話すのが、効果的に

何かを伝える際には、必ず必要になります。



感覚の違う者同士の会話part3

ここで、重要なのは、相手の言葉に合わせないと、本当の

意味が伝えられていないので、これでは、商品の良さも全く

伝わらないので、相手の言葉の使い方を把握してください。

Vの人には、カタログや現物を見せたり、デザインや色を見せ

視覚に訴えた「良さ」をお伝えしないといけません。

またAの人には、スペック（字は目で見るが文字は頭の中で

読んで自分で聞くので音とみなします）を読ませたり、実物の読んで自分で聞くので音とみなします）を読ませたり、実物の

音や、所有したり利用した際の、鳴る音、動作音やシャキン

とかガガーっとか、擬音や、他の成約者の声を例え話にして

「こう言うことを言われた方がいます」と、聴覚を通じてしっかり

お伝えしてください。

最後のKの人には、実際に触らせる（感触）とか、触った感じ

や使った感じを言葉にして、しっかりお伝えしてください。

それぞれの、優位感覚から来る「使う言葉の違い」をしっかり

押さえておかないと、話自体が全く理解していただけません。

幾ら話しても「意味が良く判らなかった」になりませんように。



脳の優勢度による言語の違い

情報処理をする「V.A.Kの優位感覚」と脳の優勢度には大きな

相関関係があり、それは「好きな言い回し」や「嫌いな説明の

仕方」などの言葉以外の好き嫌いがはっきりと出てしまいます。

言葉自体ももちろん、その説明の仕方にも留意する必要が

あるので、それぞれの特性を見極めましょう。



脳の優勢度による言語の違い解説

前のページの表には、「同じ事故の状況」をそれぞれの

優位な感覚で、表現方法が全く異なる事を示しています。

Ａ：左脳新皮質優位なタイプは、、、、

あくまで事実やデーターに基づいた、正確な情報を正確に

伝え、感情を加えない報道をする。

Ｂ：左脳辺縁系優位なタイプは、、、、Ｂ：左脳辺縁系優位なタイプは、、、、

いつ、どこで、何が、どうなったなど時系列や、周囲の状況を

交えながら系統だった報道をする。

Ｃ：右脳辺縁系が優位なタイプは、、、、、

自分の感情や、当事者の感情を交えて、現場がその事故で

どのような感情に支配されたかと報道をする。

Ｄ：右脳新皮質優位なタイプは、、、、、

この事故から生じる、将来的な問題点や影響を大枠で捉え

善後策などを含めて、包括的な報道をする。



脳の優勢度による言語の違いpart2

それぞれの「好む説明の仕方」を例で見てもらいましたが

では、一体何を、どこを？重視しているのかが、下記の図です。

商談の際に、上記の内容を盛り込んでいないと「響き」ません。



タイプによる好き嫌いの把握

お客様の話し方を良く観察して、同じような方法でお伝え

して行きませんと、嫌われたり意味が通じません。

観察して伝え方の違いを意識して、お話を進めましょう。



タイプによる好き嫌いの把握part2



タイプによる好き嫌いの把握解説

前2ページの「顧客の話し方」を踏まえて、お客様の話す

言語に留意して、同じ話し方や表現方法を用いないと

意味も通じないし、好意も抱いていただけないのです。

なので、質問や雑談を通じて、しっかりと相手の話し方を

観察して、特徴的な「言語」を見つけ出して、商談の際の

こちらの話す言語や、表現方法を練っておいてください。

A,B,C,Dの脳の優位に加えて、話す言葉がV,A,Kのどの

表現を用いておしゃべりされているか？

それが判れば、何をどのようにご説明すれば良いのか？が

だんだんと見えてきます。

お客様とのお話の最中に、密かにメモなどを用意しておき

A,B,C,Dらしき言葉や、V,A,Kのどのタイプの言葉を使うのか、

数を数えておいて、後の商談を、スムーズに進める準備を

しておくのも良いでしょう。



タイプによる好き嫌いの把握part3



タイプによる好き嫌いの把握part4



タイプによる好き嫌いの把握part5

予め相手が判る場合には、タイプを想定して準備しましょう。

相手に最も伝わる方法を、意識して商談に臨みましょう。



タイプによる好き嫌いの把握part6

どんなに良いモノでも、雰囲気が嫌だと聞いてもらえません。

人は嫌いな人からは、絶対にモノは買いません。



タイプによる好き嫌いの把握解説part2

以上の表から、お客様の様々な特性から来る、「好き嫌い」

「意味の判り易い言葉」や「好む表現方法」を把握出来ます。

もちろん、ABCDやVAKの特性が極端に偏った人はいません。

それぞれが、混じり合いその人独自の個性を生み出してます。

しかし、お話や態度の端々に、必ず特徴が出ます。

その特徴を、素早く正確に見抜くことが出来るように、しっかり

表の中の特徴を覚えて、実践に生かせるようにしてください。

「彼ヲ知リ己レヲ知レバ、百戦シテ危ウカラズ」

巷のセールス関係の本には、相手の出方を封じるような

やりこめる感じの方法が主ですが、実はこの「タイプ」を把握

する事は、孫子の兵法と同じで、そこでもう商談の半分は

成功したも同然です。

ここはしっかりと、押さえておいてください。



タイプを把握した次にする事

さて、ここまでは何より「観察力」が必要になりました。

次に行わなければいけないのは「ニーズの把握」です。

そのお客様が、何が欲しいのか？何を求めているのか？

それを適切な質問で引き出し、深堀りしていきます。

もちろん、普通の会話の中では、なかなか本音は言ってもちろん、普通の会話の中では、なかなか本音は言って

くれないのが普通です。

そして、そのモノやサービスを買うにあたって表で言って

いることと、裏で思っている事は違うのだと認識してください。

人が「購買」と言う行動を起こすには、必ず何らかの「衝動」

が無いと行動しません。

良く「衝動買い」と言いますが、すべての消費行動は、その

「衝動」から湧き上がるモノなのです。



タイプを把握した次にする事２

人間は、何か消費する際に、表向きの理由と、裏にある欲求

が、同時に満たされると感じた時に、はじめて行動します。

表向きの理由は、デザインが良い、性能が良い、価格が手頃、

必要だから、あると便利だからなどなど、体裁の良い理由は

それこそたくさん存在します。

そして、これは簡単に口にしていただける「言いやすい」理由そして、これは簡単に口にしていただける「言いやすい」理由

でもあります。

お客様の関心は、意識、無意識はそれぞれですが、そのモノ

を買った後に、どうなるのか？を想像出来ないと動きません。

その「消費行動を起こす際に、何を想像させれば有効か？」

これを掴んでおかないと、アナタの考えに考えたセールス

トークは、相手の心に刺さる事はありません。

なるべく労力を使わずにセールスを成功させるには、、、、。



ニーズの把握の極意

まず最初にお聞きしておかないといけないのは

「現状はどうなのか？」と言う内容です。

買い替えの場合には、今の商品に「不満」「不安」は無いか？

今はお持ちじゃない場合には、何を期待されているのか？

その商品について、どう思っているのか？など今の状況を

お聞きして、ご自身で「あぁ、だから欲しいのだな」とご自身で

自己認識していただきましょう。自己認識していただきましょう。

この場合のニーズは、二つに分かれるはずです。

「問題を解決したい」のか「何かを実現（達成）したいの」のか

問題解決志向と、自己実現志向では求めるモノが違います。

なので、この2つのタイプにより、商談の中身は全く変わります。

ここを押さえておかないと、後で何の意味も無い伝わらない

会話の末に「じゃあ、また」で終わりますので、ご注意を。



ニーズの把握の極意part2

前頁の2種類の「ニーズ」ですが、これを把握することで

何をどう説明すれば、購買、契約に結びつける事が出来る

のかが、はっきりしてきます。

「問題を解決（回避）したいニーズ」

車の場合は、車検が近い、古い、故障が多い、維持費が

かさむなど、出費などの心配が多いかもしれません。かさむなど、出費などの心配が多いかもしれません。

保険の場合は今のプランの掛け金が高い気がする、本当に

必要な内容が無いような気がする、将来が不安である。

サービスの場合：今受けているサービスに不満がある

もっと何かの手間が省けるのでは？と考えている

など、現状に抱えている「不満、不安、不信」などを口にされる

お客様は、何らかの問題を解決したいとお考えです。

その場合には「なぜ、これで解決出来るのか？」を訴える

必要があることが判ります。



ニーズの把握の極意part3

また一方で、何かを実現したいと考えるタイプのお客さまも

おられるはずです。この部分は、なかなか本音を言ってもら

いにくい「裏の欲求」である場合も多いです。

その商品やサービスを検討するに当たり、一番気になるのは

「実現（達成）するのだろうか？」です。

「実現（達成）したいニーズ」「実現（達成）したいニーズ」

異性にもてたい、尊敬されたい、一目置かれたい、ライバルに

差を付けたい、重要な存在になりたい、、、、。

簡単に言うとその全てが「自己重要感」を満たしたいのです。

ただ、これをあからさまに言う人は、あまりいません。

そこで、次の「質問の仕方」が重要になってきます。



ニーズの把握の極意part4

まずは、こんな言葉を織り交ぜて、質問をしてみてください。

「課題、悩み、影響、心配、困り事、乗り越え、不満、無い」

相手にとって、「何を回避したい」のか「何をクリアしたら目的

や目標や願望を達成できるのか」を上記の「単語」を用いて

連想させ深い部分まで聞き出します。

この質問は、今からおススメしたい商品やサービスの事とは

直接関係無くても構いません。

雑談の中に、それらの言葉が混じっていても、無意識に

その人の現在の心の中を照らしだしてくれるはずです。

曖昧な単語で、人は心の中の問題を、無意識に連想する

ものなので、現在の深層心理での欲求をさらけ出してしまう

ものなのです。



ニーズの把握の極意part5

では、だいたいの「ニーズの方向性」が見えてきたら、次は

そのニーズに関してこんな「質問」をしてみてください。

例えば「この商品を選ぶ際に、大切な事は何でしょう？」

「決め手となるのは、何になりますか？」

「以前の商品をお決めになる際に、重要視された点は？」「以前の商品をお決めになる際に、重要視された点は？」

これは、その方の持つ「価値観」を浮き上がらせる質問です。

上記の質問にお答えいただいた後に、また言葉を変えてみて

もう2～3回聞いてください。

「何でそこが大事なんでしょうか？」同じ言い回しをすると

不快に思われてはいけませんので、言い回しに気をつけて

何度か「なぜ、それが大事なのか？」をきっちり何度も聞き

出しておいてください。



ニーズの把握の極意part6

前頁での「大事に、大切に、重要にしているモノごと」を聞くと

知らず知らずのうちに、相手の方は、常日頃から持っている

ご自身の価値観を話してくださいます。

「大事な、重要な、満足する、大切な、無くてはならない」など

物を買ったり、サービスを受けたり、人間関係や環境など

その人の人生全般で持っている「価値観」を把握出来ます。

それは、アナタの商品やサービスとは関係無い雑談の中にも

散りばめられているはずですので、雑談の際にも、何度も

出てくる表現や、言葉や、フレーズに留意してください。

「子供が」「家族が」「妻が」「仕事上で」「人間関係で」「色で」

「見た目」「使いやすい」「さわやかな」「スマートな」「雰囲気」

「感じが」「感触が」「気持ちよさ」などなど、何度か同じ言葉が

出てきたら、それが、その方の価値観を言い表す言葉なので

表現のタイプと併せて、後々の商談に大きな参考になります。

言い回しにだけは気をつけて、必ず何度も聞いてください。



ニーズを把握した次に

「問題解決」か、「何かを実現したい」かを把握して、次に

価値観を把握出来ましたら、もう少し踏み込んだお話に

入ります。

それは、アナタの提供する物やサービスがいかに相手に

役に立てるモノなのかを「示唆」するのです。

しかし、ここも直接「これはイイですよ」と言う表現を使ってしかし、ここも直接「これはイイですよ」と言う表現を使って

「売りつけられる」という心理的な抵抗を極力避けるために

「質問」という体裁を保ったまま、話を進めて行きます。

ここで気を付けないといけない点は、問題解決と目的追求や

何かを実現したいタイプでは、示唆の仕方を変えないと

何の意味もありません。

上手に、相手のメリットを伝える事が一番重要です。

もちろん、相手の脳の優勢度やVAKの特性に合わせた言語と

表現方法を思い出して、それでお伝えしてください。



ニーズを把握した次にpart2

まずは、「問題解決、回避志向」の方には、こんな言葉が

とても有効に作用します。

今のままでは、どんなデメリットがあるのか？を質問します。

まずは「現状のまま」「買わなかったら」「契約しなかったら」

の前提で、どうなるのか？を質問してみましょう。

「（悪）影響を及ぼす」「感じる」「失う」「響く」「関係する」

「結びつく」「言われる」「思われる」「ゆくゆくは」「なる」

など、近い将来に、どんなデメリットがあるのか？を連想する

言葉を織り交ぜて、現状を打破する方向を向いていただく。

そして、続けて「もし、この商品やサービスを手に入れると」

と言う前提を挿し込んで「結果的に、解決（回避される）する

かも知れませんねぇ」や「影響あるかも知れませんねぇ」や

「結びつくかも知れませんねぇ」や「評価や、噂されるかも

知れませんねぇ」など、解決や回避の方法を、アナタも一緒に

考えて差し上げる、と言う姿勢でお話を進めます。



ニーズを把握した次にpart3

その時点で、アナタは「問題解決のアドバイザー」です。

「問題解決のアドバイザー」となったアナタには、もうお客様に

こびる必要もありませんし、主導権もこちらにあります。

後は、お客様が解決したい、回避したい問題を一緒に考え

的確なアドバイスを行うだけで、購買や契約に結びつきます。

その「的確なアドバイス」にする為には、お客様のタイプを

ＡＢＣＤとＶＡＫを意識して見極めた上で、わかりやすい言語、

理解しやすい表現、嫌われない言い回し、好まれる情報を

網羅してお話する事さえ忘れなければ、最初に築いた

無意識のラポールと、好まれ、理解しやすいお伝えの仕方

すなわちコミュニケーションの仕方で、心理的な障壁を

回避して、大変効率の良い商談が実現するはずです。

くれぐれも「相手のタイプ」の見極めを怠らないように。



ニーズを把握した次にpart4

次に「自己実現、目標達成タイプ」の方へのアプローチです。

このタイプの方には、ＡＢＣDとＶＡＫを意識して、そのもの

ズバリ「アナタにとって○○○と言うメリットがあります」と

効果的にお伝えするに限ります。

ただし、ここでも「売りこまれる」と言う心理的な壁を回避する

為に、重要な体裁が「質問」になります。為に、重要な体裁が「質問」になります。

先般お聞きしている「価値観」を持ち出し、その人の話した

言葉を用いて「～～さんは～～が大事だと言われてましたが」

相手の話した同じ言葉を、そのまま引用してください。

言葉、言い回しまで、すべてをそのまま言うのが大事です。

それを聞くお客様は、ご自身の口から出た言葉ですので

それを聞いていて、脳の反応は「ＹＥＳ」になります。



ニーズを把握した次にpart5

相手の言葉尻や、キーワードに敏感におうむ返しをしていき

「売りつけられる」と言う抵抗感を無くして行きましょう。

お客様の口にした「価値観」と「この商品を手に入れた後に

アナタの得るメリット」をことごとく結びつけるのです。

「子供」と言うキーワードが多く出てきたら、そこを結びます。

「お買いになれば、お子さんもお喜びになるでしょうねぇ？」

その瞬間にお客様の心の中に、お子さんの喜ぶ顔が浮かびその瞬間にお客様の心の中に、お子さんの喜ぶ顔が浮かび

あがるはずです。

「カッコイイ」と言うキーワードの場合も同じです。

「これ持ってたら、カッコイイかも知れませんねぇ！」

その瞬間に、それを所有し羨望のまなざしで見られている

自分の姿を想像する事になります。

ここで大事なのは「アナタはすでに購入している」と言う前提で

お話をしていく事です。

「もし、あなたがこれを手に入れているとしたら」を想像して

いただくことで、より強く「購入」「契約」に心が動きます。



ニーズを把握した次にpart6

例えば、こんな雰囲気になれたら、最高ですね。

「これ手に入れたらさぁ、やっぱカッコイイよねぇ？」

「ええ、カッコイイですよねぇ！！」

「ここに住んだら、気持ちがいいでしょうねぇ？」

「ええ、そりゃ気持ちいいでしょう！！」

「これを導入したら、仕事サクサク進むんでしょうねぇ？」

「ええ、もう仕事はサクサク進みますよ～！」

アナタは相手の願望に同意しているだけ、何もおススメは

していると「意識」はされていませんので、抵抗は起きません。

しかしあくまで裏の欲求なので、強調しすぎるのは危険です。

裏ですので、あまり人には知られたくないかも知れません。

同伴者の前では、あまりあからさまに言うのは避けてください。

心を開いたアナタだけに、吐露した心情かも知れません。

あくまで相手の言葉をそのまま返す事に専念です。



第5章
お客様の話は、聞いてはいけない？

さて、ラポールを築き、質問で二ーズを引き出しました。

ここから先は「値段や納期や保証」など条件的な事を聞かれ

始めたら、かなり心が傾いてきている証拠です。

ここで、絶対に焦ってはいけません。

買おうかな？と思い始めているお客様に主導権を渡して

しまうと、収拾のつかない事態に陥ります。しまうと、収拾のつかない事態に陥ります。

具体的な話になると、必ず「反論」が出てきます。

そんな時に有効なのは「YES AND話法」と言う話し方です。

アメリカで有名なビジネス書などで紹介されている応酬話法で

「ええ、そうおっしゃいますが、しかし」と言う「YES BUT話法」

をしてしまうと、お客様の心を閉ざしてしまいます。

ここで、このテキストの本領である「心理療法のメソッド」で

上手に切り抜ける方法をお教えします。



応酬話法の極意

これから紹介する話法は、心理療法の中で、相手に効果的に

「気付かせる」為にセラピストが使う話法です。

相手の言ったことを「絶対に否定しない」ことが重要です。

こちらの説明に対しての反論は「買う為の質問」であると

心に刻んでおきましょう。

ワタシの前職であるイタリア車の新車販売の現場では、頻繁

に、下記のような会話がありました。

「でも、やっぱり壊れたり、部品が無かったりするんでしょ？」

こんなことを言われたら、アナタはどう言い返しますか？

普通のセールス本では、ここは応酬話法で切り抜ける為に

「そんな事は無いのだと誠心誠意お伝えする」なんてバカな

事を書いてあると思います（苦笑）

人間の脳の機能は、そんなことで説得はされません。



応酬話法の極意2

ここで、まず一番最初にとても衝撃的な一言を発します。

それは「ありがとうございます！」という言葉です。

これは、言わずもがな「感謝の言葉」ですよね？

反論を言ったお客様も、一瞬意味が判りませんよね？

その「一瞬意味が判らなくさせる」事が非常に心理的に有利に

なる秘訣なのです。有名な通販会社や居酒屋チェーンでもなる秘訣なのです。有名な通販会社や居酒屋チェーンでも

この手法を「クレーム対応」に応用しています。

それを言われたお客様は、感謝の言葉を聞いて一瞬訳が

判らなくなり、また自分は感謝の言葉を掛けられた人、つまり

「感謝されるイイ人」になるのです。

その状態でなら、冷静にこちらの話を聞いていただけます。

その上で、お客様の反論に対して「お答え」をして行きましょう。

いや、反論にではなく「ご質問」にですね（笑）



応酬話法の極意3

ちなみに、ワタシの場合には、こんな感じでした。

「でも、やっぱり壊れたり、部品が無かったりするんでしょ？」

「ええ、そうなんですよ（笑）それで、先日お話させていただい

たお客様は、デザインが良いから許せちゃうなんて言われて

ご契約いただいたんです。その方もPCはMACで機械式時計

とかがお好きなんだそうで○○さんと同じでデザインに対するとかがお好きなんだそうで○○さんと同じでデザインに対する

意識の非常に高い方ですよね。」

こんな感じで、事前にその方の「価値観」をお伺いしてます

からYES AND話法が成り立ちます。

もちろんその「価値観」を押さえて初めて成り立つ手法です。

そして「価値観」がそれを上回るのが意識が高い証拠である。

そこを「暗示」するのです。

これは心理療法の催眠誘導の際に、相手の感じている現実

を言葉にして伝えて、その後に「そして」と関係の無い「暗示」

を入れることで、誘導していくテクニックと同じです。
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催眠誘導の現場では、こんな風に言葉を使い誘導します。

まず、相手の現実を言葉にして伝える。

「アナタは今椅子に腰かけています、お尻に冷たい感触を

感じていますね？そしてどんどんリラックスして行きます」

どうですか？客観的に聞いてみると、椅子が冷たい事と

リラックスする事には、何の関連性もありません。リラックスする事には、何の関連性もありません。

これは極端に間のラポールテクニックを省いてますので

これで催眠に誘導するのは、少し難しいのですが、単純に

「接続詞の使い方」として覚えてみてください。

現実+そして、やがて、すると、やがて、こんな感じで使います。

このテキストにも、アナタが抵抗無く、すぐに行動を起こすよう

に、随所に暗示を入れてあるのですよ。

ついでに、その言葉も少しご紹介しましょう。
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このテキストの中で、「催眠言語」と呼ばれている種類の言葉

をいくつかご紹介させていただきます。

「もう、お分りですよね？」

判っている前提で話を進めるので、抵抗無く話が聞ける。

「愚か者が先延ばしにすることを賢者はただちに取りかかる」

権威のある人物の言葉を用いて語る「メタファー」と言う手法。権威のある人物の言葉を用いて語る「メタファー」と言う手法。

「自分を変えられるのは、自分だけなのです、そして人は

動きながら考え、ぐんぐん成長していくモノなのです。」

YES AND話法で異なる話を結んで伝えます。

「最初にお断りをしておきます」

これは内容にとても重要な事があるが万能ではないことを

示唆しており、そこにフォーカスしろと言う命令になる。

完全にネタばれしてしまいますが（汗）ご参考までに。
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