ロングリスト/ショートリスト作成時の参考情報(意思決定者)

50.0

50.0
40.0

40.0
30.0

30.0
20.0

20.0
10.0

10.0
0.0
70.0

0.0
70.0

50.0

50.0
40.0

40.0
30 0
30.0

30 0
30.0
20.0

20.0
10.0

10.0

︻業者作成資料︼製品に関する一般的な知識・情報
︻業者作成資料︼おおよその予算感に関する情報
︻業者作成資料︼その業者の製品・サービスの特徴︑強み
︻業者作成資料︼その業者の販売実績・事例
︻業者作成資料︼その業者の会社情報︵沿革︑理念︑財務情報など︶
︻業者パンフ・カタログ等︼製品に関する一般的な知識・情報
︻業者パンフ・カタログ等︼おおよその予算感に関する情報
︻業者パンフ・カタログ等︼その業者の製品・サービスの特徴︑強み
︻業者パンフ・カタログ等︼その業者の販売実績・事例
︻業者パンフ・カタログ等︼その業者の会社情報︵沿革︑理念︑財務情報等︶
︻業者サイト︼製品に関する一般的な知識・情報
︻業者サイト︼おおよその予算感に関する情報
︻業者サイト︼その業者の製品・サービスの特徴︑強み
︻業者サイト︼その業者の販売実績・事例

︻展示会

︻展示会

︻展示会

︻展示会

等︼その業者の会社情報︵沿革︑理念︑財務情報など︶

等︼その業者の販売実績・事例

等︼その業者の製品・サービスの特徴︑強み

等︼おおよその予算感に関する情報

等︼製品に関する一般的な知識・情報

︻業者サイト︼その業者の会社情報︵沿革︑理念︑財務情報など︶

︻展示会
︻関連情報・Ｑ ＆Ａサイト︼製品に関する一般的な知識・情報
︻関連情報・Ｑ ＆Ａサイト︼おおよその予算感に関する情報
︻関連情報・Ｑ ＆Ａサイト︼業者の製品・サービスの特徴︑強み
︻関連情報・Ｑ ＆Ａサイト︼企業の導入事例や︑業者の販売実績
︻関連情報・Ｑ ＆Ａサイト︼業者の会社情報︵沿革︑理念︑財務情報など︶
︻専門誌や業界紙︼製品に関する一般的な知識・情報
︻専門誌や業界紙︼おおよその予算感に関する情報
︻専門誌や業界紙︼業者の製品・サービスの特徴︑強み
︻専門誌や業界紙︼企業の導入事例や︑業者の販売実績
︻専門誌や業界紙︼業者の会社情報︵沿革︑理念︑財務情報など︶
同業者など社外で︑この製品・システム等に詳しい人の意見

社内で︑この製品・システム等に詳しい人の意見

︻展示会

︻展示会

︻展示会

︻展示会

等︼その業者の会社情報︵沿革︑理念︑財務情報など︶

等︼その業者の販売実績・事例

等︼その業者の製品・サービスの特徴︑強み

等︼おおよその予算感に関する情報

等︼製品に関する一般的な知識・情報

同業者など社外で︑この製品・システム等に詳しい人の意見

社内で︑この製品・システム等に詳しい人の意見

︻専門誌や業界紙︼業者の会社情報︵沿革︑理念︑財務情報など︶

︻専門誌や業界紙︼企業の導入事例や︑業者の販売実績

︻専門誌や業界紙︼業者の製品・サービスの特徴︑強み

︻専門誌や業界紙︼おおよその予算感に関する情報

︻専門誌や業界紙︼製品に関する一般的な知識・情報

︻関連情報・Ｑ ＆Ａサイト︼業者の会社情報︵沿革︑理念︑財務情報など︶

︻関連情報・Ｑ ＆Ａサイト︼企業の導入事例や︑業者の販売実績

︻関連情報・Ｑ ＆Ａサイト︼業者の製品・サービスの特徴︑強み

︻関連情報・Ｑ ＆Ａサイト︼おおよその予算感に関する情報

︻関連情報・Ｑ ＆Ａサイト︼製品に関する一般的な知識・情報

︻展示会

︻業者サイト︼その業者の会社情報︵沿革︑理念︑財務情報など︶

︻業者サイト︼その業者の販売実績・事例

︻業者サイト︼その業者の製品・サービスの特徴︑強み

︻業者サイト︼おおよその予算感に関する情報

︻業者サイト︼製品に関する一般的な知識・情報

︻業者パンフ・カタログ等︼その業者の会社情報︵沿革︑理念︑財務情報等︶

︻業者パンフ・カタログ等︼その業者の販売実績・事例

︻業者パンフ・カタログ等︼その業者の製品・サービスの特徴︑強み

︻業者パンフ・カタログ等︼おおよその予算感に関する情報

︻業者パンフ・カタログ等︼製品に関する一般的な知識・情報

︻業者作成資料︼その業者の会社情報︵沿革︑理念︑財務情報など︶

︻業者作成資料︼その業者の販売実績・事例

︻業者作成資料︼その業者の製品・サービスの特徴︑強み

︻業者作成資料︼おおよその予算感に関する情報

︻業者作成資料︼製品に関する一般的な知識・情報

0.0
0.0

パッケージ型
（パッケージ型業務用ソフト）

60.0
消耗品・備品型
（オフィスサービス(水、コーヒー等)

60.0

ソリューション型
（ERPシステム）

60.0
主要材型
（半導体(電子部品等)）

60.0

そのうち有益な情報だったもの
探索・参照した/案内された情報

70.0 (%)
70.0(%)

ロングリスト/ショートリスト作成時の参考情報(購買担当者)
50.0
40.0

40.0
30.0

30.0
20.0

20.0
10.0

10.0
0.0
70.0

0.0
70.0
消耗品・備品型
消耗品
備品型
（オフィスサービス(水、コーヒー等)

60.0

50.0

50.0
40.0

40.0
30 0
30.0

30 0
30.0
20.0

20.0
10.0

10.0

︻業者作成資料︼製品に関する一般的な知識・情報
︻業者作成資料︼おおよその予算感に関する情報
︻業者作成資料︼その業者の製品・サービスの特徴︑強み
︻業者作成資料︼その業者の販売実績・事例
︻業者作成資料︼その業者の会社情報︵沿革︑理念︑財務情報など︶
︻業者パンフ・カタログ等︼製品に関する一般的な知識・情報
︻業者パンフ・カタログ等︼おおよその予算感に関する情報
︻業者パンフ・カタログ等︼その業者の製品・サービスの特徴︑強み
︻業者パンフ・カタログ等︼その業者の販売実績・事例
︻業者パンフ・カタログ等︼その業者の会社情報︵沿革︑理念︑財務情報等︶
︻業者サイト︼製品に関する一般的な知識・情報
︻業者サイト︼おおよその予算感に関する情報
︻業者サイト︼その業者の製品・サービスの特徴︑強み
︻業者サイト︼その業者の販売実績・事例

︻展示会

︻展示会

︻展示会

︻展示会

等︼その業者の会社情報︵沿革︑理念︑財務情報など︶

等︼その業者の販売実績・事例

等︼その業者の製品・サービスの特徴︑強み

等︼おおよその予算感に関する情報

等︼製品に関する一般的な知識・情報

︻業者サイト︼その業者の会社情報︵沿革︑理念︑財務情報など︶

︻展示会
︻関連情報・Ｑ ＆Ａサイト︼製品に関する一般的な知識・情報
︻関連情報・Ｑ ＆Ａサイト︼おおよその予算感に関する情報
︻関連情報・Ｑ ＆Ａサイト︼業者の製品・サービスの特徴︑強み
︻関連情報・Ｑ ＆Ａサイト︼企業の導入事例や︑業者の販売実績
︻関連情報・Ｑ ＆Ａサイト︼業者の会社情報︵沿革︑理念︑財務情報など︶
︻専門誌や業界紙︼製品に関する一般的な知識・情報
︻専門誌や業界紙︼おおよその予算感に関する情報
︻専門誌や業界紙︼業者の製品・サービスの特徴︑強み
︻専門誌や業界紙︼企業の導入事例や︑業者の販売実績
︻専門誌や業界紙︼業者の会社情報︵沿革︑理念︑財務情報など︶
同業者など社外で︑この製品・システム等に詳しい人の意見

社内で︑この製品・システム等に詳しい人の意見

︻展示会

︻展示会

︻展示会

︻展示会

等︼その業者の会社情報︵沿革︑理念︑財務情報など︶

等︼その業者の販売実績・事例

等︼その業者の製品・サービスの特徴︑強み

等︼おおよその予算感に関する情報

等︼製品に関する一般的な知識・情報

同業者など社外で︑この製品・システム等に詳しい人の意見

社内で︑この製品・システム等に詳しい人の意見

︻専門誌や業界紙︼業者の会社情報︵沿革︑理念︑財務情報など︶

︻専門誌や業界紙︼企業の導入事例や︑業者の販売実績

︻専門誌や業界紙︼業者の製品・サービスの特徴︑強み

︻専門誌や業界紙︼おおよその予算感に関する情報

︻専門誌や業界紙︼製品に関する一般的な知識・情報

︻関連情報・Ｑ ＆Ａサイト︼業者の会社情報︵沿革︑理念︑財務情報など︶

︻関連情報・Ｑ ＆Ａサイト︼企業の導入事例や︑業者の販売実績

︻関連情報・Ｑ ＆Ａサイト︼業者の製品・サービスの特徴︑強み

︻関連情報・Ｑ ＆Ａサイト︼おおよその予算感に関する情報

︻関連情報・Ｑ ＆Ａサイト︼製品に関する一般的な知識・情報

︻展示会

︻業者サイト︼その業者の会社情報︵沿革︑理念︑財務情報など︶

︻業者サイト︼その業者の販売実績・事例

︻業者サイト︼その業者の製品・サービスの特徴︑強み

︻業者サイト︼おおよその予算感に関する情報

︻業者サイト︼製品に関する一般的な知識・情報

︻業者パンフ・カタログ等︼その業者の会社情報︵沿革︑理念︑財務情報等︶

︻業者パンフ・カタログ等︼その業者の販売実績・事例

︻業者パンフ・カタログ等︼その業者の製品・サービスの特徴︑強み

︻業者パンフ・カタログ等︼おおよその予算感に関する情報

︻業者パンフ・カタログ等︼製品に関する一般的な知識・情報

︻業者作成資料︼その業者の会社情報︵沿革︑理念︑財務情報など︶

︻業者作成資料︼その業者の販売実績・事例

︻業者作成資料︼その業者の製品・サービスの特徴︑強み

︻業者作成資料︼おおよその予算感に関する情報

︻業者作成資料︼製品に関する一般的な知識・情報

0.0
0.0

60.0

パッケージ型
パッケ
ジ型
（パッケージ型業務用ソフト）

50.0

ソリューション型
ソリュ
ション型
（ERPシステム）

60.0

主要材型
（半導体(電子部品等)）

60.0

そのうち有益な情報だったもの
探索・参照した/案内された情報

70.0 (%)
70.0(%)

ロングリスト作成時の重視点

主要材型（電子部品、半導体)

消耗品・備品型（オフィスサービス)

50.0

会員組織等に登録している
展示会やセミナーで話を聞いて良さそうに思った
ウエブ上の広告でよく見聞きする
ＴＶや新聞・雑誌の広告でよく見聞きする
新聞やウエブニュースでよく見聞きする
ヤフーやグーグルのネット検索でリストの上位にくる
営業が情報や提案をもって頻繁に訪問してくる
価格的に安価で済みそう
価格が適正で︑予算の枠内で収まりそう
機能・品質や得られる効果に対して︑費用が安価で済みそう
機能・品質や得られる効果が高そう
企業としての取引先の顔ぶれや実績がすばらしい
これまでの顧客の満足度が高い
自社が抱える課題に関わる○○○の販売に実績がある
先端技術などで業界をリードする印象がある
最近︑勢いのある印象がある
定評のある印象がある
Ｒ＆Ｄや技術革新に関する実績や方針が評価できる
販売網・サービス網が充実している
事業・製品戦略から︑今後の注力領域に魅力を感じる
財務状況や業績の良さから安定感を感じる
歴史・沿革や経営理念に共感できる
同業者など社外で詳しい人からの推薦がある
社内で詳しい人からの推薦がある
社内で利用する立場の人からの要望がある
︵指示はないが︶経営層など上層部が︑要望︑必要としそう
経営層など上層部からの指示がある
購買の際の規則として社内にある既存のリストの使用

0.0

(%)

60.0

ソリューション型（ERPシステム）

パッケージ型（業務用パッケージソフト）

40.0

30.0

20.0

10.0

ショートリスト作成時の重視点

消耗品・備品型（オフィスサービス)

50.0

欲しい情報を手軽に検索・入手できる︵営業員以外
の︶情報提供の仕組みやツールがある
実際に接触した営業員等の︑丁寧で確実な対応
実際に接触した営業員等の︑親身で安心・信頼できそ
うな対応
実際に接触した営業員等の︑知識や能力を感じさせる
的確な対応
営業員等が有能で︑安心・信頼できそうなこと
営業員等が情報や提案をもって頻繁に訪問してくるこ
と
価格的に安価で済みそうなこと
価格が適正で︑予算の枠内で収まりそうなこと
機能・品質や得られる効果に対して︑費用が安価で済
みそうなこと
機能・品質や得られる効果が高そうなこと
企業としての取引先の顔ぶれや実績
これまでの顧客の満足度の高さ
自社が抱える課題に関わる○○○の販売の実績
先端技術などで業界をリードする印象
最近︑勢いのある印象
定評のある印象
Ｒ＆Ｄや技術革新に関する実績や方針
販売網・サービス網
事業・製品戦略など今後の注力領域
財務状況や業績の良さ
歴史・沿革や経営理念
同業者など社外で詳しい人からの推薦
社内で詳しい人からの推薦
社内で利用する立場の人からの理解・納得の得やすさ
経営層など上層部からの承認の得やすさ
経営層など上層部からの指示
社の購買の際の規則として︑候補にすることを決めら
れた企業

0.0

ソリューション型（ERPシステム）

60 0
60.0

(%)

パッケージ型（業務用パッケージソフト）
主要材型（電子部品、半導体)

40.0

30.0

20.0

10.0

最終購買対象製品・サービス評価選定時の重視点（意思決定者）

消耗品・備品型（オフィスサービス)

50.0

欲しい情報を手軽に探索できる情報提供のツール︵ネットやカタロ
グ等︶があること
自社の状況や課題に即した適切な﹁方法﹂︵メディアやツール︑資
料︑実体験など︶の提案や情報提供
自社の状況や課題を良く理解した﹁内容﹂の︑提案や情報提供
自分の立場や責務をよく理解した︑提案や情報提供などの支援
製品・サービスについて︑既定のもののカスタマイズや特注の要請
への柔軟な対応
納期についての要望への対応
︵要件定義や候補業者の洗い出し︑絞り込みの段階から支援しても
らった場合は︶そのときの印象
現場レベルの営業員等よりも上位の︑経営層や部門長などと面会し
た際の印象
試験的な体験利用したときの印象
営業員等が自主的に︑こちらが必要とするサポートや情報提供・提
案をする態度
提案提出後のフォローや追加情報の要請への対応の適切さ︑迅速さ
営業員等の︑丁寧で確実な対応
営業員等の︑親身で安心・信頼できそうな対応
営業員等の︑知識や能力を感じさせる的確な対応
価格的に安価で済むこと
価格が適正で︑予算の枠内で収まること
機能・品質や得られる効果に対して︑費用が安価で済みそうなこと
機能・品質や得られる効果が高そうなこと
これまでの顧客の満足度の高さ
自社が抱える課題に関わる○○○の販売の実績
Ｒ＆Ｄや技術革新に関する実績や方針
販売網・サービス網
事業・製品戦略など今後の注力領域
財務状況や業績の良さ
歴史・沿革や経営理念
同業者など社外で詳しい人からの推薦
社内で詳しい人からの推薦
社内で利用する立場の人からの理解・納得の得やすさ
経営層など上層部からの承認の得やすさ
経営層など上層部からの指示

0.0

ソリューション型（ERPシステム）

60.0(%)

パッケージ型（業務用パッケージソフト）
主要材型（電子部品、半導体)

40.0

30.0

20.0

10 0
10.0

最終購買対象製品・サービス評価選定時の重視点（購買担当者）

消耗品・備品型（オフィスサービス)

50.0

欲しい情報を手軽に探索できる情報提供のツール︵ネットやカタロ
グ等︶があること
自社の状況や課題に即した適切な﹁方法﹂︵メディアやツール︑資
料︑実体験など︶の提案や情報提供
自社の状況や課題を良く理解した﹁内容﹂の︑提案や情報提供
自分の立場や責務をよく理解した︑提案や情報提供などの支援
製品・サービスについて︑既定のもののカスタマイズや特注の要請
への柔軟な対応
納期についての要望への対応
︵要件定義や候補業者の洗い出し︑絞り込みの段階から支援しても
らった場合は︶そのときの印象
現場レベルの営業員等よりも上位の︑経営層や部門長などと面会し
た際の印象
試験的な体験利用したときの印象
営業員等が自主的に︑こちらが必要とするサポートや情報提供・提
案をする態度
提案提出後のフォローや追加情報の要請への対応の適切さ︑迅速さ
営業員等の︑丁寧で確実な対応
営業員等の︑親身で安心・信頼できそうな対応
営業員等の︑知識や能力を感じさせる的確な対応
価格的に安価で済むこと
価格が適正で︑予算の枠内で収まること
機能・品質や得られる効果に対して︑費用が安価で済みそうなこと
機能・品質や得られる効果が高そうなこと
これまでの顧客の満足度の高さ
自社が抱える課題に関わる○○○の販売の実績
Ｒ＆Ｄや技術革新に関する実績や方針
販売網・サービス網
事業・製品戦略など今後の注力領域
財務状況や業績の良さ
歴史・沿革や経営理念
同業者など社外で詳しい人からの推薦
社内で詳しい人からの推薦
社内で利用する立場の人からの理解・納得の得やすさ
経営層など上層部からの承認の得やすさ
経営層など上層部からの指示

0.0

ソリューション型（ERPシステム）

60.0(%)

パッケージ型（業務用パッケージソフト）
主要材型（電子部品、半導体)

40.0

30.0

20.0

10 0
10.0

ソリューション型（ERPシステム）デライト体験一覧（購買担当者）
順位

第１
ステップ

第２
ステップ

第３
ステップ

第４
ステップ

1

製品・サービスについて、既定のもののカ
営業員等の人と接触した際、わかりやい、 自分（私）の立場や責務をよく理解して、
想定していたよりも優れた効果（パフォー
スタマイズや特注の要請を行った際、柔軟
魅力的な説明を行った
提案や情報提供を行った
マンス）を発揮する製品が提供された
に対応した

2

適切な議事録やレポートを提出したり
適切な議事録やレポ
トを提出したり、書
書
営業員等の人に要望や質問をした際、高い 沿革・理念や事業内容など、その企業その 価格に対する要請・条件交渉を行った際、
類や文書を作成する際に不備なく正確なも
知識や能力を感じさせる的確な対応をした ものについての情報も提供した
柔軟に対応した
のを提出した

製品・業者の一次候補を精査して見積を依
業者に選定された後の、契約や、導入に向
営業員等の人と接触した際、丁寧で確実な 頼する企業を絞り込む業務（ショートリス 業者選定時の印象としては、価格は、製品
3
けた準備について、安心できる対応を行っ
対応をした
ト作成）や、その社内説得を支援してもら の機能・品質に比して割安だった
た
う際 よい対応をした
う際、よい対応をした
4

情報に接触した際、活用されるメディアや 提案の提出後、自らフォローする活動や、
社内要求のとりまとめや、概算予算を策定
価格は、導入後に実際に製品が発揮してい
ツール、資料、イベント等の見た目は魅力 追加情報の要請への対応を、適切・迅速に
の支援をしてもらう際、よい対応をした
る品質・機能に比して割安だった
的でわかりやすかった
行った

自社の状況や課題に即した適切な「方法」
」 製品・業者の一次的な候補の洗い出し（ロ
（ 情報に接触した際、活用されるメディアや
納期についての要望に対応し 品質を損な
納期についての要望に対応し、品質を損な
5 （メディアやツール、資料、実体験など） ングリスト作成）や、その社内説得を支援 ツール、資料、イベント等の見た目は魅力
わずきちんと守った
で、提案や情報提供を行った
してもらう際、よい対応をした
的でわかりやすかった

6

自分（私）の立場や責務をよく理解して、 その企業の経営や財務状況に関しても情報 営業員等の人と接触した際、信頼できそう 想定していたよりも高い機能・品質の製品
提案や情報提供を行った
を提供した
な外見や立居振舞いをしていた
が提供された

情報に接触した際、活用されるメディアや
適切な議事録やレポートを提出したり、書
自社の状況や課題を良く理解した「内容」
自社の状況や課題を良く理解した「内容」
7 ツール、資料、イベント等の見た目は魅力
類や文書を作成する際に不備なく正確なも
の、提案や情報提供を行った
の、提案や情報提供を行った
的でわかりやすかった
のを提出した

8

営業員等の「人」以外に、欲しい情報を手
営業員等の人と接触した際、信頼できそう
営業員等の人と接触した際、親身に、安心 製品
製品・システムの導入の際、円滑かつ問題
システムの導入の際、円滑かつ問題
軽に探索できる情報提供の仕組み（ネット
軽に探索できる情報提供の仕組み（ネ
ト
な外見や立居振舞いをしていた
して任せられそうな説明・対応を行った なくその作業を行なった
やリアル）を用意していた

9

情報に接触した際、活用されるメディアや
自社の状況や課題を良く理解した「内容」 営業員等の人と接触した際、親身に、安心 その企業の経営や財務状況に関しても情報
ツール、資料、イベント等の見た目は魅力
の、提案や情報提供を行った
して任せられそうな説明・対応を行った を提供した
的でわかりやすかった

10

導入・購買が決まった後、自社にとっての
営業員等の人と接触した際、親身に、安心
業者選定時の印象としては、価格は、想定 価格は、導入目的に対して発揮している効
製品・業者の要件を定義する際、よい対応
して任せられそうな説明・対応を行った
していた予算に比して割安だった
果（パフォーマンス）に比して割安だった
をした

パッケージ型（業務用パッケージソフト）デライト体験一覧（購買担当者)
順位

1

第１
ステップ

第２
ステップ

第３
ステップ

第４
ステップ

自分（私）の立場や責務をよく理解して、 自分（私）の立場や責務をよく理解して、 試験的な利用体験を要望した際、快く対応 想定していたよりも優れた効果（パフォー
提案や情報提供を行った
提案や情報提供を行った
し、それを円滑に実現した
マンス）を発揮する製品が提供された

製品・業者の一次候補を精査して見積を依
適切な議事録やレポートを提出したり 書 業者に選定された後の、契約や、導入に向
適切な議事録やレポートを提出したり、書
業者に選定された後の 契約や 導入に向
自社の状況や課題を良く理解した「内容」 頼する企業を絞り込む業務（ショートリス
2
類や文書を作成する際に不備なく正確なも けた準備について、安心できる対応を行っ
の、提案や情報提供を行った
ト作成）や、その社内説得を支援してもら
のを提出した
た
う際、よい対応をした
3

営業員等の「人」以外に、欲しい情報を手 自社の状況や課題に即した適切な「方法」
社内要求のとりまとめや、概算予算を策定
想定していたよりも高い機能・品質の製品
軽に探索できる情報提供の仕組み（ネット （メディアやツール、資料、実体験など）
の支援をしてもらう際、よい対応をした
が提供された
やリアル）を用意していた
で 提案や情報提供を行った
で、提案や情報提供を行った

自社の状況や課題に即した適切な「方法」
営業員等の人と接触した際、親身に、安心 営業員等の人と接触した際、わかりやい、 製品・システムの導入の際、円滑かつ問題
4 （メディアやツール、資料、実体験など）
して任せられそうな説明・対応を行った 魅力的な説明を行った
なくその作業を行なった
で、提案や情報提供を行った

5

導入・購買が決まった後、自社にとっての
導入
購買が決まった後、自社にとっての 製品
製品・サービスについて、既定のもののカ
サ ビスについて、既定のもののカ 自社の状況や課題に即した適切な「方法」
営業員等の人と接触した際、信頼できそう
営業員等の人と接触した際
信頼できそう
製品・業者の要件を定義する際、よい対応 スタマイズや特注の要請を行った際、柔軟 （メディアやツール、資料、実体験など）
な外見や立居振舞いをしていた
をした
に対応した
で、提案や情報提供を行った

6

営業員等の人が訪問・面会を設定する際、
営業員等の人に物事を依頼した際、迅速な 営業員等の人に要望や質問をした際、高い
利用者に対する製品説明を依頼した際、わ
スケジュールの要望に対応し、きちんと日
対応を行った
知識や能力を感じさせる的確な対応をした
かりやすく、丁寧に行なった
時を守った

7

営業員等の人と接触した際、わかりやい、 営業員等の人に物事を依頼した際、迅速な 自分（私）の立場や責務をよく理解して、 不具合発生時やメンテナンスで営業員等の
魅力的な説明を行った
対応を行った
提案や情報提供を行った
人に接触した際、優れた対応を行なった

営業員等の人が訪問・面会を設定する際、
提案の提出後、自らフォローする活動や、 導入・購買後、製品・機能のバージョン
自社の状況や課題を良く理解した「内容」
8 スケジュールの要望に対応し、きちんと日
追加情報の要請への対応を、適切・迅速に アップや関連する新製品が発売された際、
の、提案や情報提供を行った
時を守った
行った
有益な情報を提供した

9

営業員等の「人」以外に、欲しい情報を手
営業員等の人と接触した際、親身に、安心 営業員等の人と接触した際、わかりやい、
自分（私）の立場や責務をよく理解して、
軽に探索できる情報提供の仕組み（ネット
して任せられそうな説明・対応を行った 魅力的な説明を行った
提案や情報提供を行った
やリアル）を用意していた

10

営業員等の人が訪問・面会を設定する際、
営業員等の人と接触した際、丁寧で確実な 営業員等の人と接触した際、丁寧で確実な 営業員等の人と接触した際、親身に、安心
スケジュールの要望に対応し、きちんと日
対応をした
対応をした
して任せられそうな説明・対応を行った
時を守った

主要材型（電子部品、半導体）デライト体験一覧（購買担当者)
順位

第１
ステップ

第２
ステップ

第３
ステップ

第４
ステップ

1

営業員等の人と接触した際、わかりやい、 その企業の経営や財務状況に関しても情報 営業員等の人に要望や質問をした際、高い 利用者に対する製品説明を依頼した際、わ
魅力的な説明を行った
を提供した
知識や能力を感じさせる的確な対応をした かりやすく、丁寧に行なった

2

自社の状況や課題に即した適切な「方法」
自分（私）の立場や責務をよく理解して、
営業員等の人と接触した際、親身に、安心 納期についての要望に対応し、品質を損な
（メディアやツール、資料、実体験など）
提案や情報提供を行った
して任せられそうな説明・対応を行った わずきちんと守った
で、提案や情報提供を行った

3

営業員等の「人」以外に、欲しい情報を手
導入・購買後、製品・機能のバージョン
営業員等の人と接触した際、信頼できそう
営業員等の人と接触した際、わかりやい、
軽に探索できる情報提供の仕組み（ネット
アップや関連する新製品が発売された際、
な外見や立居振舞いをしていた
魅力的な説明を行った
やリアル）を用意していた
有益な情報を提供した

4

営業員等の人と接触した際、親身に、安心 自社の状況や課題を良く理解した「内容」 営業員等の人と接触した際、信頼できそう 不具合発生時やメンテナンスで営業員等の
して任せられそうな説明・対応を行った の、提案や情報提供を行った
な外見や立居振舞いをしていた
人に接触した際、優れた対応を行なった

5

情報に接触した際 活用されるメディアや 業者に選定された後の、契約や、導入に向
情報に接触した際、活用されるメディアや
業者に選定された後の 契約や 導入に向
自社の状況や課題を良く理解した「内容」 営業員等の人と接触した際、丁寧で確実な
ツール、資料、イベント等の見た目は魅力 けた準備について、安心できる対応を行っ
の、提案や情報提供を行った
対応をした
的でわかりやすかった
た

6

提案の提出後、自らフォローする活動や、
営業員等の人に要望や質問をした際、高い 営業員等の人と接触した際、親身に、安心
製品・システムの導入の際、円滑かつ問題
追加情報の要請への対応を、適切・迅速に
知識や能力を感じさせる的確な対応をした して任せられそうな説明・対応を行った
なくその作業を行なった
行った

営業員等の人が訪問・面会を設定する際、 営業員等の人が訪問・面会を設定する際、
自分（私）の立場や責務をよく理解して、 営業員等の人と接触した際、丁寧で確実な
7 スケジュールの要望に対応し、きちんと日 スケジュールの要望に対応し、きちんと日
提案や情報提供を行った
対応をした
時を守った
時を守った
自社の状況や課題に即した適切な「方法」 情報に接触した際、活用されるメディアや 営業員等の「人」以外に、欲しい情報を手
自分（私） 立場や責務をよく理解
自分（私）の立場や責務をよく理解して、
8 （メディアやツール、資料、実体験など） ツール、資料、イベント等の見た目は魅力 軽に探索できる情報提供の仕組み（ネット
提案や情報提供を行った
で、提案や情報提供を行った
的でわかりやすかった
やリアル）を用意していた

9

営業員等の人に物事を依頼した際、迅速な 営業員等の人と接触した際、信頼できそう 依頼しなくても自主的に、こちらが必要と 営業員等の人と接触した際、わかりやい、
対応を行った
な外見や立居振舞いをしていた
するサポートや情報提供、提案をした
魅力的な説明を行った

10

営業員等の人と接触した際、丁寧で確実な 営業員等の人に物事を依頼した際、迅速な 業者選定時の印象としては、価格は、製品 営業員等の人に要望や質問をした際、高い
対応をした
対応を行った
の機能・品質に比して割安だった
知識や能力を感じさせる的確な対応をした

消耗品・備品型（オフィスサービス）デライト体験一覧（購買担当者）
順位

第１
ステップ

第２
ステップ

第３
ステップ

第４
ステップ

1

営業員等の人と接触した際、丁寧で確実な 営業員等の人と接触した際、丁寧で確実な 営業員等の人と接触した際、信頼できそう 営業員等の人と接触した際、信頼できそう
対応をした
対応をした
な外見や立居振舞いをしていた
な外見や立居振舞いをしていた

2

導入・購買後 製品・機能のバ ジョン
導入・購買後、製品・機能のバージョン
営業員等の人と接触した際、信頼できそう 営業員等の人と接触した際、わかりやい、 営業員等の人に物事を依頼した際、迅速な
アップや関連する新製品が発売された際、
な外見や立居振舞いをしていた
魅力的な説明を行った
対応を行った
有益な情報を提供した

3

営業員等の人と接触した際、わかりやい、 営業員等の人と接触した際、親身に、安心 営業員等の人と接触した際、わかりやい、 営業員等の人と接触した際、丁寧で確実な
魅力的な説明を行った
して任せられそうな説明・対応を行った 魅力的な説明を行った
対応をした

4

営業員等の人と接触した際、親身に、安心 営業員等の人と接触した際、信頼できそう 自社の状況や課題を良く理解した「内容」 営業員等の人と接触した際、わかりやい、
して任せられそうな説明・対応を行った な外見や立居振舞いをしていた
の、提案や情報提供を行った
魅力的な説明を行った

営業員等の人が訪問・面会を設定する際 導入・購買が決まった後
営業員等の人が訪問・面会を設定する際、
導入・購買が決まった後、自社にとっての
自社にとっての
価格に対する要請・条件交渉を行った際、 営業員等の人に物事を依頼した際、迅速な
5 スケジュールの要望に対応し、きちんと日 製品・業者の要件を定義する際、よい対応
柔軟に対応した
対応を行った
時を守った
をした

6

社内要求のとりまとめや、概算予算を策定 自分（私）の立場や責務をよく理解して、 業者選定時の印象としては、価格は、製品 利用者に対する製品説明を依頼した際、わ
の支援をしてもらう際、よい対応をした 提案や情報提供を行った
の機能・品質に比して割安だった
かりやすく、丁寧に行なった

7

営業員等の人に物事を依頼した際、迅速な 自社の状況や課題を良く理解した「内容」 営業員等の人と接触した際、丁寧で確実な 想定していたよりも優れた効果（パフォー
対応を行った
の、提案や情報提供を行った
対応をした
マンス）を発揮する製品が提供された

8

情報に接触した際、活用されるメディアや
営業員等の人に要望や質問をした際、高い
営業員等
人 要望や質問を た際 高
自分（私） 立場や責務をよく理解
自分（私）の立場や責務をよく理解して、
営業員等 人と接触 た際 親身
営業員等の人と接触した際、親身に、安心
安心
ツール、資料、イベント等の見た目は魅力
知識や能力を感じさせる的確な対応をした
提案や情報提供を行った
して任せられそうな説明・対応を行った
的でわかりやすかった

9

自社の状況や課題に即した適切な「方法」
自分（私）の立場や責務をよく理解して、
営業員等の人と接触した際、親身に、安心 依頼しなくても自主的に、こちらが必要と
（メディアやツール、資料、実体験など）
提案や情報提供を行った
して任せられそうな説明・対応を行った するサポートや情報提供、提案をした
で、提案や情報提供を行った

情報に接触した際、活用されるメディアや
営業員等の人に要望や質問をした際、高い 依頼しなくても自主的に、こちらが必要と 自社の状況や課題を良く理解した「内容」
10 ツール、資料、イベント等の見た目は魅力
知識や能力を感じさせる的確な対応をした するサポートや情報提供、提案をした
の、提案や情報提供を行った
的でわかりやすかった

