
限定５名 テレアポ１日セミナー開催 

セミナー参加者には、アポ成功率８％の 

あなただけのテレアポトークを

お作りいたします。 

「あなたの話を聞きたい」と目を輝かせて待っているお客さんを

たった１日で２０件、作る事ができるテレアポトークがあったなら、 

手に入れたいと思いませんか？

１３５種類以上の業種で、平均アポ成功率８％の結果を

１４年間出し続けている、テレアポノウハウがあります。

限定５名の、テレアポ 1 日セミナーにご参加頂いたら、 
そのテレアポノウハウの全てをお教えします。

そして、あなたの扱う商品・サービスのテレアポトークを１つ、

お作りいたします。

アポ率８％以上の一言一句の 

テレアポトークスクリプト



 

 

 

 

 

 

 

テレアポ実践会  

テレアポコーチ 山本 敦久 

 
営業先に、今、困っていないのであれば、 
この先を読む必要はありません。 
 
 
今、まさに 
「明日、営業の行き先がない・・・」 
「商品力はあるのに、話を聞いてくれる相手がいない・・・」 
「説明する相手さえいれば、絶対に売れるのに・・・」 
そんな思いで毎日を過ごされているのなら、 

その苦しみから解放されますので、是非、最後までお読みください。 

 

 

あらためまして、テレアポ実践会 テレアポコーチの山本です。  
 
 
テレアポ実践会のメールコーチをご愛読頂きありがとうございます。 
 

 

今回、このご案内をさせて頂いているのは、 
あなたの売り上げを増やすお手伝いを、 
早急に、本気で、行わなければならないと気付いたからです。 
 
 
現在、週に１，２回のペースでメールコーチをお送りしています。 
 
 



その内容は、今からちょうど１年前に開催した、 
「テレアポ実践会 キックオフ二日間セミナー」の中身を文章化し、 
小刻みにお送りしています。 
 

   
前回のテレアポ実践会 二日間セミナーの様子 

 
冒頭で確認したように、 
見込み客開拓に、今、困っていないのであれば、 
週に１，２回のペースのメールコーチで充分かもしれません。 
 
 
しかし、今、まさに 
「明日、営業の行き先がない・・・」 
「商品力はあるのに、話を聞いてくれる相手がいない・・・」 
「説明する相手さえいれば、絶対に売れるのに・・・」と、 
そんな思いで毎日を過ごされているあなたにとっては、 
週に１，２回のメールコーチでは間に合わないのではないでしょうか。 
 
 
今、傷口から血が噴き出しているのなら、 
じわじわと効き目のあるサプリメントではなく、 
直接傷口に塗り付けて出血を止め、痛みを抑える特効薬が必要です。 
 
 
１年前の二日間セミナーの内容全てを、一気にお伝えできれば、 
その傷口を塞ぎ、痛みを消すことが出来ます。 
 
 



あなたの１ヶ月後の売り上げを上げることが 

確実に出来ます。 

 
そこで、よりご参加しやすいように、二日間セミナーの内容をぎゅっと 
凝縮し、テレアポ１日セミナーを開催することにしました。 
 
 
更に、セミナーを受講した翌日からの成果に繋げて頂く為に、 
このテレアポ１日セミナーにご参加頂ければ、 
あなたが扱っている商品・サービスのアポトークを、 
１つ作成させて頂く、特典を付けることにしました。 
 
 
後で詳しくご紹介しますが、 
わたしがこれまでの１４年間、作り続けてきたアポトークは、 
あらゆる業界で成果を出してきました。 
テレアポ成功率は、平均８％です。 
つまり１００件電話すれば８件のアポが取れています。 

 
 
テレアポ経験のある方なら、この数字が信じられないかもしれません。 
通常、１００件の電話で１件アポが取れればまだよい方です。 
 
 
わたしが１４年間で培ってきた、 
テレアポ成功率、平均８％のテレアポノウハウを、 
１日のセミナーで全てお渡しします。 
 
 
そして、あなただけのテレアポトークをお作りしますので、 
そのアポトークを一言一句、読み上げて頂くだけで、 

あなたにも、テレアポ成功率８％が実現可能です。 

 



テレアポは、１日で大体２５０件程かけることが出来ます。 
２５０件の８％は、２０件です。 
 
 
つまり、お作りしたテレアポトークと、当会のテレアポノウハウを使えば、 
あなたの話に目を輝かせながら、待っていてくれるお客さんを 
たった１日で２０件作ることが出来るのです。 
 
 

もし、あなたが今テレアポをしていて、 
アポ獲得率が１％であったとしたら、商談の数は８倍に増えます。 
 
 
商談の数が増えれば、売り上げも比例して増えていくでしょう。 
 

 

あなたの現状の特効薬になると感じて頂ければ、 
是非、テレアポ１日セミナーにご参加ください。 
                         

 

 

 

なぜ、今、セミナーを開催するのか 
 

わたしの経営する会社は、10 年以上、通信業界の仕事が主でした。 

 

 

NTT の販売代理店として、全国一位の結果を出し、 

度々表彰を受けていました。 

 

 

しかし、とある事情で、コールセンターの一部を 

「テレアポ代行」の業務へ移すことにしました。  

 テレアポ１日セミナー参加希望の方はこちらをクリック 
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通信以外の商材を扱う、 別の会社の見込み客開拓を、  

当社のアポインターが代行する仕事です。 

 
 
通信業界一筋だったわたしにとって、 
別業種のテレアポは大きな挑戦でしたが、 
テレアポ代行業務は成功し、多くの会社様に喜んで頂きました。 
 
 
その後、テレアポ代行業務は拡大し、 
申込企業数は１３５社を超え、テレアポ獲得率は平均８％となりました。 
 
 
「わたしの生み出したテレアポノウハウは、全ての業界で通用する」 
と、思えるようになりました。 
 
 
あなたの扱っている商品・サービスが何かは存じ上げませんが 
きっと、わたしの生み出したテレアポノウハウがお役に立てると、 
信じています。 
 

わたしのテレアポ成功実績 
 
「大きなこと言うけど、本当なの？」  
そう思われるのは当然だと思います。 
では論より証拠、実績をご覧ください。 
 
      



 



                                           

 

 

 

テレアポ代行業務では、あらゆる業種のアポトークを作りました。 

 

 

これからご紹介する中に、あなたの扱う商品・サービスと同じ、 

もしくは近しいものがあるかもしれません。 

 

 

業種/業態の欄と、アポ率に注目してご確認ください。 

 

 

 

 

平成 24 年 25 年 

NTT 東日本・西日本の 

各営業所から 

数多くの表彰を受けました。 



 



 





 
ここに紹介したのは、ほんの一部です。 
 
 
もし、あなたと同じ業種があったのであれば、 
そのノウハウをそっくりそのままお渡しすることができます。 
 
 
もし、同じ業種がなかったとしても、テレアポ実践会の名に掛けて、 
あなたの利益向上の為に全力を尽くします。 
 
 
ですので、１日セミナー参加後に結果が出た暁には、 
あなたの喜びの声と共に、アポ獲得率の成果を 
テレアポ実践会の会員募集のページに掲載させてください。 
 
 
これは、セミナー参加の絶対条件と言うわけではありませんが、 
是非、前向きにご検討ください。 



テレアポ１日セミナーの内容

今回のテレアポ１日セミナーの内容ですが、 

次の大きく４つのテーマ（M・S・S・L）でお伝えします。 

■Mindset マインドセット  ：考え方・哲学  

■Script  スクリプト.     ：アポトーク  

■Speak スピーク. ：話し方  

■List リスト. ：コール先リスト  

これらの要素は単独ではなく、緻密に繋がっています。 

ですから、それぞれの要素をマスターすると、 

その結果は足し算ではなく掛け算の成果で増えていくので、 

非常に高いアポイント取得率が実現できます。 

しかし、要素の１つにでもゼロがあると、 

掛け算なので、全てがゼロになります。 

■Mindset マインドセット：考え方・哲学

テレアポをするにあたっての心構えのことです。 

このマインドセットができていないと、 

いくら最高のテクニックを手に入れたとしても、 

その実力を発揮するどころか、 

コール自体すら出来ないままに終わってしまいます。 



この内容は、これまでのメールコーチでも触れていた内容なので、 

繰り返しの説明になってしまうかもしれませんが、 

より、深く理解して頂くために、 

いくつかのワークを通じて、実感から学んで頂きます。 

■Script スクリプト：アポトーク

わたしがこの１４年間で培った結晶でもあります、 

最強のアポトークテンプレート 

「６ゾーン」（シックスゾーン）をお教えします。 

「６ゾーン」を使うと、 

セミナーの翌日から使えるアポトークを作れるようになります。 

ただ、いくらよいアポトークが出来たといっても、 

いきなり１００％完成されたものを作り出すことは、 

神様でもない限り難しいです。 

そこで、アポトークを実際に現場で使ってみて、 

その結果から得た情報から、よりアポ率向上の為の修正をする、 

メンテナンスが必要になってきます。 

実は、「６ゾーン」を使うと、そのメンテナンスも 

容易く行うことができるのです。 

最強のアポトークテンプレート 

「６ゾーン」で、アポトークの作り方から、メンテナンスまでを、 

セットでマスターして頂きます。 



■Speak スピーク：話し方 

 

同じアポトークを使っても、 

結果の出るアポインターとそうでないアポインターに分かれます。 

 

 

なぜ、同じアポトークを使っているのに、 

結果で差が生じるのか。 

 

 

それは、話し方に違いがあるからです。 

 

 

今回のセミナーでは、わたしの会社のコールセンターで、 

ＮＴＴ代理店、全国１位に輝いたトップアポインターと、 

一般のアポインターの、それぞれの録音音声を聞き比べて頂き、 

直接、その違いを確かめて頂きます。 

 

 

その後、アポインター役と客役に分かれて行う練習、 

ロールプレイングを行ない、 

トップアポインターの話し方をマスターして頂きます。 

 

 

■List リスト：コール先リスト  

 

完璧なアポトークが完成し、 

完璧な話し方をマスターしていたとしても、 

コール先相手が、全く的外れであった場合、絶対に結果は出ません。 

 

 

例えば、嫌煙者の方にタバコを売ろうとするのは、非常に難しいです。 

どんな素晴らしいテレアポだったとしても、 

売るどころか、怒らせてしまうかもしれません。 



逆に、愛煙家の方に対してであれば、 

例えアポトークがずさんで、話し方がいまいちだったとしても、 

タバコは売れると思います。 

ですから、リスト選びはとても重要です。 

過去の１４年間で、わたしは様々なリストを購入してきました。 

そこから学んだ、リストの選び方、購入方法、 

お勧めのリスト屋の社名、連絡先、ＵＲＬまで、詳しくお教えします。 

以上の４つのテーマ（MSSL）を学んで、実践して頂くことにより、 

見込み客開拓に悩むことのない毎日を手に入れて、 

売り上げを何倍にも上げることが出来ているのです。 

 

特典：アポトークの作成について 

テレアポ１日セミナーにご参加頂ければ、 

あなたが扱っている商品・サービスのアポトークを、 

当会のアポトーク作成のプロが 

１つ作成させて頂く特典が付いています。 
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当会のアポトーク作成のプロとは、 

テレアポ実践会のセミナーの講師も 

担当している、宅野（たくの）という者で、当会ナンバー２として、 

山本のテレアポノウハウを全て吸収し、現場総責任者として、 

テレアポトーク作成、アポインター育成をはじめとした、 

コールセンター運営を行っている者です。  

テレアポ実践会 宅野 正紘  

セミナー時間の都合上、 
セミナー当日にアポトークを作成するということが出来ませんので、 
後日、お電話にて、扱っている商品・サービスについての 
打ち合わせをさせてください。 
打ち合わせは、大体１時間程度です。 
 
 
打ち合わせは、４名まで参加可能な、電話会議で行ないますので、 
獲得したアポイントを廻られる、営業の方が別に居られるのであれば、 
是非、同席して頂きますようお願いします。 
 
 
その際、人数分の通話料金が掛かりますが、ご了承ください。 
 
 
打ち合わせ終了後、１週間の作成時間を頂きます。 
 
 
これまでに経験のある商品やサービスであれば、 
２，３日で書き上げることが可能だと思います。 
 
 
しかし、全く未経験の商品・サービスであれば、 
情報を集め、基礎的なことを学ぶための時間が必要です。 



なるべく急いで書き上げますので、

１週間、お待ち頂くことをご了承ください。

しかし、お待たせする分、

期待以上のアポトークをお渡しすることをお約束します。

各会場５名、先着順とさせて頂きます 

今回の１日セミナーは、各会場５名限定、先着順とさせて頂きます。 

５名に限定する理由ですが、二つあります。 

まず、参加した方全員に、 

テレアポノウハウ・テクニックをしっかりと身につけて頂き、

確実に、売り上げに繋げて頂きたいからです。

参加人数が多ければ多いほど、その人数に半比例して、

セミナー内容の理解度が低くなります。

特に、今回のセミナーの目的は、

テレアポノウハウ・テクニックを知って頂くことではなく、

しっかりと身につけて頂き、それを実践し、

明日の売り上げを上げていただくことです。

その為に、セミナーの参加人数を少数にする必要がありました。



あと、今回のセミナーでは、 

あなたの扱う商品・サービスのアポトークの作成を 

特典として付けているからです。 

 

 

アポトークを作成したことがおありでしたら、 

察して頂けるかもしれませんが、 

１つのアポトークを作成するということは、非常に大変です。 

 

 

わたしは、これまでに３００個以上のアポトークを作ってきました。 

 

 

そんなわたしでも、アポトークを作るのは、未だに大変です。 

 

 

アポトークを作る際には、携帯の電源を切り、他の仕事を全て放棄し、 

とにかく一心不乱に集中して書き上げます。 

 

 

書き上げた後は、暫く何も手につかず、放心状態が続きます。 

 

 

それほど、人を動かすテレアポトークを作り上げることは、 

大変なことなのです。 

 

 

しかし、良いアポトークが完成すれば、 

わたしが NTT の販売代理店で全国１位になったように、 

素晴らしい成果を手に入れることが出来ます。 

 

 

今回、あなたのテレアポトークを作成するにあたり、 
作成を担当する宅野が、作成途中で倒れてしまってはいけませんので、 
各会場５名限定とさせて頂きました。 
何卒、ご理解ください。 



あと、セミナー会場は、東京と大阪の２箇所を予定しています。

セミナー内容については、東京も大阪も同じですが、

それぞれ講師が異なり、

基本、東京は山本、大阪は宅野がセミナー講師を行ないます。

尚、各セミナーは、

それぞれ１回の上限参加人数を５名までとさせて頂きます。

もし、多人数でのご参加を希望される場合は、

調整致しますので、ご相談ください。

気になるセミナー費用は

本屋にいっても、テレアポに関する本はたくさんあります。  

インターネット上にも、テレアポのマニュアルはたくさん売られてい

ます。 

巷に溢れる多くのテレアポマニュアルと、 

わたしのテレアポノウハウとの大きな違いは、 

わたしのノウハウは、現在進行形であるということです。 

巷に溢れるノウハウとは、 

５年前、１０年前に結果をだしたものがほとんどです。 

しかし、過去に通用したから、現在でも通用するとは限りません。



わたしのノウハウは、今なお、１０年以上、２万コール以上しつづけ、  
ＮＴＴ代理店として全国１位、テレアポ代行として  
アポ成功率８％を達成している現役コールセンター  
から生み出されているノウハウです。 
 
 
だからこそ、あなたの売り上げに直結します。 
 
 
テレアポ１日セミナーの参加費は６４，８００円（税込）です。 
 
 
最近セミナー業界も、デフレの影響なのか  
低価格化が進んでいるようです。 
 
 
その中で、６４，８００円は高いと思われたかもしれませんが、  
見込み客開拓力は、営業力を高めるより重要です。 
なぜなら、いくら営業力があっても、肝心の話を聞いてくれる 
お客さんがいなければ発揮できないからです。 
 
 
わたしのテレアポノウハウ・テクニックをマスターすれば、  
間違いなくアポ成功率は高まります。 
アポ成功率が、たとえ１％アップするだけでも、  
あなたにどれだけの恩恵を与えるかわかりますでしょうか？  
月に２０００件コールすると、１％変わるだけで、  
アポ数が２０件も増えます。 
 
 
２０件あれば、契約率３０％だとしても、月６件契約が増えます。  
一週間に１．５件の契約増です。  
 
どれだけ売上が増えますでしょか？収入が増えますでしょうか？  
その効果を考えれば、６４，８００円は非常に安いと思います。 
 



更に、今回は、あなたの扱う商品・サービスのアポトークの作成を

特典として付けています。

通常、わたしの会社でアポトークの作成を依頼された場合、

最低でも１００，０００円かかります。

アポトークを作るだけで１００，０００円です。

それでも、

「テレアポを代行してほしい」

「テレアポトークを作って欲しい」という依頼は後を絶ちません。

もし、営業先が無い為に

持ち前の営業力を持て余しているのでしたら、

迷っている暇はありません。ぜひご参加下さい。

参加希望の方はお急ぎください 

今回のテレアポ１日セミナーの定員は、たったの５名です。 

東京会場で２回、大阪会場で３回と、計５回の開催を予定して 

いますので、５名×５回で、最大定員数は２５名となります。 
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この２５名という定員は、 

おそらくすぐに埋まってしまいます。 

なぜかと申しますと、 

このテレアポ１日セミナーのご案内は、あなたを始め、 

テレアポ実践会のメールコーチにご登録頂いている全員に 

お送りしているからです。 

つまり、あなたと同様、もしくはそれ以上に、 

テレアポの可能性に興味を持っていたり、 

テレアポを必要とされている方々になります。 

そして、数多くある、テレアポに関するセミナーの中で、 

「あなたの扱う商品・サービスのテレアポトークを作ります」 

という特典は、当会以外にはありません。 

ですから、今回のテレアポ１日セミナーへの参加者は、 

殺到すると予想されます。 

もちろん、テレアポセミナーに関しては、今後も継続していく 

予定です。 

ただ、「あなたの扱う商品・サービスのテレアポトークを作ります」 

という特典は、今回だけの特典になると思います。 

今回のテレアポトーク作成の特典は、 

テレアポトークの作成を担当する、テレアポ実践会の宅野が、 

この５，６月、本業である、コールセンター業務の稼動が少ないので、

実施が可能と判断しました。 



７月以降、特に夏から秋にかけては、過去の経験上、 

コールセンターの稼動が多くなりますので、テレアポ実践会には 

手が廻らず、特典の実施自体が出来ないかもしれません。 

仮にテレアポトーク作成が実施出来たとしても、特典としてではなく、 

テレアポトーク作成分として、別途料金をご請求させて頂くかも 

しれません。 

ぜひ、この機会を逃さないようにしてください。 

 

最後に 

テレアポ１日セミナーは、今回、初開催です。 

今回は、あなたが扱っている商品・サービスのアポトークを、 

１つ作成させて頂く特典が付いていますので、 

テレアポトークの作成期間について考慮すると、 

すぐに次回のセミナー開催とはならないと思います。 

しかし、なるべく多くの方々に、私が１４年間培ってきた 

テレアポノウハウ・テクニックをお渡ししたいので、 

テレアポセミナーは継続して開催していくつもりです。 
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ただ、次回のテレアポセミナーの開催の絶対条件として、 

今回のテレアポ１日セミナーを成功するという目標があります。 

テレアポ１日セミナーの成功とは、セミナー受講後に 

テレアポによって、セミナー受講者の方の売り上げが上がることです。 

当テレアポ実践会のテレアポノウハウ・テクニックによって、 

あなたの売り上げを上げることは、当会の設立理念でもあります。 

だからこそ、今回のテレアポ１日セミナーにご参加頂いた方には、 

当会の名誉にかけて、売り上げ向上の為に、 

出来る限りのことをさせて頂きます。 

テレアポ１日セミナーに、是非ご参加ください。 

あなたにお会いできることを、心より、楽しみにしています。 

テレアポ実践会 テレアポ１日セミナー詳細 

対象 テレアポを学びたい方、上達したい方 

一言一句のあなた専用のテレアポトークが欲しい方 

※セミナーでご紹介する事例等々は、 

対法人向け対事業所向け (BtoB) テレアポのみです。 

ただ、人の心理は共通ですので個人向け(BtoC)テレアポでも、

もちろん役に立ちます。 



定員 各会場５名まで 

日程 ５月１０日（土） １０時～１７時 東京・大阪 

５月１７日（土） １０時～１７時 東京・大阪 

５月２４日（土） １０時～１７時 大阪のみ 

会場 東京会場：アイオス広尾 セミナールーム 

住所：〒150-0012 東京都渋谷区広尾 1 丁目 11-2 アイオス広尾ビル 2F 

交通：JR 山手線「恵比寿駅」 東口改札より出て徒歩 約 7分 

大阪会場：（社）日本 MS アウトソーシング協会 大阪事務所セミナールーム 

住所：〒541-0056 大阪市中央区久太郎町１丁目 8-15 浪華ビル４階 

交通：大阪市営地下鉄 堺筋本町駅 ６番出口より 南へ徒歩１分 

お申し込み後、受講表をお送り致します。 

そちらに地図や当日連絡先を記載いたしますので、ご参考になさってください。 

主催 テレアポ実践会 運営会社 

一般社団法人 日本 MS アウトソーシング協会 



講師 東京会場：山本 敦久 

大阪会場：宅野 正紘 

※ 宅野は山本のナンバー２として、山本のテレアポノウハウを全て吸収し、 

現場総責任者として、テレアポトーク作成、アポインター育成をはじめとした、 

コールセンター運営を行っている者です。

セミナー内容は、山本・宅野のどちらも同じです。 

金額 ６４，８００円（税込） 

服装 長時間の講座ですので、 

リラックスした服装でご参加ください。 

テレアポ実践会 

テレアポコーチ 山本 敦久
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