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【推奨環境】 

この E-book 上に書かれている URL はクリックできます。できない場合は最新

の AdobeReader をダウンロードしてください。（無料） 

http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html 

 

【著作権について】 

この E-book は著作権法で保護されている著作物です。 

下記の点にご注意戴きご利用下さい。 

 

この E-book の著作権は作成者に属します。 

著作権者の許可なく、この E-book の全部又は一部をいかなる手段におい

ても複製、転載、流用、転売等することを禁じます。 

この E-book の開封をもって下記の事項に同意したものとみなします。 

この E-book は秘匿性が高いものであるため、著作権者の許可なく、 

https://www.facebook.com/kio48.co.jp
http://kio48.co.jp/
https://ja-jp.facebook.com/kio48.co.jp/
http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html
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この商材の全部又は一部をいかなる手段においても複製、転載、流用、転

売等することを禁じます。  

著作権等違反の行為を行った時、その他不法行為に該当する行為を行った

時は、関係法規に基づき損害賠償請求を行う等、民事・刑事を問わず法的

手段による解決を行う場合があります。 

この E-book に書かれた情報は、作成時点での著者の見解等です。著者は

事前許可を得ずに誤りの訂正、情報の最新化、見解の変更等を行う権利を

有します。 

この E-book の作成には万全を期しておりますが、万一誤り、不正確な情

報等がありましても、著者・パートナー等の業務提携者は、一切の責任を

負わないことをご了承願います。 

この E-book を利用することにより生じたいかなる結果につきましても、

著者・パートナー等の業務提携者は、一切の責任を負わないことをご了承

願います。 

https://www.facebook.com/kio48.co.jp
http://kio48.co.jp/
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このたびは弊社の無料商材をダウンロードしていただきまして、 

ありがとうございます。 

 

あなたは今、紹介営業に興味がおありなのですね？ 

本マニュアルをお読みになれば、紹介営業の基本トークを学ぶこと

ができます。 

 

多くの生徒さんを輩出してきた弊社独自のトークメソッドで、 

あなたもすぐに紹介営業の基本を覚えることができます。 

 

それではいますぐご覧ください！ 

https://www.facebook.com/kio48.co.jp
http://kio48.co.jp/
https://ja-jp.facebook.com/kio48.co.jp/
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○○さん、  

○○さんの周りで○○さんと同じように志を持って仕事を頑張って 

いる 30 代の男性営業マンがいたらご紹介頂けませんか？  

   

私の扱っているサービスのお話を聞いてもらうだけでも、  

その方に喜んでもらえると思います。  

   

安心して欲しいのが、もしご紹介して頂いたとしても  

その方に無理に勧めたり売り込んだりは決していたしません。  

   

私は本気で頑張っている人の役に立ちたいという想いを持って  

この仕事をしています。  

  

https://www.facebook.com/kio48.co.jp
http://kio48.co.jp/
https://ja-jp.facebook.com/kio48.co.jp/
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自分自身がこのサービスを受けて人生が変わったからこそ、 

多くの方に伝えていきたいと本気で思っています。  

  

本音を言えばご契約頂けるのは嬉しいですが、必要ない人に無理に 

勧めたりは一切しません。  

   

本当に必要性を感じて納得してくれた場合のみ、○○さんと同じよ 

うにご契約頂けたらと思っています。  

  

どちらにせよ、「いい営業マンを紹介してくれてありがとう！」 

 

と、○○さんにも感謝されるよう、誠意を持って伺います。  

  

 

https://www.facebook.com/kio48.co.jp
http://kio48.co.jp/
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○○さん  

○○さんの周りで本気で仕事を頑張っている 30 代の男性で、○○

さんも応援したいと思っているご友人がいましたらご紹介頂けます 

か？  

 

ありがとうございます。  

○○さんの気持ちに感謝します！  

   

こちらのシートにもしできれば 6 名のお名前を書いてもらっても

良いでしょうか？  

  

ありがとうございます！！  

皆さんに喜んでもらえるよう、頑張りますね！  

https://www.facebook.com/kio48.co.jp
http://kio48.co.jp/
https://ja-jp.facebook.com/kio48.co.jp/
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○○さん、はじめまして！    

  

今日はお時間作ってもらってありがとうございます。  

私は○○と申します。  

  

いやあ、今日も寒いですね！   

  

見込み客「そうですね。今年は冷えますね」  

  

ですよね～  

○○さん、メッチャいい声してますよね！   

ボイトレとかやってるんですか！？      

https://www.facebook.com/kio48.co.jp
http://kio48.co.jp/
https://ja-jp.facebook.com/kio48.co.jp/
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見込み客「いやいやそんな！全然普通ですよ！」  

そうですか？  

いやあ、すごくいい声ですし、雰囲気も素敵ですね！  

   

見込み客「いやいやそんな、ありがとうございます」  

   

ちなみに、今回○○さんをご紹介してもらった A さんからは 

私のことはどんな風に聞いてますか？ 

見込み客「えー、なんだっけ？あんまり覚えてないです」  

  

そうですよね。       

ありがとうございます。  

https://www.facebook.com/kio48.co.jp
http://kio48.co.jp/
https://ja-jp.facebook.com/kio48.co.jp/
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今回なぜ A さんから○○さんをご紹介してもらったかというと。  

  

A さんとも実はご紹介でお会いさせてもらったんですけど、とても 

仲良くなり、今抱えている問題解決に私の商品が役に立つと言って 

くれて、私のお客様になって頂きました。  

見込み客「あ、そうなんですね」  

A さんの周りで同じようにとても向上心があって、人生本気で考え 

ている人がいたらご紹介頂けませんか？   

  

とお伝えしたところ、まっさきに○○さんのお名前がでてきました。   

   

見込み客「そうですか。あいつそんなこと言ってたんですね」  

https://www.facebook.com/kio48.co.jp
http://kio48.co.jp/
https://ja-jp.facebook.com/kio48.co.jp/
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そうなんですよ！  

とても誠実で人として魅力的な方だとお聞きしまして、  

私もぜひお会いしたいと思い、今回のご紹介になった  

という経緯です。  

見込み客「いやいや、それほどでも。なんか照れますね」  

  

  

ただ、ご安心して欲しいのが今日お会いさせてもらったからといっ 

て、いきなり私の商品の話をするつもりは全くありません。  

   

見込み客「あ、そうなんですか」  

 

 

https://www.facebook.com/kio48.co.jp
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まずは今日○○さんのお話を色々聞かせもらいたいと思っています。 

  

見込み客「はい」 

A さんからお聞きした通りとても感じが良くて笑顔も素敵な方  

なので個人的にも仲良くさせてほしいなーと感じました！  

    

見込み客「それは、ありがとうございます。 私もぜひ」  

  

  

○○さんのお話を聞かせてもらい、私のこともちゃんと○○さんに 

知ってもらいたいと思っています。   

 

 

https://www.facebook.com/kio48.co.jp
http://kio48.co.jp/
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そこでもし、私の商品が役に立ちそうでしたら、また後日お話でき

ればと思っています。  

今日何かを勧めるということは一切ありませんので、 

ご安心ください。  

  

よろしいでしょうか？   

  

見込み客「はい、わかりました！」  

  

ところで、○○さんは今どんなお仕事をされているんですか？    

 

※ここから雑談を通じで関係値を作り、売る理由を見つける   

反応、共感、質問、相手との縁を感じて興味を持つこと。  

https://www.facebook.com/kio48.co.jp
http://kio48.co.jp/
https://ja-jp.facebook.com/kio48.co.jp/
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○○さん、今日はありがとうございました！  

  

もう約束の 1 時間が経っちゃいますね。  

いやあ、楽しい時間でした！  

  

今日○○さんのお話を聞かせてもらって、  

もしかしたら私の商品が役に立つかなーと思ったんですよね。  

   

何故かというと、○○さんはとても向上心があって今の仕事も本気 

で頑張ってらっしゃる、  

そんな人に私の商品が役に立つと思うんです。   

 

 

https://www.facebook.com/kio48.co.jp
http://kio48.co.jp/
https://ja-jp.facebook.com/kio48.co.jp/
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そんな○○さんを応援したい、何かお役に立ちたいなと個人的にも 

思っています。  

  

もしご迷惑でなければ今度また1時間くらいお時間作ってもらって、 

ウチの商品の内容だったり、  

○○さんにとって役に立つかどうかを確かめてもらう時間を作って 

ほしいと思っています。  

  

  

ただ、安心してください。   

   

もし、詳しい話を聞いたとしても、興味なかったり、  

必要なかったりしたらはっきり断ってください！  

https://www.facebook.com/kio48.co.jp
http://kio48.co.jp/
https://ja-jp.facebook.com/kio48.co.jp/
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○○さんに無理に勧めるようなことはしませんのでご安心ください。 

  

もし、本当にいいと思って納得されたときには検討してもらえれば 

と思います。  

○○さん、もしお会いするとしたら来週でしたら火曜か水曜の夜、

土日でしたら昼間は時間空いていますが○○さんのご都合いかがで

し 

ょうか？ 

https://www.facebook.com/kio48.co.jp
http://kio48.co.jp/
https://ja-jp.facebook.com/kio48.co.jp/
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○○さん  

今日はお時間作ってもらってありがとうございます。   

  

先日お伝えした通り、 

今日はウチの商品が○○さんの役に立つかど 

うか？ そして何故私が○○さんにご提案したいか？  

についてお話させてもらいます。  

   

とはいっても○○さんに無理に勧めるようなことはしませんので安 

心してください。  

 

https://www.facebook.com/kio48.co.jp
http://kio48.co.jp/
https://ja-jp.facebook.com/kio48.co.jp/
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話を聞いて必要なかったり途中でつまらないと思ったらはっきり断 

ってくださいね。  

  

もし本当にいいなと思ったときにはより詳しい話もできますので、 

その時にはご検討ください。 

 

よろしいでしょうか？   

では、早速お話させてもらいますね 

https://www.facebook.com/kio48.co.jp
http://kio48.co.jp/
https://ja-jp.facebook.com/kio48.co.jp/
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最後までお読みいただきましてありがとうございました。 

 

この無料商材をお読みになって、 

ご質問やもっと詳しい内容が知りたいと思われたら、 

是非ともご感想を弊社までお寄せください。 

 

お寄せいただいた方には全員、弊社代表講師牛木による本商材の 

詳細説明版(販売価格980円/A4サイズ 36ページ） 

を無償プレゼントさせていただきます。 

 

 

詳細説明版とは何か？ 

 

https://www.facebook.com/kio48.co.jp
http://kio48.co.jp/
https://ja-jp.facebook.com/kio48.co.jp/
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このトークスクリプトで 

 

・なぜ、この言葉、言い回しなのか？ 

・どのように伝えたらいいのか？ 

・このトークの心理的効果は？ 

・見込み客はどのような気持ちになっているか？ 

 

これらを弊社代表講師牛木が全て解説してくれています！ 

 

トークを使いこなす為にも詳細版をご覧になって下さい。 

 

あなたからの感想をお待ちしていますね！ 

カッコイイ大人株式会社 

https://kio48.co.jp/contact.html【ご感想はこちらからどうぞ】 

https://www.facebook.com/kio48.co.jp
http://kio48.co.jp/
https://ja-jp.facebook.com/kio48.co.jp/
https://kio48.co.jp/contact.html

