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概要
売れないモノと売れるモノの差は紙一重。ちょっとの工夫で面白いように売れる！ 今日から実践でき
る顧客心理のつかみかたを紹介

2013年1月15日 . そして新しい方へ、はじめまして！ 編集長の岡田です。 いつもメールマガジン『社
長必読！今月の４冊』をご愛読いただきありがとうございます。 今日は、【月刊トークス】最新号の２
０１３年１月号から、 『売れないモノの９割は売れるモノに変えられる』の一部をご紹介します。 今日
の言葉はこちらです。 ↓ ↓ ↓ ☆すべての購買活動は妥協の産物. この言葉は『売れないモノの９割
は売れるモノに変えられる』（アスコム刊） に出てきた言葉です。 著者は株式会社マーケティングトル
ネード社長の佐藤昌弘さん。

2012年12月10日 . 満足度 付箋数:20 「売れないモノの9割は売れるモノに変えられる」というのが本
書のタイトルですが、果たしてどのようにして、 売れないモノを、売れるモノへ変えるのでしょうか？ そ
れは、中身をあまり変えずにタイトルを変えることです。 実は本書、2010年に刊行された佐藤昌弘さ
んの「なぜ？１万円の羽毛布団は４００万円で売れたのか？」を改題し再構成したものです。 「世
の中には、素晴らしい商品やサービスがたくさんあります。 でも、それらの多くは、その魅力をお客様に
伝えることが できてい.
2017年1月8日 . はな。。。 世の中に自己ＰＲのテキストがあればいいのに。。。 世界に１冊だけ♪
読むだけで世界観が変わる！ 「自己ＰＲって、こういうことだったのか！」 ☆７つ星自己PR☆ 100の
奥義 下記のサイトから無料でダウンロードできます。 http://7starpr.net/hiden. さてさて、. 僕は 読ん
だ本をマインドマップにして. アウトプットするのを習慣にしています。 今日で３５６枚目！ 今日の１冊
は、佐藤昌弘さんの. 「売れないモノの９割は売れるモノに変えられる」です。 うん、まあまあでしたね
(笑). 2012年の本ということ.
売れないモノの９割は売れるモノに変えられる/佐藤 昌弘（経済・ビジネス） - 売れないモノと売れる
モノの差は紙一重。ちょっとの工夫で面白いように売れる！ 今日から実践できる顧客心理のつかみ
かたを紹介。「人のこころ」をテ.紙の本の購入はhontoで。
2017年8月24日 . 買取アプリCASH、毎日1000万円までの「ノールック買取」再開ーー光本氏が「9
割の取引成功」で手にした勝機 . 詳細は伏せられたものの、送られてきたものに偽物やゴミは驚くほ
ど少なく、しっかりと次に流通させることのできる商品だった、という結果になったらしい。 . 更に運営側
の評価システムによって、いたずらや悪質な偽物などの送付をするユーザーに対しては査定金額を
著しく下げることや、最悪の場合は退会してその電話番号では二度と使えないようにするなどの措
置を取るという話だった。
2015年10月20日 . と聞くと、９割以上の確率で異口同音に返ってくる答えは、「それはよく考えてい
ない。とにかく問題を解決したい」。 今回、深掘りしてお話しを伺ってわかったのは、まさに同じケース
だということでした。 売れない理由は、ほとんどの場合、一つだけ。「お客様が買う理由」が、ないので
す。 言い換えれば、「商品を出してうまく販売すれば、売れる」と考えています。しかし現代では「お
客様が買う理由」が不明確な商品を販売力に頼って売るのは至難の業。その結果、売れないので
す。 当コラムで繰り返し述べている.
2017年8月20日 . 見つけた昔のお金を買物に使いたい」と考える人も、数多くおられることでしょう。
お金は天下の回り物。商品に交換できてこそ、お金は本来の役目を果たすことができます。では過
去に発行されていた硬貨や紙幣も、現行のお金と同じように本来の役目を果たせるのでしょ . 高額
で売れる古銭にはどんなものがある？ ... 1986年からアメリカで発行されている地金型金貨は「イー
グル金貨」と呼ばれ、22カラットのため純金と比較して多少価値が下がるものの、地金レートの9割で
買取をする業者が多いです。
2012年10月26日 . ちょいと緊急のご案内です！！ 僕のプロデューサー的な存在である、佐藤昌弘
氏が新刊を出しました。 □ ｢売れないモノの９割は売れるモノに変えられる｣ 著者：佐藤昌弘 アスコ
ム 121019_213406sato.jpg 僕はひと足お先に読まさせていただきました。 個人的には、２００ページ
目にある、 トピック16 ｢申し訳ございません｣がビッグチャンスを運んでくる!? のところなんかが面白くて
好きです。めちゃ為になるし。 その他にも、業績アップのヒントがギッシリ・ズッシリ・ガッチリ詰まっていま
すよ。 ｢ビジネス｣と｢.
あまり関係ない業界で生息してる私ですが非常に共感できました。 黄金のストーリー発見して、自
分を売り込みます！ このレビューは参考になりましたか？ はい0いいえ0. ネタバレ. Posted by ブクロ
グ 2017年06月23日. "これからのセールス・プロモーションについて判りやすくまとめられている一冊。
良い物は売れる、という時代は終わった。物と人が紡ぐ「物語」を売る事の重要性を説いている。 読
んでよかった一冊。 「物語を売る」＝「商品の良さを、より理解してもらう」というブランディング的な思
考だと感じた。 良さ.続きを.
楽天市場にご出店の店舗（輸入雑貨の直販 エクリティ）様にご協力いただき、実際の商品でお買
物客にA/Bテストをしてもらいました。ここで公開しているのは、リアルな結果です。 あなたがこの記事
をご覧になられて商品ページをお訪ねになった時、商品画像はさらに進化しているかもしれません。

最適な訴求は、競合や社会状況などによっても変化するものですし、たった一度のテストの結果が
未来永劫「最高の結果」などでは決してありません。
2018年1月17日 . [本･情報誌]『売れないモノの9割は売れるモノに変えられる』佐藤昌弘のレンタ
ル・通販・在庫検索。最新刊やあらすじ（ネタバレ含）評価・感想。おすすめ・ランキング情報も充
実。TSUTAYAのサイトで、レンタルも購入もできます。出版社：アスコム.
新刊紹介 売れないモノの９割は売れるモノに変えられる. 2012/11/6 中部. 【売れないモノの９割は
売れるモノに変えられる】 経営コンサルティング会社マーケティングトルネードの佐藤昌弘代表取締
役によるビジネス書。 著者は京都大学工学部を卒業後、大手都市ガス会社勤務を経て、住宅リ
フォーム会社を創業。 このコンテンツの続きをお読みいただくためには、会員登録かログインが必要で
す。
2013年8月9日 . 20代の頃はこの類の書籍をよく読んでいたと思う。まだまだ甘ちゃんな頃は何にでも
すがりたく、参考になりそうなものは手を付けていた。 （今でも甘ちゃんという話もありますが、ここでは
省きます・・・笑） では47歳のこの時期にどうして本書なのか？ それは著者の佐藤昌弘氏とご縁を
頂き、直接プレゼントされたため。佐藤氏は本書に限らず、多くの書籍を著されており、この他にも
「凡人が最強営業マンに変わる魔法のセールストーク 」「凡人が最強営業マンに変わる魔法のセー
ルスノート」も頂いた。
2014年12月8日 . 何度も主張していますが現在はモノや サービスが売れない時代！でも、その要
因を不況、あるいは . 景気要因は１割、残りの９割は心・価値観の変化が大部分をしめている; 商
品の差別化ばかりに目がいって戦略差別化は二の次状態・・・。完全にこの状態が「戦略の同質 .
アパレル業界はこの時期、恒例の「コートフェア」だったり、セール前倒しの「シークレットセール」単価
アップの「セット販売」などなどオリジナリティーのない金太郎飴販促活動でしのぎを削り合っていま
す。 「必ず、これらの販促を打た.
ビジネス>> 売れないモノの9割は売れるモノに変えられる / 佐藤昌弘の通販なら通販ショップの駿河
屋で！ゲーム・古本・DVD・CD・トレカ・フィギュアなど 通販ショップの駿河屋は、豊富な品揃え！
最新から懐かしのレトロゲームまでなんでもあります！ぜひご利用ください！
逆転の発想！ 「売れないモノ」を「売れるモノ」に変える極意. lifehacker. 2012.11.01 09:00. 紹介
するのは、『売れないモノの9割は売れるモノに変えられる』（佐藤昌弘著、アスコム）。なんとも強気
なタイトルですが、「大手都市ガス会社勤務を経て、住宅リフォーム会社を創業。3年で年商3億ま
で成長させ、現在は一部上場企業の経営陣、官公庁、MBAスクールなど多岐にわたるコンサル
ティングを行なっている」という著者のプロフィールを確認すれば、これが経験に基づいた持論であるこ
とが想像できると思います。 内…
2017年11月21日 . 『サブスクリプション・マーケティング』東京駅近くの丸善に立ち寄った時に見つけ
たのがこの本。『サブスクリプションマーケティング モノが売れない時代の顧客との関わり方』帯には「所
有から利用へ。販売から関係づくりへ」とある。サブスクリプションとい.
売れる販売員は何が違うのか？ 接客のプロが教える、人. 『売れる販売員が絶対言わない接客の
言葉』の著者平山枝美氏は、もともとは最初の「お声がけ」もうまくできない“落ちこぼれ”だったとい
う。そんな平山氏が、販売員としてトップの売上をあげられるようになった秘訣を聞いた（この記事は
日本 . ですから「売上を上げられる人は、みんなこんな言葉を使っている」という黄金フレーズのよう
なものは、実はあるようであんまりないと私は感じています。 . 売れています」という言葉もよくないとい
うのはどういうことですか？
近著に『売れないモノの９割は売れるモノに変えられる』（アスコム）。 開催内容. １．販促ツールとは
何か？販促がうまくいかない理由の誤解 (1)販促ツールの種類 (2)品質が良いから、安ければ、お
金をかければ、 露出度を高めれば売れる－は間違い！ 写真やイラスト多用しても駄目！ ２．販
促は必ず実験する (1)小さくテストから始める (2)無料プレゼントよりも1,500円のほうが反響が高かっ
た事例 ３．販促ツールはどのタイミングで利用するのがよいか (1)世の中のビジネスは大きく２種類
(2)増客の販促タイミング－標準.
2017年1月31日 . 売れる営業と売れない営業 その違いは何処にある？ モノづくり（製造）企業に
限らずですが、営業という仕事は不思議なことが多くあります。その中で、私が一番おもしろい。と思

うのが、各営業パーソンによって売上成績がまったく異なることです。もっとも、みなさんにとっては不思
議でも . 楽して売れる、苦労しても売れない。その違いは顧客（市場）にある そのことに気がついた
私は、自分の行く末を想像しました。たぶん、新人だということで小さな顧客をいくつか担当させられ
るのだろうと。それで、一通りの.
2017年5月4日 . A太郎くんのように、ヤフオクに出品した商品が『売れない』と悩んでいる方って多い
ですよね。 商品を出品する . 多くあります。 以下の関連記事を参考にして、自宅にある不要な物を
お金に変えてみてはいかがでしょうか？ もしかすると、あなたの自宅にもお宝級の商品が眠っている
かもしれません。 ⇨ こんなモノが！ヤフオクで意外と高く売れるもの・売れ筋商品15選（準備中） .
出品タイトルを決める時に最も意識したいのが、とにかく分かりやすく且つ注目を集められるタイトル
にするということ。 パッと見て.
Google Books. ブックマーク済み. 売れないモノの9割は売れるモノに変えられる. 種類: 図書; 責任
表示: 佐藤昌弘著; 言語: 日本語; 出版情報: 東京 : アスコム, 2012.11; 形態: 255p ; 19cm; 著
者名: 佐藤, 昌弘 <DA14975880>; 書誌ID: BB10946214; ISBN: 9784776207443 [4776207443]

CiNii Books Webcat Plus Google Books.
売れないモノの９割は売れるモノに変えられる】などの古本、中古本の買取や購入は日本最大級の
コミック通販サイト ネットオフをご利用ください。ご自宅で本の買取が依頼できる『本&DVD買取コー
ス』や『ポストにポン買取』など宅配買取サービスも充実。古本のほかにも中古CD／DVD、中古
ゲームなど40万タイトル／100万点の品揃えで、1600円以上で送料無料！
売れないモノの9割は売れるモノに変えられるならドコモの通販サイト dショッピング。dポイントが「たま
る＆つかえる」ネットの通販サイトです。 本・コミック,ビジネス・経済・就職,産業などお得な商品を取
り揃えております。 (品番：00910001048675141)商品説明：【タイトル】売れないモノの9割は売れる
モ…
佐藤昌弘著 アスコム 1365円著者は、中小企業の実践的マーケティング、販売促進では定評のあ
るコンサルタントです。本書の中からおもしろそうなものを三つ抜き出してみます。・覚えてもらう商品
名を覚えてもらうのはとても重要。だからこそ、企業はこぞってさまざまなテクニックを用い、消費者の
記憶に残る広告を作ろうとする。購入の現場では、記憶している商品と知らない商品の二つがあっ
た場合、記憶している商品を買うことが圧倒的に多いからだ。 そして、記憶してもらうために広告を
繰り.
2018年1月4日 . 人気のフリマアプリ「メルカリ」で売れるもの、逆に売れないものはどのようなものなの
か？売り方にもコツがあった . 価格の安い化粧品; 3.ベビー用品は使用できる期間が短いので特に
人気; 4.ファッションに敏感な10～20代にはアパレル商品が売りやすい; 5.結局どのようなカテゴリでも
安いものが売れる！ 6.これはやめた方が良い…高額商品や特にブランド品は売りづらい; 7.え!?こん
なものも…売れるの？ 8.おまけ; 9. . わかりやすい価格、わりやすい画像、カスタマーサポートの充実.
・送料込みの価格.
2016年10月17日 . 「30年もの間、物を捨てたり増やしたりの繰り返しでした」という筆子さん。50代の
ミニマリストで、ご自身のブログ「筆子ジャーナル」に日々の断捨離や節約生活を綴っている人気ブロ
ガーでもあります。物を捨てる過程でうまくいった . 私には、捨てたいのに捨てられない物がたくさんあ
りました」。特に文房具、書類、本、製菓用品などが多く、その一つひとつに対し、「捨てる？捨てな
い？」の問答を何度もやったそうです。 そして、捨てられない物に共通点があることに気づきました。
○持っていればなりたい.
インフォ卜ッブ出版奢「仕事がどんどんやってくる目立つ技術」中山マコ卜著、中ほ出版令「 37 ヶ月
連 86 卜ップ宮業が權めたなぜか挨按だけで売れてしまう宮業法」木戸-令「スピード'ブランデイン
グ」烏居祐一著,ダイャモンド社令「だから健かった手書きチラシ作成術卜ラの巻」出村邦彦著. . 見
た目を 9 割上げる写真活用術」タツ'オザワ著,荣洋経済新報社#「お金をかけずに、モノも売らずに
「儲ける仕組み」を作る方法」谷田貝孝ー著. . 第ー話:部下に仕事を任せられない自分が、人を
信頼できるようになつた秘訣とは?
2017年1月8日 . 人生は誰と出会い、その瞬間に何を話すかで決まります。 あなたの「伝えたい想
い」を「伝わることば」へ。 自己PRを磨いてビジネスチャンスを拡大させましょう。

バックナンバーをお求めになれます。 ただし、2010年12月号までは以下の２号を除いて完売です。
2002年は中村天風師の『君に成功を贈る』を収録した1月号のみあります。 2004年は京セラ稲盛
和夫氏の『生き方』を収録した10月号のみあります。 （2017年12月20日現在） 残りのものもわずか
です。 ご希望の方はお急ぎください。 どの号も再販予定はございません。 1号当たりの価格は3,000
円（送料・消費税込）です。 年間契約をお申し込みの場合には2,500円とお得になります。 ご注文
は買い物カゴをご利用ください。
2015年6月19日 . 前回のエントリーでは、Amazonの買取サービスで100冊売るとどうなる
か？BOOKOFFで売るとどうなるか？を調査しました。ところが、本を処分する方法は、Amazonや
BOOKOFFだけじゃない！と. . AmazonやBOOKOFFと違って、すぐに売れないのが、オークションや
フリマの残念なところ。ただし、ヤフオク！やメルカリは、中間 .. メルカリ内で、欲しいものがあれば、そ
れをポイントを使って購入することができますので、メルカリユーザーにとっては、現金と変わりはないで
しょう。 最終収支は、ドン！
2017年12月5日 . 営業マンはジョブズになりきれ」 “根暗で売れない営業マン”をトップセールスに変
えた４つの鉄則／和田裕美さん. 2017.12.05 . それよりも大切なのは、「誰に売るモノなのか」という
知識です。 .. フロントトークで９割が決まる！タイムリミットを設ける. 出会ってからアポイントを取っ
て、初めて話す会話、つまり“フロントトーク”が営業にとって一番大事です。お客さまも、今日決めよ
う、と思っていたら真剣に話を聞いてくれるでしょう。 フロントトークで必要なのは、タイムリミットをつけ
ること。「いつから」と「.
2017年12月26日 . 生後１８ヶ月（1歳半）までは免疫力が未熟」; 3 農薬や保存料、添加物が赤
ちゃんや子どもに与える影響; 4 9割のお母さんが知らない市販の野菜や肉に農薬や保存料が使わ
れている理由; 5 赤ちゃんに無農薬、無添加の離乳食を食べさせる方法はないのか？ .. で売れる
のは、. Ａのベーコンですよね。 例え、. 無添加で体に良くても、色の悪いベーコンは売れないのです。
体に悪くても、添加物が使われたキレイなベーコンが売れるのです。 生産者も販売者も自分の商
品を売りたいから添加物を使うのです。
2017年5月2日 . まず覚えておいてほしいのが、「不動産は生もの」ということです。 生もの？ 市場に
出まわってからどのくらいで売れるかどうかが問題なんです。 鮮魚と同じかぁ。 ネットに情報を出して
も、売れ残ってしまうと、古いイメージがつき、ますます売れにくくなるんです。 古くなるほど価値が下が
るってわけだ。 最初にネットに掲載されたときが、旬。 売り損なえば「売れ残り」というレッテルを貼ら
れ、価値は急激に下がります。 「売れないから何か問題があるのかも」 そう思われたが最後、適正
価格で売ることも難しく.
2016年12月18日 . ただモノを売るだけなのにどうして信頼されないといけないのか？ ただいいものを
作れば売れる。 いいものだからきっと売れてウハウハ。 。。。 。。 。 今更ながらそんな時代はとうの昔
に過ぎ去っています。 あちこち行くといいもの作ったけど売れない。 という悲痛な叫び声が聞こえてき .
WordPressのPluginもモノによってはある一定の技術レベルがないとインストールさえできないものが
あるのです。 ただそうするとお客様によって . ができたとも言えるのです。 売れないモノの9割は売れる
モノに変えられる.
2017年10月2日 . 結論から言います。 アフィリエイトが売れずに困っている時に買った本なのですが、
大正解でした。 売れないモノの9割は売れるモノに変えられるposted with ヨメレバ佐藤 昌弘 アスコ
ム 2012-10-22 Amazonで購入Kindleで購入 京都大学工学部を卒業したインテリで、華々しいビ
ジネスの経歴を飾り 「日…
2017年10月16日 . というのは、店舗の収益力を上げるには、店長のスキル次第という一面もあるも
のの、その9割は会社の仕組みを変えることで変わると言えるからです。 . 後者の場合はやることが絞
られますが、店長のやり方次第で結果を変えられます。 余剰人時を、新たに利益を生む機能に再
配分できる. 人口が増えていた時のように、売上げだけを上げればいいのであれば、コストをかけても
売ることだけを考えればよかったのですが、モノが売れない今、売上げを指標にしているだけでは、大
変なことになります。
2011年7月12日 . ネットでは、自発的にいくつものページを見比べていきます。必然的に、他店舗を
意識した比較広告的表現が増える一方で、「牛肉って美味しいですよね」というテレビ通販の冒頭

にありがちなセリフはあまりいらなくなります。 そして、できるだけ早い段階で「端的に魅力」を伝える
必要が生まれます。「BEAFの法則」における、Benefit（購入メリット）に続けてEvidence（論拠）が来
る構成も、これを意識しています。テレビ通販事業者にとって「チャンネルを変えられる」のは怖いこと
ですが、ネットショップの場合は「.
Amazonで佐藤 昌弘の売れないモノの9割は売れるモノに変えられる。アマゾンならポイント還元本
が多数。佐藤 昌弘作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。また売れないモノの9割
は売れるモノに変えられるもアマゾン配送商品なら通常配送無料。
らって、良いものだとして使ってもらって、売るという一連の流れをちやんとしないと売れ. ません。海外
など新しい市場に出ていく時に、その市場の基準に合わせないと誰も買ってく. れない。着物の幅
35C1mで作ってきたものを海外の基準150C mで作らないと誰も使ってく. れない。日本であれば
JIS、ヨーロッパであればCE、中国であればGBを取らないと市場. にのせてもらえない。グローバルな
基準に合わせられるかが大事です。 グローバルな経営体制というのは、英語が話せるか、国際配送
の仕組みを理解しているか。
商学の歴史はともかく、商学とは、販売、流通、簿記、会計、税金といった言葉は誰もが聞いたこと
があるかと思いますが、企業が商品/サービスを「売る」という商い（あきない）に関する、実践的な学
問といえます。 商学部で何を学ぶのか？ 商学部と経営学部の違いは、経営学が企業（組織）運
営に求められる視点（ヒト・モノ・カネ）を網羅的に学修することが求める一方で、商学部はその中の
特定の領域に焦点を当てて深く学ぶ姿勢を求める点にあります。具体的には . 加えて、いまの日本
はモノが簡単に売れない時代です。
2012年10月24日 . マーケティングのカリスマが教える! 今日から実践できる「新しいマーケティングの
教科書」 売れないモノと売れるモノの差は紙一重… ちょっとの工夫で面白いように売れる!
===================================================== 世の中には、素晴ら
しい商品やサービスがたくさんあります。 でも、それらの多くは、その魅力をお客様に伝えることができ
ていません。 これは、非常にもったいない話です。 商品やサービスの魅力が伝わらないのは、その伝
え方に問題があるだけです。 伝え方と.
2017年4月14日 . 意外と売れる、メルカリ. グーグル検索で「メルカリ」と入力してみると、よく調べられ
ている関連キーワードとして「メルカリ 売れない」というワードが出てきます。 そんなに売れないのだろう
かと思いつつ、私も試しに出品してみましたが、初日3日で6点売れ、思ったより売れることを実感しま
した。 新品未開封のものや高額ブランド品を安値で売れば、すぐにでも買い手がつくことは想像でき
るかと思います。しかし、. 私が初日3日で売ったものは、使いかけのコスメやノベルティでもらった中古
ポーチでした。
2017年9月22日 . 売れないミュージシャンを売れるミュージシャンに変えるためにはどうすればいいの
か？音楽で成功して脱サラしたい31歳ギタリストを例に、元バンドマンの起業家が解説しました。
商品やサービスの魅力が伝わらないのは、その伝え方に問題があるだけです。伝え方とは、売る方
法をはじめとしたビジネス全般のことを指します。本書は、「人のこころ」をテーマにすることで、ビジネス
に改善を加える具体的な方法を数多く盛り込みました。
売上とブランド力の向上を重視してホームページ作成をしています。中小企業様を中心に、お客様
と誠心誠意向き合って構成からしっかりと考えることで、売上を上げる戦略型ホームページを作成し
ております。
主な著書 『凡人が最強営業マンに変わる魔法のセールストーク』（日本実業出版） 『シュガーマン
のマーケティング30の法則』（フォレスト出版） 『凡人が最強営業マンに変わる魔法のセールノート』
（日本実業出版） 『えびす様 推薦! 販促即効ハウツー105~』(ペーパーバック版) 『日本一のセール
スコンサルタント直伝 最高の営業デビュー』 『仕事も人生も変わる「影響力のある」話し方』 『売れ
ないモノの9割は売れるモノに変えられる』 など多数出版 □ マスコミ掲載履歴. LIXILグループ（TH
友の会）会報誌 「THing（シィング）」連載
2012年11月16日 . ポイントは「売りたい商品のデメリットも言わないと、買ってもらえない」。その他に
も「ドリルを欲しい客にドリルを売っていいとは限らない」「『日本一メリットがある営業マンの〇〇』と名
乗っちゃうのも一つの方法」「美容室で古着のフリマを開催したら、お客様が集まるようになった」「飛

び込み営業ではまず、売るのではなく、相談に乗ってもらうことから始めよう」など、「えっ！？」と思う
方法を、佐藤氏は挙げている。 このほど発売された佐藤氏の新刊著書「売れないモノの９割は売
れるモノに変えられる」（.
2016年6月16日 . 車の買取り屋さんが故障していたり、事故などで壊れた車でも買い取ってくれるこ
とは割によく知られていますが、壊れた時計を高く買取ってくれる業者がいることはあまり知られていま
せん。実は時計でも壊れたものを高く買取ってくれる業者がいるのです。でもどの業者でも高く買
取ってくれるとは限りません。納得のいく高い値段で売却するためには３つの方法がありますから、まず
それを知る必要があります。 目次. なぜ壊れた時計が売れるのか？ 壊れた時計にも売れるものと売
れないものがある; 壊れた.
2017年9月18日 . 日経MJ ２０１７年９月１８日掲載. ブーム生み出す書店の秘密―「自分の分
身」売り込み成長. 全く売れなかったものが、突然、売れだすようになる。なじみの顧客だけじゃなく、
爆発的に周りへと広がる――。そんなムーブメントを何度となく起こしているのが、 . 著者名やタイト
ルが見えないように本をＰＯＰ（店頭販促物）で覆い隠す発想がウケ、３０万部超、６５０書店が取
り扱った「文庫Ｘ」を生んだ長江貴士店員… . その商品を売るチャンスを与えることは、社員の一生
を変えるほどのインパクトがあるのだ。
2013年9月23日 . 営業と顧客の関係が良好で、信頼と安心が感じられる場合に顧客は発注をす
るようになる。 現代では価格競争が非常に . このセールスから買いたい」と同じものを高い値段で買
うという人はゴマンといるのだ。 このような経験はないだろうか。 大手の電器屋で接客をしてくれた店
員が非常に親切だったから. 同じものをネットで購入したほうが安い値段で買えると知っているにもか
かわらず. その場で「その人から」購入した . ある営業の方は九割雑談で一割が仕事の話だと言って
いた。 極端に言ってはいるが.
2013年9月20日 . 検索キーワードがないですから、SEOもキーワード広告も仕掛けられませんし、 そ
もそもネットで購入する必要もない100ショップで代替できちゃうような商品ですから、 いくらページをキ
レイに作り込んでも、売れないという状況は変わりません。 こういう「何をやっても売れない」という商
品は、 おそらく、世の中の商品の9割ぐらいは占めているのではないと思っています。 ええ、ここが一
番ボリュームとして多い商品ゾーンなんです。 だから、ネットでモノを売る商売って、とっても難しいんで
すよね。 と、このよう.
2017年7月10日 . また、時期がまったく違う季節物はアクセスが少ないのは当たり前のことですので、
根気強く販売し続けて売れる時期が来たら再出品をして新着商品に表示されるよう努力をしましょ
う。 考えられる要因：②検索キーワード不足 「需要はあるはずだし今売れてもおかしくないような商
品なのにアクセスが少ない」となると、もしかすると検索キーワードが全く入っていないのかもしれませ
ん。 フリマアプリでもネット通販でも、ユーザーの9割は検索窓から欲しい商品のキーワードを入力し、
検索で表示されたものの中.
つまり購入したものを買い取ってくれる質屋だったり、オークションなどに出品して現金に換えるか、業
者が指定する商品をご自身が必要な金額で購入してその差額を業者がキャッシュバックしてくれると
いう仕組みのどちらかです。 簡単にまとめると .. も少なくはないようです。またオークションなどでも８
～９割前後での販売が平均となってます。 .. 信頼できる買取業者や買取サイトが見つかれば転売
も良いと思えますし、売れる商品を見分けられるようになればこれだけでも困らないくらいになりそうで
す。 ただ、時間があること.
2017年8月29日 . 世の中には、自分のためにはなるけど、お客さんや会社のためにはなっていない、
ということもざらにある。 そこを三方良しというバランス感覚で進めるのが近江商人だ。 「資本主義の
スタイルより日本の営業スタイルが好きで、今そこを学んでいる最中です」. “ビジネス”ではなく”商
売”という感覚ということだろうか。 “無理に売るな、客の好むものを売るな、客のためになるものを売
れ” “良きものを売るは善なり、良き品を広告して多く売ることはさらに善なり” 長く続けるためには相
手が喜ぶことをした方がいい。
売れないモノの9割は売れるモノに変えられる. 欲しいものリストに入れる. 本体価格 1,300円. 税込
価格 1,404円. 在庫あり. 本商品はお取扱いショップサイトで購入いただけます。 本体価格は実際
の販売価格と異なる場合があります。お取扱いショップサイトでご確認ください。 ネットWAONポイン

トは、お取扱いショップサイトでご確認ください。 在庫数、商品詳細、ご購入、配送方法はお取扱
いショップサイトでご確認ください。 商品により、購入可能な最小・最大個数が設定されている場合
があります。 ショップ: 未来屋書店.
売れないモノの９割は売れるモノに変えられる/佐藤昌弘」の通販ならLOHACO（ロハコ）！ ミネラル
ウォーター、お茶、ティッシュ、おむつなどの日用品から、掃除機、冷暖房器具などの生活家電まで、
アスクル個人向け通販ならLOHACO（ロハコ）。翌日以降お届け、1900円以上で基本配送料無
料です。
2018年1月14日 . ご覧いただきありがとうございます【売れないモノの９割は売れるモノに変えられ
る】○２０１２年発行○定価：１３００円○サイズ：四六判□ 状態： 若干の反り・ヨレ あり 通読上は問
題なし□ 発送： クリックポスト（全国一律１６４円）※ カバーにはアルコール除菌を施してお届けしま
す※ 不明な点はご質問ください よろしくお願いします.
ヤフオク転売では、オークファンで実際に売れている物を調べて、そこから転売で売れるものを仕入れ
ると言う流れでした。つまりオークファンと言うサイト一つだけを徘徊すれば、十分だったんですね。 た
だ、アマゾン転売で売れるものを調べる場合は、そうではなくって、アマゾンとモノレートを行き来する事
が大事です。 と言うのは、オークファンは、リサーチと言う意味合いで使うサイトだったのですが、アマゾ
ン転売のモノレートは、売れるものか、売れないものか。を確定する際に参考にするサイトなんです
ね。だからモノレート.
2017年7月16日 . 今回はそんなミンネの出品者側の売れない状況を売れる状況に変えるための方
法をまとめてみました。 . ミンネに出品されている商品を購入するには、PCかスマホで商品を検索し
て気に入った物を買うのですが、現在ではスマホからの比率が約9割になっているそうです。 .. 気軽に
始められる、趣味がお小遣い稼ぎになるという点で、OLの副業や主婦のお小遣い稼ぎとして一気に
広がったミンネを含むフリマアプリですが、売れている商品の類似品など、安くて質を落とした物が出
回るようになりました。
2015年9月10日 . 第9回 "良いモノを作れば売れる"時代の終焉 - 企業が今後勝ち抜くためには. PR -. さて、本連載ではここまで計8回に渡り、コンテンツマーケティングの定義や . いいものを作ること
は大前提であり、それだけでは売れないのです。では、企業はどうすればよいのでしょうか。 私は、今
後企業に求められることを「顧客 . 既に、アメリカでは企業の9割がコンテンツマーケティングに取り組
んでいるという調査結果もあります。これは、アメリカ企業が、デジタル化とグローバル化といった2つの
トレンドを活用し、.
売れないモノの9割は売れるモノに変えられる. 『売れないモノの9割は売れるモノに変えられる』は、
253回の取引実績を持つグゥさんから出品されました。ビジネス/経済/エンタメ・ホビーの商品で、千
葉県から4~7日で発送されます。 売れないモノの9割は売れるモノに変えられる. prev. next.
2017年7月31日 . 今回紹介するのは、1年以上売れなかった物件の売れなかった原因を突き止め、
「売れる家」に変身させる方法です。 . 9．電話線の場所や数 10．建売物件. 特に重要視するの
が. ①築の古さ ②交通の便 ③（マンションの場合）総戸数が少ない. これらは当てはまれば当ては
まるほど危険度がアップします。 家が売れないのは、物件に問題があるか、不動産会社に原因があ
るか、宣伝 . すぐに変えられることは限られているので、せめて内覧にきた購入希望者からみて良い
印象になる家を目指しましょう。
販促即効ハウツー105~数千社が実践した効果. えびす様 推薦! 販促即効ハウツー105~数千社が
実践した効… 佐藤 昌弘. 登録. 1. 日本一のセールスコンサルタント直伝 最高の営業デビュー ·
佐藤 昌弘. 登録. 27. 凡人が最強営業マンに変わる魔法のセールストーク · 佐藤昌弘. 登録. 4.
仕事も人生も変わる「影響力のある」話し方: あなたの「伝える… 佐藤 昌弘. 登録. 30. 「ストレス
ゼロ」で必ず売れる！ 飛び込み営業術 · 佐藤 昌弘. 登録. 0. 不況の歩き方 · 佐藤 昌弘. 登録.
0. 売れないモノの9割は売れるモノに変えられる.
2016年11月22日 . 話題で品薄なもの. これは別にメルカリに限ったことじゃないけど、話題になってい
るもので、かつ品薄だと本当に即売れることがあります。 以前テレビで「東京防災」という本が人気で
品薄というニュースが流れたので「いらないから売れたらラッキー」くらいの軽い . そもそも頻繁にブラン
ド品を変えるような人はメルカリで得られる端金なんかいらないんだろうなー… . ちなみに私が出品し

ているブランド品の9割は親戚からのおさがり＆親からの処分依頼品なので、それもまたしょっぱい気
持ちになります。
９割の人が店を素通りする. 東京の荻窪で、「Title」という新刊書店を営んでおります。築70年の古
民家を改装した店は、1階が15坪ほどの書店と奥に8席のカフェ、2階がギャラリーとなっています。
Titleが開店したのは2016年1月10日ですので、来年には3年目を迎えます . 全体の数字として本が
売れなくなったということと、いまここで本を売るという個別の行為とは、まったく別の話です。モノを売る
ために他の小売では当然行われていることが、本を売る世界ではまだ行われていないという実感が、
店を開く前からありました。
2014年11月23日 . ストーリーでしっかり伝えなければ、顧客には決して伝わらないのです。 では、
「物語」を使うメリットは何でしょうか？ ①興味を持ってもらえる ②感情移入してもらえる ③記憶に
残る ④オンリーワンになれる ⑤失敗を語ることでより深い共感を得る ⑥イメージを共有できる ⑦口
コミをしたくなるなど７ つのメリットが考えられます。 ソーシャルメディア時代にはストーリーを語り、それ
が共感されれば人が応援者となり、ソーシャリアルでの紹介が始まるのです。 私もソーシャルおじさん
という自分のストーリーをブログ.
阪本啓一著/日本実業出版社『「ありがとう」と言われる商い』小阪裕司著/商業界『売れないモノ
の 9 割は売れるモノに変えられる』佐藤昌弘著/アスコム『事例でわかる!ブランド戦略【実践】講座』
水野与志朗著/日本実業出版社『「一点集中」で中小店は必ず勝てる!』佐藤勝人著/商業界
『お客様から選ばれるウェブ文章術』平野友朗著/日本実業出版社『「 1 回きりのお客様」を「 100
回客」に育てなさい!』高田靖久著/同文館出版『 0 円販促を成功させる 5 つの法則』米満和彦
著/同文館出版『「 A4 」 1 枚アンケートで利益を 5 倍に.
【ケース３】市場と完全にかい離しているケース. 市場が全く求めていないモノを作ってしまったケース
です。ＯＥＭ（委託生. 産）に特化したモノづくりをしてきた企業が自社商品を作ったような場合に多.
く見受けられます。いちから商品づくりをやり直す必要のある状態です。 . 9. □ 地域資源を活用した
事業の事例情報の調べ方. Ｊ－Ｎｅｔ２１「地域資源活用チャンネル」 http://jnet21.smrj.go.jp/expand/shigen/. ⇒地域資源法に基づく認定事業計画の事例情報を網羅的に
調べることが. できます。「新事業創出支援事業ハンズオン.
売れる店」とは何か…永遠のテーマである。様々な見方があろうが、中小小売店にとくに欠けている
のが消費者心理に基づいた仕組みづくりだといわれる。繁盛店が駆使する“つい買ってしまう”仕掛け
とは…。 顧客の心理的ハードルを乗り越える. 売れるお店の心理学. 品揃えがほぼ同じで立地条
件も変わらない２つの店舗…にもかかわらず、時として繁盛店と“閑古鳥の鳴く店”とに画然として分
かれてしまうのはなぜなのか。 結論から先に言おう。 「消費者行動・心理を念頭に置いた売り場づく
り」が出来ているか否かが、その.
これは、竹田陽一先生のランチェスター経営(株)で作成したものです。一深耕営業一にかかるパ
フォーマンス(営業で得られる成果)をーとした場合丶ほかのパフォーマンスでどれくらいの成果が得ら
れるかを、比率で表しています。一深耕営業声のーに対して、「新規開拓営業」のパフォーマンス
は。. 3 (つまり 7 割ダウン)、「新商品開発」が 0 , 7 ( 3 割ダウン)、「事業多角化」が 0 .ー( 9 割ダウ
ン)という結果となっています。私もよく相談を受けるのですが、売上が落ちてくると、会社としては「新
規開拓営業」を頑張ろうとします。
2017年8月22日 . メルカリで「いいね」が付くけど売れない、意味ってあるの？と思われる方も多いか
もしれません。ただ、最近は「いいね」が多くなると、メルカリのTOPに上位 . 検索で下位表示になる
もので「売れない」原因はここにあります。 その1つの仕様変更として、 過去の出品物がランダムで上
位に表示されるようになってきており . 売れない」という状態になる事が多々あります。 画像、説明文
を変えても見られず値下げしても上位に表示されることはなかったのです。 そこで大方の方は商品
ページを再度作成して再.
このピンは、Marketing Tornadoさんが見つけました。あなたも Pinterest で自分だけのピンを見つけ
て保存しましょう！
2016年9月15日 . フリーマーケットで人気が高くて売れるもの. 乳児用衣類. 乳児用衣類はフリー
マーケットだと成長過程の分まで揃えられるので結構人気があります。特にまとめて売るのがおすすめ

です。 タオル. タオルはフリーマーケットで人気のある商品です。贈答品でもらった使い道のないタオル
は、ぜひフリーマーケットで売っちゃいましょう！ 食器. フリーマーケットで食器が人気な理由は、ずばり
セットで買えるからです。贈答品でもらったけど使っていない食器があれば、こちらも売っちゃいましょ
う！ キャラグッズ.
2017年6月12日 . ハードオフ・オフハウスで売れるもの、売れないもの . HARD・OFFで売れたもの.
ハードオフは主にAV機器・楽器・パソコン・家電などを買い取りしてくれます。 買取に出す場合、利
用者があらかじめ電化製品とそれ以外を分けておく必要はなく、衣類や雑貨も全部まとめて買取カ
ウンターお願いすれば、お店側でジャンル分けして . ちなみに以前、ブックオフがパソコンの買い取りを
始めたというテレビCMで見て査定に持って行ったんですけど、Windows8.1以前のパソコンは買い取
れないと断られました。
2015年8月5日 . 営業力がなくても売れる話を前々回にしましたが、今回は、売れない商品をいか
に売るか、がテーマです。これは誰でもできることではありませんが、売れない商品を売ってこそ、真の
セールスと言っていいでしょう。売れない商品を売れる商品に変えるには、安くすればいいってもので
はありません。それ以外の価値を見い出すのです。 7月17日発売『セールスは1分で決まる！』連載
第9回。 . このお在庫セットが好評だったら、「怒られると思ったのに○○地区で大好評だった、お在庫
キャンペーンです。
もしあなたが今からネットビジネスを始めるか、ネットからの安定した収入をまだ得られていない状態
ならあなたは『好きな事をネットビジネスに持ってきてはいけません』 好きな事をビジネスにして成功で
きるのはほんの一握りの人たちだけです。 . なのですが、私達はビジネスのことになるとどうしても特別
な感情が入ってしまいます。 「この商品は絶対に売れる！」 「こんなに良い商品が売れないはずが
ない！！」 ・・・ そうやって9割もの会社は潰れていきます。 本能に逆らうマインドセット#4 ×好きな事
をビジネスにする ○感情.
売れないモノの９割は売れるモノに変えられる』 佐藤 昌弘／アスコム／ 2012年11月／ 1365円（税
込）
2017年9月4日 . 好調だったPCサーバーは2011年度から2015年度の間は増加しているが、2016年
度は約9％減と出荷額が急落している。UNIXサーバー、メインフレームは2012年以降、市場は減
少の一途だ。 国内のサーバー出荷金額の推移（2011年～2016年）. JEITAの調査結果を基に作
成。 [画像のクリックで拡大表示]. こうした「ハード不況」は、サーバーに限ったことではない。ガート
ナーのリサーチ部門主席アナリストの山地正恒氏は「半導体の国内におけるニーズが激減している」
と指摘する。半導体はハード.
2017年1月12日 . メルカリで売れない商品や、急に売れなくなる時ってありますよね。私も現在メルカ
リ歴3ヶ月目ですが、今年に入ってから全然売れなくなりました（笑）とは言っても不用品を売却して
いるだけなので、大体のものは売れて、3割程度が売れ残っている状態です。売れなくなった時、売
れない商品の対処方法について紹介します！
佐藤昌弘の主な著作（既刊）. 著作としては、 『凡人が最強営業マンに変わる魔法のセールストー
ク（日本実業出版）』は、Amazon.co.jpで総合ランキング1位を獲得させて頂き、現在36刷で累計
12.1万部を超えました。 読者の皆さま、書店様、出版社様にご支持いただけたおかげです。 また、
『シュガーマンのマーケティング30の法則（フォレスト出版）』も12刷になり、 『凡人が最強営業マンに
変わる魔法のセールスノート（日本実業出版）』も7.4万部と連絡を頂いています。 もし本を書いて
いなかったら、こんなにも数多くの方々.
2014年11月15日 . せどりの量を質に変える. そして、その経験の中で『旬なジャンル』の傾向を知り、
効率化することで、効果を最大限にしているのです。 例えば、店舗で仕入れたものを電脳でリスト
化してリピート仕入れしたり、アルバイトにノウハウを伝えて組織化したりすることで時給も上がります。
実際にせどりをし . せどりで稼ぐにはモノレート（旧アマショウ）の見方が9割と言っても過言ではありま
せん。そこを .. さらに詳しく読み込むことで、他の人が仕入れられない売れる商品等もも見つける事
ができます。 しかし、この.
そのままで売れるとは限らない. 土地の境界については、測量して境界確定するべきですが、古い家
の場合でもリフォームや解体して売ることを、不動産会社から勧められるかもしれません。 リフォーム

や解体は、してもしなくてもよいため迷うでしょう。 キレイな家や、更地の方が売れやすいのは確実で
も、リフォームや解体には費用がかかり、その費用の分だけ高く買ってもらえるなら、それほど抵抗は
ないはずです。 ところが、手を加えて高くした結果、売れない場合には困ってしまいます。 買主が手
を加えた物件を欲しがる.
【定価85％OFF】 中古価格￥198（税込） 【￥1206おトク！】 売れないモノの９割は売れるモノに
変えられる／佐藤昌弘【著】／中古本・書籍／ブックオフオンライン／ブックオフ公式通販・買取サ
イト。1500円以上のご注文で送料無料。
2015年11月5日 . 弱点＋リカバリー案」のセットで伝える; 7-2.購入リスクとその回避策もセットで伝え
る. 8. おすすめの本. 『ウォール街の狼が明かす ヤバすぎる成功法則』｜著・ ジョーダン・ベルフォー
ト; 『売れないモノの9割は売れるモノに変えられる』｜著・佐藤 昌弘; 『営業の魔法―この魔法を手
にした者は必ず成功する』｜著・中村 信仁; 『トップセールスにはなぜ「いいお客さま」が集まってくる
のか？』｜著・横田雅俊; 『世界トップ営業が明かす 営業マンはお客さまを選びなさい―当たり前だ
けど、やがて“大きな差”がつく34.
売れないモノの9割は売れるモノに変えられる - 佐藤昌弘 - 本の購入は楽天ブックスで。全品送料
無料！購入毎に「楽天スーパーポイント」が貯まってお得！みんなのレビュー・感想も満載。
売れなくて困っています・・・。何とか売れるようになりませんか？」 主に近畿圏で雑貨卸を営んでおら
れるA社様。私たちはまずじっくりとお話をすることにしました。問題の商品は、とあるキーホルダーでし
た。 5年ほど前に大量発注した商品とのことです。その数なんと10,000個。 この5年間というもの全く
売れず、そのほとんどが倉庫に眠ったままになっているそうです。 「もう本当に・・・困っています・・・。何
とか助けてください！」 「大丈夫です。落ち着いてください。方法を考えましょう。まずはその商品を見
せていただけますか」.
2016年3月13日 . 大半の百貨店でスタートしたセール商戦はさらに厳しく、正月三が日の紳士・婦
人服売り場では2ケタマイナスや、店舗によっては「半減」というショッキングな言葉さえ聞こえてくる。
売れない」を「売れる」に変えた平賀源内に学ぶ商品・サービスの差別化のヒント. by M. Miyazaki
on Sep 25, 2015 9:30:00 AM . 市場と競合の分析から成功要因を見つけ、自社の戦略に生かす
分析をするフレームワークに3C分析というものがあります。これは「顧客（Customer）」「競合
（Competitor）」「 . ちょうどその日が丑の日だったことから、「本日は土用の丑、鰻食うべし」と大きく
書いた板を店先に出すよう勧められ、試してみたところ、何とお店は大繁盛！ 本来鰻の旬は、鰻が
冬を越すのに備え、栄養分を蓄える冬。
2015年1月9日 . 売れない不動産なんてない。」 その言葉通り、その物件は程なく売却できた。その
後、いろいろな不動産を見てきたが売却価格が希望を下回ることはあったにしろ、売りに出した不動
産は、そのほとんどが売却できた。「売れないマンション」と評された新築マンションも価格改定なりさ
れて売却されていった。売買が成立するかどうかは需要と供給の関係なので、価格を合わせれば売
ることができた。 ところがここ最近は、 . 売れない不動産」としてまず思う浮かぶのは商業用途のもの
だ。 商業テナントの利用者.
巷に溢れる「９割本」のまとめ・２【ビジネス系】 · リストへ戻る · 前へ 次へ. 出典 atom141421356さ
んがアップロード. 売れないモノの9割は売れるモノに変えられる. 出典：books.rakuten.co.jp.
atom141421356さん; | 2013.04.19; |お問い合わせ · Line · Twitter · Facebook · はてなブックマー
ク. お気に入り追加. この情報が含まれているまとめはこちら.
2016年1月26日 . それと合わせて知識として入れてほしいのが「Amazonランキングの基準」です。 初
心者の方ほど仕入れるのが怖いとか売れるか不安。という悩みがあると思うので、. まずは仕入れが
出来ない・売れないという壁を超えてもらうために一つの指標をお渡しします。 あくまでも基本はモノ
レートの動きを見て分析するのですが、. それを踏まえた上でAmazonランキングを指標に仕入れる商
品を絞っていけば、. 売れないという壁は簡単に乗り越えられるはずです。 ※動画解説をご覧になり
たい方はこちらから.
2017年11月2日 . そもそも多くの人が、自分を商品と考え「自分という商品づくり」に取り組む前の段
階なのでは。そうですね。あくまで僕の感覚ですが、9割以上の人が自分の商品力というものを考え
ていないんじゃないでしょうか…

2017年4月25日 . 成人の9割はむし歯経験者. 数年来だましだましやり過ごしてきた歯の違和感に
耐えられず歯医者に行ったところ、ひどいむし歯と診断され、痛みと恐怖に耐えながら治療をするは
めになりました。むし歯はつらいですし、それに対する処置もつらい。できることなら、むし歯とは無縁の
生活を営みたい。このような願いを抱く人は少なくないでしょう。 しかし、日本においては、成人の9
割以上がむし歯を経験し(1)、80歳で20本以上の歯を有する人は4割足らずです(2)。歯科診療に関
する医療費は年間約2.8兆円.
2016年7月15日 . マンション売れない. 「ご主人の転職」や「お子さんの成長」にあわせ、住んでいた
マンションを売りに出して、住み替える方は意外と多いものです。 ちなみに、国土交通省の統計によ
ると、これまでは「以前の住宅の処分方法」として最も多かったのは「売却」でしたが、近年「そのまま
所有している」人が激増しています。 住み替え前の住宅の処分方法 出典：平成 25 年 住生活総
合調査（速報集計）結果 国土交通省住宅局. 単純に「良い物件で借り手が見つかったので賃貸
経営で収入を得ている」という人もいる.
. に変えられる」. □□ がんばれ建設□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ～建設業専門の業績アップの
秘訣～ 作者；ハタ コンサルタント株式会社 降 籏 達 生□□□□□□□□□□□□□□□□□2012年11月
19日□□□□ お世話になっている皆様いつもありがとうございます。 ハタ コンサルタント株式会社 降
籏です。 □ 〔１〕今週の1冊降籏が読んで感銘した本を紹介しています。 今週は「売れないモノの9
割は売れるモノの変えられる」 佐藤昌弘著です。 この本について詳しく見たい方、購入したい方は
こちら↓
2012年11月1日 . 売れないモノ」を「売れるモノ」に変える. 今回紹介するのは、『売れないモノの9割
は売れるモノに変えられる』（佐藤昌弘著、アスコム）。なんとも強気なタイトルですが、「大手都市ガ
ス会社勤務を経て、住宅リフォーム会社を創業。3年で年商3億まで成長させ、現在は一部上場
企業の経営陣、官公庁、MBAスクールなど多岐にわたるコンサルティングを行なっている」という著
者のプロフィールを確認すれば、これが経験に基づいた持論であることが想像できると思います。 内
容もユニークでおもしろいのですが、.
商品やサービスの魅力が伝わらないのは、その伝え方に問題があるだけです。伝え方とは、売る方
法をはじめとしたビジネス全般のことを指します。本書は、「人のこころ」をテーマにすることで、ビジネス
に改善を加える具体的な方法を数多く盛り込みました。
2015年10月26日 . どうすれば売れるのか？」という相談を受けた。 そこでどのように絞り込むべきかを
聞いたところ、「地域や、チャネルで絞り込むべきだ」との答え。理由を聞いたところ、「特に理由はな
い。とにかく、絞り込むべきだ」と言う。 質問を変えて、その新商品が、自社のどの . と聞くと、9割以
上の確率で異口同音に返ってくる答えは、「よく考えていないが、とにかく問題を解決したい」というも
のだ。今回、深掘りしてお話を伺ってわかったのも、まさに同じケースだった。 ほとんどの場合、売れな
い理由はひとつだけだ。
2017年5月9日 . 今や“俳優”と呼ぶにふさわしいアイドルグループZE：A（ゼア）出身のパク・ヒョンシ
ク。先月初主演を務めたドラマが好評のうちに終了し、俳優として頭角を現した。事実上解散とも
言われるZE：Aメンバーとのつながりや現在の恋愛事情まで語ったインタビュー！ | 「売れなかったのも
運命」…アイドルから俳優へ踏み出したパク・ヒョンシクのインタビュー！

