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■■■この曽根⽥通信は、私がこれまでご縁のあった⽅にだけ差し上げている個⼈通信です■■■ 

 やっと花粉症も終盤に差し掛かってきました。五年ほど前に体質改善して症状が軽くなっていたので
すが、今年は猛烈な⿐⽔とくしゃみでした。体質改善をサボっていたからでしょうか。腸内環境を整え
るため、プチ断⾷していこうと思います。 

◆ 畑仕事に花⾒に⾏ったら ◆ 
今年の桜はあっという間でしたね。ちょっと早め
かなと思いつつ、3 ⽉下旬の農業体験の後、花⾒
に⾏きました。早めの花⾒だったので、花粉⾶散
中のためマスク、さらに農業体験後なので⻑靴と
いう出で⽴ち。2 歳の姪っ⼦と⻤ごっこをして楽
しみました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
写真で⾒ると、完全に変質者ですが、２歳の姪っ
⼦はしっかりと感じ取ってくれたよう怖がらな
い。幸いにもまだ寒さが残る⽇だったので⼈も少
なかったので通報されずに済みました。次からは
せめて靴を履いて花⾒に訪れようと思います。 
 
◆ 詳しい⽅、ご教授ください！ ◆ 
4 ⽉に息⼦が年⻑になりました。⽉⽇が経つのは
早いもので、来年はいよいよ⼩学校です。ただ、
現在、⽗親の私は岐路に⽴たされています。 
 私の住む江⼾川区の公⽴⼩学校に通わせるべき
か（ちなみに私の⺟校）、あるいは私⽴⼩学校に
通わせるべきか。 
 仕事以上に情報収集しています。 

ご存知の⽅もいると思いますが、公⽴の学校はそ
の地域によって荒れていたり、先⽣の熱意も違い
ます。最近では先⽣が投稿拒否なんてこともする
ようです。 
 江⼾川区は、南の⽅、葛⻄⽅⾯はかなり教育熱
⼼な家庭が多いのですが、私の住む北側は… 
 詳しく相談できる⽅、いらっしゃいましたら是
⾮相談させてくだい。 
 
◆ ⼈⽣初ライブ参加！ ◆ 
前職の⽅が趣味でバンド（本⼈はバンドが本職と
⾔います）活動を続けており、ライブに誘われた
ので参加してきました。実はライブハウスは初め
て⼊館。ちょっと緊張しましたが、私みたいなお
っさんも数⼈いたので安堵。⾳楽のジャンルはロ
ック。ライブが始まるとすごい迫⼒でした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
テレビやパソコンなどと違い、⾳楽が内臓に響く
響く。ドラムのパワー、本当にすごい。ベースの
早弾きなども直視すると、すごいなぁテンション
が上がりました。 
残念ながら歌詞はほとんどわかりませんでした
が、とにかく圧倒されました。 
楽器が弾けるのはいいですね。私もリコーダーか
ら再開しようかなとほんのちょっとだけ頭をよぎ
りました。 
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◆ 追客サプリ ◆ 
̶ 頭に汗、かいていますか？ ー 
 
1 年で 8 件２億の取引を実現した不動産会社 
商業界の 3 ⽉号に愛知県にあるオネットという不動
産会社の事例が紹介されていました。 
タイトルは「売りづらい物件ほどネットなら売れ
る！」です。ネットを使って１年間で 8 件成約、２
億円の取引を実現した会社です。 
これだけだと別になんともない数字ですが、驚くべ
きことは社⻑お⼀⼈でこの実績を出しているという
ことです。（他に事務のパート社員 1 ⼈のみ） 
紹介営業？と思いきやすべてネットでの集客。 
 
「⼀⼈でどうやってネット集客？」 
と私も思いました。 
記事に紹介されていた⽅法は⾮常にシンプルで、ペ
ライチという LP（ランディングページ）制作ツー
ルと Facebook を連動させていたそうです。 
 
もう少し具体的な流れとしては、 
１ 徹底的に、購⼊するであろう理想的なお客様を
徹底的に掘り下げる。 
２ その⽅が理想とする⽣活をイメージする。 
３ ペライチで LP を作る。LP の前半は、その物件
での理想の⽣活（住まいではなく）を書き並べ、後
半で物件概要を紹介。 
４ 理想のお客様に向けて FB 広告を出す。 
こんな単純なステップで集客されているのです。 
 
社⻑はアナログ⼈間だそうで、デザインは決してよ
いとは⾔えない。それでも、紙媒体と⽐較して、集
客コストは１桁低くなったそうです。 
さらに、LP が⽬に⽌まった売主から、売却の依頼
も増えている。いい流れですね。 
 
制作会社に任せても成功しない理由 
話は変わりますが、⼤きな不動産会社ももちろん
HP を制作し、ネット集客を⾏っています。 
数⼗万円、場合によっては数百万円の費⽤をかけて
HP を制作したり、リニューアルしたりしますが、
その中でも成功している会社と成功していない会社
があります。 
 

成功しない理由は様々がありますが、私の個⼈的な
意⾒としては、すべて制作会社に丸投げをしている
とうまくいかないケースが多いようです。 
ネットのプロなんだからすべて任せるべきだろう、
という気持ちはわかります。が、制作会社はあくま
で作ることが得意であって、集客が得意なわけでは
ありません。 
制作会社は貴社の強みを知らないし、貴社のお客様
のことを知らないのですから集客に強い HP は作れ
ないのです。 
 
成功と失敗の分かれ⽬は頭に汗をかいているか 
冒頭のオネットが成功できたのは、物件の魅⼒の深
堀り、ターゲットの具体化、WEB への表現⽅法、
すべてを⼀気通貫で⾏ったことにあるでしょう。 
不動産には同じものは⼀つとして同じものはなく、
ひと組でも購⼊すれば成功となります。 
徹底的に絞り込んで具体的に考えたことが成功要因
だと捉えています。 
 
この「考える」という作業は不得意な不動産会社が
まだ多いのが実情です。 
でも裏を返すとチャンスでもあるということ。 
では、どこまで考えればいいのか。極論するとお客
様の⽬に⼊る部分はすべて、⾃社で考えたほうが成
功に近づきます。 
参考までに、考えるべきポイントをあげます。 
 
・顧客像の具体化（注：「全世代、全部のお客様」
とすると⼤⼿に取られます） 
・⾃社の強み（注：「なんでもできる」とすると⼤
⼿に取られます） 
・顧客に与えたい⾃社のイメージ（注：「理想の住
まい」とすると⼤⼿に取られます） 
・エンドのお客様に伝えるキャッチコピー 
・エンドのお客様に伝えるページのコンテンツ 
  
そしてそれらを WEB に落とし込むのが制作会社の
役割と捉えたほうがよいでしょう。 
 
もはやテクニックでは差が出ない時代ですね。 
すでにやられているとは思いますが、改めて、頭に
汗をかく時間、確保してみてはいかがでしょうか？ 
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 ◆ 今⽉の上野◆ エッセンツァイト 
 
ランチ先を探して事務所
から裏通りを歩いていた
ら⾒かけない移動式パン
屋さんを発⾒。実は上野
はパン屋が少ないので
す。（駅にしかない！） 
移動式という⼿があったか！と思い、列に並びまし
た。そういえば、⼩さい頃、野菜をトラック売りさ
ばいている⼋百屋を思い出しますね。（当時はなぜ
か⾚飯も売っていて、それが極ウマでした） 
 

さて、この移動式パン屋。
不安半分、期待半分で列に
並びました。ですが、その
不安は払拭されました。ま
ず、上記の写真を⾒て分か
る通り、パンの種類がこれ

が移動式か！？と思うほどに多い。３０種類以上売
っています。定番パンから
菓⼦パン、そしてクッキー
まで売っている。移動式パ
ン屋として完成度が⾼い。
感⼼してしまいました。 
 
でも⼤切なのはやっぱり味です。事務所にもどって
コーヒーを⽚⼿に⾷べたところ、予想以上に美味し
い。⽢いパンが⼤好きな私は３つすべて⽢いパンを
購⼊しましたが、ものの5分で⾷べ終わってしまう
くらい夢中になって⾷べてしまいました。 
 
調べてみると、添加物を極⼒使わず、店舗を持たず
移動式にこだわって販売しているパン屋さんだそう
です。上野には毎週⽉曜⽇、⽊曜⽇の12:30から30
分だけ停⾞しているという激レアパン屋さん。何だ
か得した気分です。⽉曜⽇、⽊曜⽇の昼は当分、こ
このパンにお世話になりそうです。 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆ 今⽉の名⾔ ◆ 

 これでよしと思ったところに落とし穴がある 

永山勝利（ルートイングループ代表） 

	

キヤノンという会社をご存知でしょうか？カメラを
持っている⽅もいると思います。他にも複合機やさ
まざまな機器メーカーです。業績好調ので 2 期連続
増収増益。でも社⻑は全く喜んでいません。既存事
業の延⻑ではこれ以上の拡⼤は厳しいとの認識で
す。あの最強と呼ばれたトヨタも⾃動運転、という
新しい分野ではどうなるかわかりません。会社も個
⼈も現状に⽢んじるということは、新しい価値を提
供できていないということ、成⻑していないという
こと。常に変化、⾰新の意識を持ち続けないといけ
ないですね。 
 
 

 
◆ 今⽉の本 ◆ 
「伝説のコピーライティング実践バイブル」 
税抜きで4,800円もする本です。⾼い。でも内容が
すごい。700ページにわたり、これでもかというほ
ど、実際に使われた（効果検証済み）のダイレクト
メールが⽇本語訳されているのです。 
 巷にはキャッチコピー（タイト
ル）の書籍はたくさんあり、事例も
たくさんあります。しかしボディコ
ピー（書き出しから⽂章の終わりま
で）に関していうとほとんどありま
せん。 
そういった意味で、成功したダイレ
クトメールのボディコピーが全て紹介されている点
において貴重な本です。過去にマーケターの神⽥昌
典⽒が8万円をかけてアメリカから取り寄せた本と
考えると4,800円は安いと思ってしまいます。 
 
 肝⼼の中⾝ですが、⽇本語訳がおかしいところが
多々あります。原書が70年前の本であることも考え
ると、事例をそのままコピーすることも難しいでし
ょう。読んだ事例をもとに、⾃社に当てはめて変換
できる⽅であればこれ以上ない本だと思います。そ
のままコピーして使えるものが欲しい、という⽅向
きではありませんので、ご注意ください。 
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◆ ありがとうのコーナー ◆ 
ここでは私、曽根⽥が最近お世話になった⽅に改
めてお礼をお伝えさせていただきます。 
 
・松嶋様 アドバイス、ありがとうございます！ 
・茂野さん 場⽴て、ありがとうございます！ 
・北村様 送っていただきありがとうございます！ 
・横井さん 紹介、ありがとうございます！ 
・森瀬さん 紹介、ありがとうございます！ 
・⼩太⼑ いろいろ教えてくれてありがとう！ 
・松丘様 お越しいただきありがとうございます！ 
・福井様 ご馳⾛いただきありがとうございます！ 
・増沢様 ご馳⾛いただきありがとうございます！ 
・太⽥さん 紹介、ありがとうございます！ 
・すーさん ライブ、ありがとうございます！ 
・原⽥さん 絆⾒込顧客、ありがとうございます！ 
・⼯藤様 当選、ありがとうございます！ 
・鈴⽊様 ご意⾒、ありがとうございます！ 
・吉⽥さん いつも、ありがとうございます！ 
・薦⽥さん バナー、ありがとうございます！ 
・⼤越さん 年払い、ありがとうございます！ 
 
他にもここには書ききれない皆様へ。 

〜 発⾏者コラム 〜 
・同じ財布の⽅が続々と 
前号で財布を新調したことをお伝えしましたが、な
んと同じお店で財布を購⼊した⽅が２⼈もいること
がわかりました。よくよく聞くとココファクトリー
は国産では結構有名なお店らしいですね。存じあげ
ず、失礼しました。 
ただ⻑財布だけだと休⽇の持ち運びに困ることが判
明。結局、ファクトリエというもう⼀つのお店で折
りたたみ財布も購⼊しました。 
ただ、持ち運びはするもここ意外と休⽇に財布を使
うことがないこともわかりました。遠出や旅⾏する
ときの出番まで待とうと思います。 
 
・会社⽤電話を機種変して快適です 
前の会社時代からずっと利⽤している仕事⽤PHS。
もう5年以上使っていました。いよいよパカパカの
部分がきちんと開かなくなり（へにゃへにゃに折れ
てしまう）機種変更をしました。新しい携帯電話は
電池の持ちも良く、快適です。機種変更可能なタイ
ミングではぜひ変えるべきですね。 
 
・４期⽬を迎えることができました 
すでにメールなどでもお伝えしていますが、株式会
社追客⼒は 4 ⽉から無事、４期⽬を迎えることがで
きました。ありがとうございました。 
これからもより⼀層粘着⼒⾼く、お客様と接してま
いります。 
 
・⽚道１時間まで⾛れるように 
週末は相変わらず息⼦（５歳）と⾃転⾞で遠出をし
ています。鍛えてきた甲斐あって、ようやく⽚道１
時間くらい⾛れるようになりました。距離にして８
キロくらいでしょうか。⽬標の葛⻄臨海公園は 11
キロちょっと。もう少しで届きそうです。 
⾃転⾞で葛⻄臨海公園まで⾏き、海で遊んで⾃転⾞
で帰る、という⾏軍を夏に予定していましたが、海
で遊ぶことを考えると厳しいかも。（私の体⼒
が・・・）⾃転⾞通勤を増やして、私の体⼒作りし
ていきたいと思います！ 

 

【プロフィール】  
【⽒名】曽根⽥ 太郎 
【会社】株式会社追客⼒ 
【出⾝地】東京都江⼾川区 
【趣味】読書（特に歴史⼩説）、靴磨き 
【モットー】七転び⼋起き 
【その他】今年の GW はみなさん、どこに⾏か
れますか？妻と息⼦が実家に⻑期滞在する予定
なので、私は仕事の GW になりそうです。 

【経歴】⼤学卒業後、会計系コンサル
ティング会社を経て、⼤⼿不動産ポー
タルサイト運営会社に営業として転
職。IT と不動産について学ぶ。その
後、WEB マーケティング会社を経
て、㈱追客⼒を設⽴。営業マンが尊敬
される社会を実現するべく、現在は営
業⽀援システムを開発・提供中。 

※個人通信が不要の方は恐れ入りますが、メール（soneda@follow-up.co.jp）か FAX（03-5539-4783）までご連絡いただければ幸いです。 

「あなた」のこだわり、誰かに教えたいこと、
お待ちしております！ 
 
曽根⽥通信ではあなたからのお便りをお待ちし
ております。通信を読んでいただいた感想、ご
意⾒はもちろん、あなたの「このラーメン屋さ
んが美味しい」「この本を読んで感動した」
「このお菓⼦が⼿放せない」といった誰かに教
えてあげたい事でも結構です。 
 今⽉の私の教えてあげたい事は、⾶騨⾼⼭に
ある渡辺酒造店のチラシです。このチラシがす
ごく奇抜。ネタバレにならないようここでは詳
しく書きませんが、思わずクスッと笑ってしま
うチラシ。商業界という雑誌でチラシ部⾨１位
を取得しています。⽇本酒を買ったことのない
私も楽しくなって、ついつい購⼊してしまいま
した。⼀読の価値ありです。HP で⾒られますの
でぜひ読んでみてください。 
 

曽根⽥太郎 


