
オンライン営業

068085
お問合せN0.S068085

星野 野口

【webセミナー】総合リース業向け「オンライン営業」導入

オンライン営業改革で、攻めの営業へ。
新規開拓推進で

訪問営業一切禁止。
お客さんに全く会うことなく

マーケティングオートメーション導入。
システムで市場を見直したことで

営業支援システム導入。訪問と非訪問の営業使い分けで

営業を機能不全にするのは、根拠なき「エクセル信仰」。
エクセルをやめてSFAシステムに切り替えたことで

本セミナーでは、「テレアポ」や「ビデオ商談」といった当たり前すぎる話は一切しません。
あらゆるBtoB、BtoC業種で成功連発！結果が出る“本当の”オンライン営業、お伝えします。

全国   万社　　業種以上の会社から見えた「外に出ない」セールス術

リース・レンタル業対象
新規商談を獲得するための

０から始めて
１ヶ月で結果を出す

4　　200

オンラインで問い合わせを生む仕組みを作ったら、あとは待つだけ！

2021年 2/4［木］　2/6［土］　2/8［月］　2/14［日］  
3/8［月］　3/10［水］　3/12［金］　3/16［火］ 

船井総研トップクラスのコンサルタントが語る「新しい営業様式」のすべて

その「ビデオ商談」、次の新規契約はどうやって獲得しますか？

ビジネスフェアなどから得るサプライヤー経由の契約がメインだったが、
その機会が失われ困っている

アウトバウンドの営業を試みるも、
商談すらさせてもらえず半ばあきらめている

少しづつ営業活動ができてきているが、
もっと効率のいい方法を模索している

営業支援のシステムはいくつか聞いたことはあるが、
何をどう使っていいのかわからない

ビデオ商談をやってみたはいいものの、
成果がいまひとつで何の解決策にもなっていない

とにかく身動きがとれず、
営業マンが疲弊し機能していない

営業をオンライン化してみたいが、
どこまでの範囲をそうしていいのかわからない

このチラシをご覧いただき、ありがとうございます。 こんな方のために特別なセミナーをご用意しました。

船井総研トップクラスのコンサルタントが語る「新しい営業様式」のすべて

従来の営業手法の限界とオンライン営業の大きな可能性
9割の会社が知らない従来型営業の落とし穴
訪問営業をやめオンライン営業を導入する5つのメリット

セミナー内容抜粋

セミナー内容抜粋

セミナー内容抜粋

1
2
3 第1講座 13:00～13:30

コロナ禍でも業績を伸ばし続けるために必要な営業改革
講座セミナー内容講座セミナー内容

第2講座 13:35～14:25

最新デジタルマーケティングによる、訪問営業に頼らない問い合わせ獲得のポイント
マーケティング・オートメーション、SFA、CRM、リモート商談システム他、
最新セールステックツール導入・運用の成功事例
人が訪問しなくても売れる「オンライン営業」体制を３ヶ月で構築する５つのステップ。

セミナー内容抜粋

セミナー内容抜粋
1
2

セミナー内容抜粋3

講座セミナー内容

第3講座 14:30～15:00

アフターコロナで
業績を伸ばすために
経営者に考えて
ほしいこと

安本 哲弥

訪問営業に頼らない「オンライン営業」を3ヵ月で導入する方法

デジタルマーケティング専門のコンサルタント。デジタル・Webマーケティングの分野で独自のノウハウを持ち、
営業課題解決において数多くの成功事例を持つ。現在は、クライアント企業の営業戦略や広告運用、Webサイト
制作を手がけるグループのマネージャーを務めている。

株式会社 船井総合研究所　人材・ものづくり支援部
デジタルマーケティンググループ　マネージャ―野口 豊 中小企業向けデジタルマーケティング専門のコンサルタント。入社以来、BtoB、BtoCの様々な業種・

業態のWEB/デジタルマーケティング、マーケティング・リサーチ、戦略策定から実行支援までを担当
している。数々のコンサルティング実績が認められ、現役最速でエグゼクティブ経営コンサルタントに就
任を果たす。

株式会社 船井総合研究所　人材・ものづくり支援部　
人材ビジネスグループ　マネージャー

株式会社 船井総合研究所
人材・ものづくり支援部　
人材ビジネスグループ
マネージャー

安本 哲弥
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【webセミナー】総合リース業向け「オンライン営業」導入

本講座はオンライン受講となっております。 諸事情により受講いただけない場合がございます。ご了承ください。　
オンラインミーティングツール「Zoom」を使用いたします。Zoomご参加方法の詳細は「船井総研 web参加」で検索

一般価格

会員価格

税抜 10,000円 （税込11,000円）／一名様
税抜    8,000円 （税込  8,800円）／一名様

2021年 2月4日（木） お申込期限：1月31日（日）

お問合せNo. S068085

下記QRコードよりお申込みください。クレジット決済が可能です。 受講票はＷＥＢ上でご確認いただけます。
または、船井総研ホームページ（www.funaisoken.co.jp）、右上検索窓にお問い合わせNo.068085を入力、検索ください。

2月4日（木）オンライン受講
申込締切日1月31日（日）

2月6日（土）オンライン受講
申込締切日2月2日（火）

2月8日（月）オンライン受講
申込締切日2月4日（木）

2月14日（日）オンライン受講
申込締切日2月10日（水）

3月8日（月）オンライン受講
申込締切日3月4日（木）

3月10日（水）オンライン受講
申込締切日3月6日（土）

3月12日（金）オンライン受講
申込締切日3月8日（月）

3月16日（火）オンライン受講
申込締切日3月12日（金）

（ログイン開始12：30より）

開始

13：00
終了

15：00

2021年 2月6日（土） お申込期限：2月2日（火）（ログイン開始12：30より）

開始

13：00
終了

15：00

2021年 2月8日（月） お申込期限：2月４日（木）
開始

13：00
終了

15：00（ログイン開始12：30より）

2021年 2月14日（日） お申込期限：2月10日（水）
開始

13：00
終了

15：00（ログイン開始12：30より）

2021年 3月8日（月） お申込期限：3月4日（木）
開始

13：00
終了

15：00（ログイン開始12：30より）

2021年 3月10日（水） お申込期限：3月6日（土）（ログイン開始12：30より）

開始

13：00
終了

15：00

2021年 3月12日（金） お申込期限：3月8日（月）（ログイン開始12：30より）

開始

13：00
終了

15：00

2021年 3月16日（火） お申込期限：3月12日（金）（ログイン開始12：30より）

開始

13：00
終了

15：00

●申込みに関するお問合せ：星野　●内容に関するお問合せ：野口

Administrator
検


