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多くの企業様が抱える課題
Issue

売上を伸ばしたい

しかし、そこには営業スキルに関する様々な課題があります



営業活動における課題
Issue

営業担当者ごとの売り上げの差が大きい

営業担当者の育成に時間がかかる

営業人員が不足している

販売方法が属人化している

マーケティングとの連携が不足している

営業活動の案件や商談現場の状況などが可視化できていない

既存顧客の売上拡大ができていない

商品知識が不足している

セールスツール/コンテンツが不足している

顧客満足度が低い
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出典:ITR「営業力の強化・レベルアップに向けたSales Tech活用ニーズ調査」（2018年6月）

課題項目（N=518） 

最重要課題（N=480）



営業スキルに関する課題
Issue

商談現場での商談スキルの差が大きい

顧客ニーズを把握する能力の差が大きい

提案・プレゼン能力の差が大きい

競合商品・企業の把握度の差が大きい

自社商品の理解度の差が大きい

若手社員のスキルが向上しない

ITツールの活用スキルの差が大きい

スキルの差はない/把握できていない  0%
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課題項目（N=518） 

最重要課題（N=484）

出典:ITR「営業力の強化・レベルアップに向けたSales Tech活用ニーズ調査」（2018年6月）



現状の解決方法
Solution

部下と上司の指導（OJT） 
社員同士の情報共有（朝礼や共有会）



直接指導の問題点
Problem

✔ ナレッジが蓄積されない 
✔ 1 on 1だと全員に知識が行き渡らない 
✔ 実際に落とし込まれたか不明 
✔ 膨大なコミュニケーションコスト

可視化・蓄積・シェアを行える環境を作るこ
とでチーム営業力を高めます。



有望なリード 1.4倍

営業支援リソース 1.8倍

商談管理 1.3倍

チャネル分析 1.4倍

分散型マーケティング機能 1.3倍

市場開拓資金 1.2倍

オンボーディングの自動化 2.4倍77%

32%
60%

学習管理システム 2.0倍80%

41%
67%

パフォーマンスが高いチー
ムと低いチームの比較

セールスパーソンが重視するチャネル、
パートナーセールスのリソース

Salesforce Researchによる「セールス 最新事情 2018」より抜粋 
日本を含む全世界2900人以上の営業担当者、セールスリーダーへのアンケート

パフォーマンスが高いチーム パフォーマンスが中程度のチーム パフォーマンスが低いチーム

営業の強いチームが重視していること
Importance things



チームの営業力を強くするTalq
About Talq

Talq（トルク）は、チームの情報共有を活性化させ、チームの営業力を向
上させるツールです。





Talq

Talqの俯瞰図
Bird's-eye view 

ノウハウを簡単に入力・シェア・コミュニケーション・蓄積することで 
、アップデートされた新しいノウハウを生み出し続ける仕組みです。

Input 

Share 

Communication 

Update 



簡単な入力画面
Input 

思いついた時、簡単にノウハウやナレッジを入力することができます。

投稿画面



ノウハウやナレッジのチームシェア
Share 

入力されたナレッジの内容は、チームにシェアされます。

誰かがナレッジ投稿したとき、 
ポップアップでお知らせ画面



チームシェアによるコミュニケーション
Communication 

シェアされた投稿にコメントや、「いいね」などのリアクションをするこ
とができます。 
Talqはチーム内でのコミュニケーションと議論を活性化させます。

投稿に対してのコメント画面



アップデート
Update 

入力、シェアされたナレッジはTalq内に蓄積されます。 
議論されたナレッジはより良いナレッジへとアップデートされ、新たなナ
レッジとして入力されていきます。

投稿に対してのコメント画面



Talqを活用した未来
Vision

集合知はトップセールスを凌駕する

チーム全員が日常的に蓄積するリアルタイムのナレッジは、常に
アップデートを繰り返し、例えトップセールスでも個人では到底
及ばない、膨大な営業データベースを構築します。
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年目1 2 3年目年目

今、導入する意義
Why Now

～経験曲線効果による蓄積するナレッジ量の違い～ 
即効性は低いが、年数が大きいほどナレッジ集積の効果は大きくなっていく。



料金表
Pricing

ベーシック スタンダード エンタープライズ

200,000円

5ID 20ID

プレミアムプラン

初期費用（税抜）

ID数

9,800円/月 34,800円/月 59,800円/月 98,000円/月月額料金（税抜）

200,000円 200,000円 200,000円

50ID 100ID

初期費用には、①事務手数料、②導入サポート（説明会、最大5回の相談会）、③5つのナレッジ変換が含まれております。 
※③について、どんなファイル形式であっても10p以内で1ナレッジとしてカウントします。 
※6つ以上のナレッジ変換につきましては、1ナレッジあたり3,000円で制作代行させて頂きます。



詳細はこちらからご相談ください

info@mebuku.co.jp

担当：小林、高尾

<お問い合わせ>

mailto:info@mebuku.co.jp


<補足資料>



営業担当者ごとの 
売上の差が大きい

販売方法が 
属人化している

退職＝ナレッジの 
流出になっている

顧客課題 解決策
スキル

ナレッジ（商談） 
の可視化・共有

ナレッジ蓄積

育成・定着

営業担当の育成に 
時間がかかる

継続的な成長がなされな
い

1:nのナレッジ共有

・属人化している販売方法を可視化・
共有 
・営業チーム全体の底上げ 
・会社にとって資産であるナレッジ
を蓄積 
・フォーマットの統一 
・簡易的にナレッジ蓄積

・新人教育の研修費用時間の削減 
・個人のペースでスキル向上 
・移動時間でも学習 
・複数人への共有 
・定期的な利用 
・学習意欲向上 
・チャット形式による理解促進継続的な共有

課題と解決策
Problem & Solution

売上を伸ばしたい 



Talqはトップセールスのノウハウを「可視化」し、 
全メンバーに「定着」させることを目的としたサービスです。

個人レベル

暗黙のノウハウ

組織レベル

見える化されたノウハウ

一部のトップセールスだけが 
売れている状態 

（一人にノウハウが集中している状態）

トップセールスの周辺のみで 
売れている状態 

（なぜ売れているのかは分からない）

ノウハウが共有されているが、 
使いこなせていない状態 

トップセールスのノウハウを
全社的に使いこなせている状態

（ノウハウが会社の資産として蓄積）

SECIモデルより編集（一橋大学名誉教授野中郁次朗）

部下への指導、共有会

可視化

定着

ほとんどの企業はここだけ！



ナレッジの可視化
About knowledge

コーチング動画、商談音声、トークスクリプト、提案資料など、営業現場
のあらゆるナレッジに対応した、かんたん操作画面！ 
ボタン一つでチームにナレッジを即共有できます。

1. 録音データを主体にしたナレッジ 
2. 動画データを主体にしたナレッジ 
3. 情報元URLを主体にしたナレッジ 
4. ノウハウの裏側にある考え方主体のナレッジ 
5. マニュアル主体のナレッジ



テレアポや商談のトークの録音データを蓄積
することが可能です。 

実際の録音データを共有することにより、「言
い回し」「トークの間」「テンション」など
文字に残せない成約に大きく関係する微妙な
ニュアンスも共有することができます。

1. 録音データを主体としたナレッジ
Voice knowledge



1-1. 商談結果を録音して溜まってる画面

このように、実際に商談した時の様子を録音
で残すことも可能です。 

トップ営業マンの録音を残すことで、他の営
業マンに共有できるのはもちろんのこと、営
業マン自身で気づけなかったスキルなども発
見することができます。

Voice knowledge



2. 動画データを主体にしたナレッジ
Video knowledge

商談のロープレや実際のテレアポを動画デー
タで蓄積することが可能です。 

動画データを共有することにより、「表情」
「見せている資料」「雰囲気」など文字に残
せない成約に大きく関係する微妙なニュアン
スも共有することができます。 



2-1. 動画データを主体にしたナレッジ
Video knowledge

他社様は、新人教育で使用していただいてい
たりします。 

対面で一人一人教育する時間とコストは、現
場の大きな負担となっています。でも、Talq
にトークや業界知識、営業動画が蓄積されて
いれば、新人の自主学習教材として活用する
ことができます。 

30:27 / 48:34



ニュースや営業に関する記事などを見ていて、
「あ！これ役立ちそう！」という情報も簡単
に作成、共有ができます。

3. 情報URLを主体にした情報共有のナレッジ
Web knowledge



4. 営業活動の裏側にある考え方主体のナレッジ
How to Think knowledge

ノウハウの裏側にある考え方も簡易的に残す
ことが可能です。 

リスト作成の考え方。 
セミナーの考え方。 
テレアポの考え方。 
紹介をもらうための考え方。 
ポイントを文頭に表示し、チャット形式で考
え方を表記できるため、文章だけのノウハウ
よりも見やすい構図になっています。



5. マニュアル主体のナレッジ
Steps knowledge

新入社員や中途入社の社員が確認するマニュ
アルも作成することが可能です。 

ノウハウ共有とフォーマットが統一されてい
るため、見る側も見やすい仕様になっていま
す。


