
2019年10月1日、WeWork 城山トラストタワーにて「注目企業が語る、営業マネージャーのネットワーキング仕事術」と題したイベントが開催されました。
ネットワーキングは情報収集や顧客獲得、事業展開、人材確保など、ビジネスにおいて多くのメリットがあります。
そんなネットワーキングについて、株式会社セレブリックスの今井晶也氏をはじめ、注目企業3社のキーパーソンがパネルディスカッション形式で話しました。
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今井 晶也株式会社セレブリックス

事業推進室　室長

株式会社セレブリックスの主席エバンジェリストとして、営業に関する公演・
講義を全国で実施。営業組織に関するテーマから、具体的な営業テクニック
やコンテンツ作りまで専門領域は多岐にわたる。
代表的な取り組みとして、長野県中小企業振興センターと共に【製造業に向
けた提案型営業の習得を目指した講義】や、宣伝会議が主催する【見込客を
顧客に育成するセールスコンテンツ講座】等で講師活動の実績がある。

P R O F I L E

ネットワーキングから考える「交流」の重要性

注目企業が語る、営業マネージャー
のネットワーキング仕事術

2019年10月1日、WeWork 城山トラストタワーにて「注目企業が語る、営業マネージャーのネットワーキング仕事術」と題したイベントが開催さ
れました。ネットワーキングは情報収集や顧客獲得、事業展開、人材確保など、ビジネスにおいて多くのメリットがあります。そんなネットワーキン
グについて、株式会社セレブリックスの今井 晶也氏をはじめ、注目企業3社のキーパーソンがパネルディスカッション形式で話しました。

今井：
現在、多くの企業がWebコンテンツを世に送り出しています。ノ
ウハウと書かれた情報の鮮度が本当に高いのか。情報が氾濫する
社会にとって、ビジネスマンは顧客がまだ気づいていない課題を
見つけ、提案するための「良質な情報の経路」が不可欠です。試
行錯誤を続けた結果、私は優れた情報収集とは、オフラインとオ
ンラインの融合だと感じています。そこで今回は、営業に求めら
れるスキル、情報活用やつながり構築に長けた3名にネットワー
キングの重要性や活用法を議論したいと思います。

今回は会場の皆さまからの質問も募集していますが、まずは事前
に用意した質問にお答えいただきたいと思います。1つ目は、そ
もそも皆さんは「交流」をしているのか、そしてなぜ交流が必要
なのかというものです。中谷さんからお願いします。

中谷：
交流、結構していると思いますよ。社内外、オンライン・オフラ

まとめ
・情報が氾濫する現代において、営業には「良質な情報の経路」が不可欠
・ネットワーキングはビジネスのタネ探しと自己研鑽に役立つ
・社内の交流も重視しつつ、社外の「未来につながる出会い」を大切にする

インとさまざまありますが、週の半分は誰かと食事や飲み会に行
ったり、セミナーに参加したりします。なぜ必要かについてです
が、ビジネスのタネ探しと自分の自己研鑽というのが大きな目的
ですね。

横山：
私は、実はあまり社内の飲み会は好きじゃないです（笑）。交流について
も、9割は社外の方です。外に出た方が新しい出会いもあるし、情報交
換もできます。社外の方と会うのは全然苦じゃなくて、先日もTwitterで
会った方とご飯に行きました。

越ヶ谷：
私も、社内の飲み会より社外の方と、未来につながるような飲み会を
選択することが多いです。最初はそういった「交流」が嫌いだったのです
が、先輩に「社会人として自立するというのは、自分一人で立つというこ
とではなく周りに寄りかかれる人がたくさんいる状態だよ」と言われて。
それから人と会うことを意識し始めました。

ビジネスマンは「良質な情報の経路」が不可欠



交流で意識していること

今井：
皆さんの言葉にもありましたが、社会人になると「交流＝飲み会」
というイメージがあります。それ以外で交流の場をどう作るか工夫し
ていることはありますか。

横山：
SNS を活用します。Twitter、Facebook で1対1でやり取りする
こともありますが、5～10人の複数名だと Facebookグループで
情報交換をします。Facebook メッセンジャーだとチャット形式で
会話できるので、気軽にやり取りができるのです。

今井：
最近は Twitter が主流で、Facebook はもう終わりという意見も聞
きますが、そんなことはありませんか？

横山：
逆に、Twitter をやっていない方も多いです。あとは Facebook だ
と、実名検索しやすいのでオンラインでもつながりやすいですね。

越ヶ谷：
僕が考えているのは、コミュニティに入るのが手取り早い方法かなと
思います。同じ目的、考えの人が集まるので、便利な情報をすぐシェ
アしてくれます。最近ではオンラインコミュニティも一般化している

ので、みんなで会おうみたいな環境も作りやすい。最初に会った時
の流れで、すぐコミュニティを作ることも多いですね。

今井：
フットワーク感を重視しているのですね。

中谷：
物議をかもすかもしれませんが、出会いの入り口は広く設けておいて、
関わるべき相手とそうでない相手をちゃんと選別します。関わらざる
相手の基準は、すぐにサービスの営業をかけてくる人。こういう方と
は、なるべく距離を置きます。逆に自分自身も相手にどんな価値を
提供できるのか常に意識しています。

今井：
交流する過程で、自分が何をギブできるのかを大切にしているので
すね。最初のファーストコンタクトはいろんな出会いの間口を広げて、
いろんな話をしていく中で「この人にならこんな情報を提供できそう
だな」「この人とならこういうことを一緒にやれそうだな」と考えて、
同じ思いを共有できる人と、密な時間を過ごすというイメージでしょ
うか。

中谷：
その通りです。

中谷 真史株式会社マツリカ

カスタマーサクセス統括本部長

新卒にて外資系製薬会社へ入社、MR約1000名中トップセールスを経
験。 その後コンサルティングファーム2社にて、日本全国多業界のセー
ルス分野のプロジェクトを中心としたコンサルティングに従事。 2018
年よりマツリカに入社。カスタマーサクセス統括部長に就任し、顧客の
Senses活用による営業成果向上の支援に従事。
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まとめ
・同じ目的、考えの人が集まるコミュニティに入ることで、便利な情報が効率よく手に入りやすくなる
・出会いの入り口は SNS などを活用して広く設けつつ、関わるべき相手とそうでない相手をちゃんと選別する
・「自分が相手にどんな価値を提供できるのか」を常に意識しよう



今井：
すでに多くの交流を重ねている皆さんですが、今後はどのように交流
を広げていきたいですか。

越ヶ谷：
ネットワーキングというのは、どうしても「個」に依存しがちです。こ
れを集団として、「組織対組織」で交流を深められないかなと最近思っ
ています。僕は SaaS を市場として取り組んでいますが、同じSaaS
市場でも競合しない企業さんとナレッジが共有できる環境を構築でき
たら、市場全体の底上げになるんじゃないかなと。

今井：
ネットワーキングでシェアをするのと、競争優位を保つのはある意味
相反する考え方にも見えます。

越ヶ谷：
「独自性はパクリの上に生まれる」と考えています。上長や先輩から
言われたことを突き詰めていくと、自分独自の考えに行き着きます。
それと同じで、自分や自社のスキルをシェアしても、最終的に企業そ
れぞれの独自のやり方に変わっていくのかなと思っています。

今井：
まずはビジネスチャットの文化を広める方が先だというわけですね。
お 2 人はどうですか。

まとめ
・コミュニティ形成は「個をエンパワーメントしてくれるか」に注目し、自分から価値を提供して長期的な関係構築に努める
・「個」ではなく「集団＝組織」の交流を促進することで、ビジネスや人材育成のナレッジ共有ができる環境整備を

横山：
私は「人材育成面でのナレッジ共有」を考えています。越ヶ谷さんと
同じで、会社間でどういう研修をしているのか、オープンな場で対談
をしたいですね。

中谷：
私は「自分にインサイトを与えてくれる方」とつながっていきたいです。
個をエンパワーメントしてくれるコミュニティにしたいと思っていま
す。出会いの過程で見込み顧客の獲得にはあまりこだわっていません。
それよりも、自分から価値を提供して、より長期的にいい関係を構築
できるような、人脈のデータベースを作っていきたいですね。

個から集団のネットワーキングへ

横山 豊ベルフェイス株式会社

マーケティング事業部
インサイドセールスチームマネジャー

2012年に㈱オプトに入社。その後グループ会社のソウルドアウト㈱へ
転籍し延べ500社の中小・ベンチャー企業のマーケティング支援を担
当。2017年2月、当時従業員数5名のベルフェイス(株)にジョインしゼ
ロからセールス・マーケティング事業の立ち上げを経験。導入社数
200社を2年間で900社まで増加に貢献。現在はマーケティングから
セールスの連携強化を担う、インサイドセールスチームの立ち上げ・体
制構築に従事。

P R O F I L E



会場からのQ&A

今井：
ここからは、会場の皆さまからいただいた質問にお答えしていきま
しょう

Q.セミナー情報はどのように手に入れているか？
まず交流のきっかけとなるセミナー情報ですが、皆さんはどうやって
手に入れていますか？

越ヶ谷：
正直に言うとFacebookとTwitter がほとんどですね。

今井：
実は僕もそうなのです。今はむしろ情報を絞りたい。自分のネットワー
クから出てきた情報のセミナーに行くことが多いです。

越ヶ谷：
情報が散乱しているので、その選別のために Facebookを使ってい
るというイメージです。

Q.セミナーの企画やテーマはどのように決めますか？

越ヶ谷：
まず、セミナーに関わらずコンテンツを作る前の準備として、マイン
ドマップでターゲットの悩み・課題を300～400 個ほど出していき
ます。それに対して、僕たちが提供できる価値を1つずつ書いてい
くと、ある程度の価値提供のイメージができます。そこからテーマ
を考え、課題とか価値をつなぎ合わせていきます。共催セミナーを
やるときは、2 社、3 社で考えるとついテーマがニッチになりがちで

す。参加企業が掛け合わせた場合の最大限生み出せる価値を考える
ようにしていきます。

横山：
私たちの場合、気をつけていることが 2 つあります。1つはふわっと
したテーマにならないようにすること。僕の部門はインサイドセール
スですが、「営業生産性を改善するインサイドセールス」のように曖
昧なものにせず、「インサイドセールスにおけるKPI 設定」などイン
サイドセールスから分岐したものの、具体的なテーマを設定します。
もう1つはトレンドです。ビジネスの現場で流行っているワードを
用いて、セミナータイトルに入れるようにしています。

中谷：
私はこれが気になりました。「交流において、相手の方が圧倒的にリ
テラシーが高く、自分から提供できるものが限りなく少ない時のコ
ミュニケーションのコツはありますか」。この質問に対する答えです
が、自分が得意なフィールドに持ち込む、勝負するということが極め
て重要だと思います。ここでいう「強み」には、属性それぞれのレ
イヤーとテーマ性のマトリックスがあると考えています。おそらくご
質問は、ご自身の職種・業種の「スペシャリティ」にフォーカスが
当てられていると思います。ですが、例えば同じ営業マンの方でも、
若手とベテランなどの属性に分かれるし、それぞれに提供できる情
報があるはずです。属性に応じて強みとなるジャンルや情報を、正
しく認識しましょう。その上で、自分のジャンルをスペシャリティを
極めていく気持ちが重要だと思います。

越ヶ谷 泰行Chatwork株式会社

マーケティング部

新卒で広告代理店に入社し広告営業を経験。
2018年よりChatwork株式会社に入社し、マーケティング部のリー
ダーとしてマーケティング活動を担う。
「働くをもっと楽しく、創造的に」のミッションのもと、企業の働き方
改革・業務改革を推進する。
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明日から活用できるネットワーキングのアドバイス

今井：
ありがとうございます。それでは最後に一言ずつ、明日から活用で
きるネットワーキングのアドバイスをお願いいたします。

越ヶ谷：
僕がおすすめなのは、自分の中の生きてきた過去資産を漁ることで
す。中学校や高校時代の知人で、意外と面白いことをやっている人
がいます。僕もそうした、ある意味「休眠資産」から仕事につなが
ることがいくつもありました。あとは、すぐ実利に結び付けようとは
しないのがいいと思います。ビジネスとは関係ない、学術的なジャ
ンルでの出会いが、別のタイミングでビジネスになったこともありま
す。自分の属する分野やテーマと、直接つながっていないところとも
関わりを持つことが重要だと思います。

横山：
自社で困っていることや個人で困っていることを、素直に打ち明けま
しょう。日本人は優しい方が多いので、相談すると大抵教えてくれま
す。私も常に相談できる相手や環境を用意していて、悩みを打ち明
けると情報をくれたり、別の方を紹介したりしてくれます。弱さをさら
け出して、自分を知ってもらうのは重要だと思います。

中谷：
営業には、新規受注と既存の継続、アップセールスの 3つのキャッシュ
ポイントがあります。同様に、ネットワーキングにも3つのターニング
ポイントがあると思っています。まずは初対面の出会い。あとは人脈
というデータベースと関係を深めていくこと。そして、エンゲージメン
トが高まった有力な相手からの紹介です。この 3つの効果が働くと、
ネットワーキングは永遠にいいサイクルが回ります。

今井：
今日の話をまとめるのは難しいですが、私がキーワードとして押さえて
おきたいと思ったのが、まずはネットワークの棚卸し。そして弱みも
含め、自分から情報を提供していくこと。それらを通じて、1つ 1つ
のネットワークのつながりを強くすること。これらを上手く活用して、
皆さんのネットワーキングに生かしていただければと思います。今日は
ありがとうざいました。

まとめ
・ネットワーキングでは、「学生時代からのネットワークの棚卸し」「情報提供だけでなく、悩みを素直に相談する」「1つ1つのネッ
トワークのつながりを強くすること」を意識しよう
・自社セミナーの開催は、ネットワーキングにとても有効
・セミナー企画は、「ターゲットの悩み・課題を徹底的に洗い出す」「1つ1つの課題に対して、自分たちが提供できる価値やテー
マを具体化する」「その時々のビジネストレンドをコピーに使う」をポイントに考えていくのがおすすめ



登壇企業紹介

株式会社セレブリックス

セレブリックスは1,000社、12,000サービスという数多くのB2B
事業に「戦略的営業代行」を通じて携わっています。
セレブリックスの営業代行メニューは、事業の営業を代行して現場
に立ちビジネスを加速度的に進めていく支援、営業コンサルティン
グメニューは営業部門の強化、教育通じてパフォーマンスを最大化
させていく支援をおこなっています。
成果・収益を生み出すことはもちろんですが、その後の営業活動の
生産性向上を支援しています。

サービスサイト：https://www.cerebrix.jp/
メールアドレス：info-sa@cerebrix.jp
電話番号：03-6844-3917

株式会社マツリカ

マツリカが提供する『Senses（センシーズ）』は、カード形式で直
感的に案件管理ができる営業支援ツール（SFA）。
蓄積された情報からAIが営業の成功・失敗事例を解析して、いつ
・誰に・何を・どのように行うかをアシストします。
データ入力負荷の低さや、フェーズ別に個人の強み・弱み分析がで
きる特徴を用いて、情報蓄積の文化醸成やデータを活用した人材
育成など、営業チーム変革へのアプローチが可能になります。

サービスサイト：https://product-senses.mazrica.com/
メールアドレス：marketing@mazrica.com
電話番号：03-4405-8443

ベルフェイス株式会社

営業に特化したWeb会議システム『ベルフェイス』。
ID登録やアプリインストールなどの事前準備が一切不要で繋ぐこ
とができるため、気軽にコミュニケーションが取れるのが特徴のツ
ールです。
リリース4年で導入事例1,200社の実績を誇る業界No.1のオンラ
イン商談ツールです。

サービスサイト：https://bell-face.com/reason/
メールアドレス：info@bell-face.com
電話番号：03-4400-1826

Chatwork株式会社

『Chatwork』はメール、電話、会議・訪問など仕事で必要なコミ
ュニケーションをより効率的にするビジネスチャットです。使いや
すさ、わかりやすさを重視しした開発をおこなっています。業種・
業界問わず広く受け入れられているChatworkは現在235,000
社以上（2019年9月末日時点）に導入されています。

サービスサイト：https://go.chatwork.com/ja/
メールアドレス：info@support.chatwork.com


