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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■■■ 

 曽根⽥通信もいつの間にか 30 号となりました。いつもご覧いただき、コメントをいただく皆様のお
かけです。ありがとうございます。とても過ごしやすい季節になりましたね。休みの⽇は息⼦と⾃転⾞
に乗って出かけています。寒暖の差の激しいときですので、お⾝体ご⾃愛ください。 

◆ ⺟の⽇に餃⼦作り ◆ 
⺟の⽇に私と息⼦で餃⼦を作りました。餃⼦の具
はもちろん、⽪も⼿作りです。⼈⼿が必要だろう
と普段から実家によく来て⺟に⾯倒⾒てもらって
いる妹と姪っ⼦も呼びました。 
 
 餃⼦は⽪作りから。強⼒粉と薄⼒粉を混ぜて作
りますが、粉の状態から⼀つの⽟にするまで慣れ
ない私は 1 時間近くこね回し、すぐにヘトヘト。 
 
 でもこれはまだ序章にすぎません。次に⽟にな
った⽣地を適度な⼤きさに切り分け、具を包む薄
い⽪に変貌させなくてはいけない。これが本当に

⼤変です。切り分けて麺棒で引
き伸ばしていくのですが、なか
なかうまく広がらないし、丸く
ならない。麺棒は⼀つしかなく
時間がかかる。疲れ果てて、お
やつ休憩&お昼寝をはさみ、な
んとか終わらせました。 

 
次に具を
包む⼯程

です。息⼦や姪っ⼦も総出で
⼿伝い。うまく包めない息⼦
や姪っ⼦に包み⽅を教えなが
らだったので時間はかかりま
したが、よい⾷育になったの
ではないかと思います。姪っ
⼦はハート型の⽪を⾒つけて
楽しんでいました。 
 
 そして最後にクタクタになりながらも餃⼦の焼
きの⼯程を私が担当。毎週、餃⼦を焼いているの
で焼き上がりはプロ級です。（ちょっとした⾃
慢）⾷べてみると⾁厚の⽪はとても⾷べ応えがあ

り、普段餃⼦をあまり⾷べない姪っ⼦も美味し
い！と⾔ってたくさん⾷べてくれました。 
 
 結局、昼から夜までずっと餃⼦作り。とにかく
⼤変でしたがみんな楽しそうにやってくれたので
やってよかったかな？ちなみに⺟は終始「⾒てら
れない！」とむしろ落ち着かない様⼦。本末転
倒？次は違う企画に挑戦しようと思います。 
 
◆ 急勾配の坂の向こうに ◆ 
GWに⺟と鎌倉にある銭洗弁財天に⾏きました。
鎌倉に⺟の好きなお菓⼦屋さんがあり、私が銭洗
弁財天のことを最近知ったのがきっかけです。 
 
 銭洗弁財天は、源頼朝が災害で貧困に苦しんで
いた庶⺠を助けるために、夢で神様から告げられ
た場所に建てた社です。この社には名⽔が湧き出
ていていつの頃か、このお⽔でお⾦を洗うと倍に
なるという信仰が⽣まれたそうです。 
 
 鎌倉から徒歩15分ほど歩くと看板が⾒えま
す。やっと到着かと思ったら、勾配35％はあろ
うかという急な坂が待っていました。⾁体的には
まだ若い私は（⾒た⽬は
違いますが）⼤丈夫でし
たが、⺟（推定65歳）は
「登りきれないかも…」
と弱気。 
 
 その道は延々に続くと
思ったのですが、数百メ
ートルも登ると銭洗弁財天に到着。⺟は「よかっ
た…」とほっとした様⼦でした。 
 参拝客はたくさんいましたが、⽬的の５円⽟を
洗い流すことができました。これからもたくさん
のご縁に巡り合える予感がしています。
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◆ 追客サプリ ◆ 

̶ WEBの資料請求は薄い ー 
 
先⽇、あるハウスメーカー様に伺いました。 

お話を伺うと主な集客が総合展⽰場とチラシがメイ

ンでウェブからの来場が少ない、ということ。 

ウェブで資料請求があるものの、歩留まりが悪い

（アポが取れない）というのが課題です。 

 

営業から⾔わせると、WEBの資料請求は薄い。 

ウェブ担当者から⾔わせると、必須項⽬は⼗分ある

し、任意項⽬も記⼊してくれている⼈がいるなら追

客できる。と平⾏線になっている会社も多いのでは

ないでしょうか。 

 

営業は契約に近いお客様から対応する 

営業のゴールは契約をとることです。 

会社によっては、契約獲得に応じて⼤きなインセン

ティブ（成果報酬）を⽤意している。 

そんな営業が考えていることといえば、いかに効率

的に（楽に）契約を取れるか。 

そのため、展⽰場で会うことができたお客様と、

WEBから資料請求したお客様とでは、当然、会う

ことができたお客様への対応を優先します。 

 

営業にとってWEB資料請求は「⼿間がかかる」 

ウェブ担当からすると、展⽰場集客が減少傾向にあ

るのでWEB資料請求したお客様にアプローチして

ほしい、と考えるわけですが、単純にそうならない

ケースも。 

中には、直近のWEB資料請求したお客様よりも過

去の展来場客を優先する場合もあるようです。 

これから来場を促す必要があるお客様より、すでに

来場したお客様を追客した⽅が契約に近い。 

営業の責任者として、判断は間違っていません。 

WEB資料請求したお客様に来場してもらうには、

⼿間ひまがかかるので敬遠するのです。 

WEB担当者の⽅は、それほどに営業にとってWEB

の資料請求は薄いものだと認識していただいたほう

がいいでしょう。 

 

現場の営業に対応させずに・・・ 

そこで、WEBで資料請求したお客様への追客を成

功させるには、営業ではなく、反響営業、あるいは

インナーセールスといった組織を作り、来場・来店

予約数を評価として、WEB資料請求を専任で対応

してもらう体制をとるのが⼀つの解決⽅法です。 

 

⼀⾒⾮効率に⾒えますが、反響営業・インナーセー

ルスの組織を置くと、 

１ WEB資料請求しかないので、対応せざるをえ

なくなる。放置できない。 

２ 全社のWEB資料請求を対応することになるの

で、経験の蓄積が早く、改善が早い。 

３ メールや電話で対応できるため、組織メンバー

は在宅でも対応が可能。 

というメリットがあります。 

 

少数ですが、すでにそのような組織体制となってい

る⼯務店・ハウスメーカーの会社もあるようです。 

そしてそういった会社では少しずつ成果を出してい

るようです。 

 

「営業がWEBの資料請求をしっかり対応してくれ

ない・・・」 

そんな思いを持っていらっしゃるようであれば、対

応する組織を分ける、ということを検討されてみて

ください。
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◆ 今⽉の上野◆ ファンタジスタ 
たまに無性にピザが⾷
べたくなるときがあり
ます。しかし上野に洋
⾷屋さんが少ない。し
っかり調べてみよう、
と出てきたのが御徒町
と湯島の間にある「ファンタジスタ」でした。ファ
ンタジスタはイタリア語で天才、という意味。なか
なか⼤きく出たなと思ったのですが、シェフがピザ
の⼤会で優勝した経験者の持ち主。味は期待できそ
うです。 

 店に⾏ってみると上野や
御徒町にふさわしくない外
観。なかなかおしゃれ。内
装も綺麗。 
 料理はどうか。ピザを注
⽂したのにサラダが⼭盛り
で出てきます。本命のピザ

も⼤盛り。⼀⼈ではなかなか⾷べきれないサイズ。
⼀⼝⾷べてみると、とてもジューシーであるにもか
かわらず、さっぱりしている。ワインにも合います
ね。結局、ペロリと１枚⾷べてしまいました。 
 夜はバルとしての営業もしているようなので、夜
も⼀度⾏ってみようと思います。場所は上野御徒町
駅から徒歩5分ほどのところ。近くには有名な和菓
⼦店が多く、⾷後は有名店「うさぎ」でどら焼きを
いただきました。⾄福な刻を過ごしました。 
 
 

◇ 今⽉の名⾔ ◇ 

僕の人生も、よく恥をかいたんだ。 

君ね、恥をかくことを恐れたら大物にならないよ 

盛田昭夫（ソニー創業者） 

息⼦の⼩学校受験について妻と話をしている時に、
妻から「⼊試に落ちたら周りに知られるのが恥ずか
しい」と⾔われたことがあります。 
 恥ずかしい、と周りを気にしていたら、何もでき
なくなってしまうと答えたのですが、正論すぎるで
しょうか？  
 そういえば、私が初めてテレアポをした時、とて
も怖いし恥ずかしかった覚えがあります。おそらく
⽿を真っ⾚にしていたはず。でも、続けていくと慣

れてくるし、上達します。初めてアポイントが取れ
た時、本当に嬉しかったですね。それがなかったら
今の⾃分はなかった。 
 ただ、私も恥ずかしい…という理由をつけて⼀歩
踏み出せないことが沢⼭あります。そんな時に、こ
の井深さんの⾔葉を思い出そうと思います。 
 
◆ 今⽉の本 ◆ 「殿、利息でござる！」 
今回は本ではなく、映画のご紹介です。 
 AmazonPrimeに映画サービスがあります。おす
すめで出てきた「殿、利息でござる！」が気になっ
て夜中にもかかわらず⾒てしまいました。 
 映画の背景は、江⼾時代に
仙台藩の吉岡宿という宿場町
が窮困に陥り、それを商⼈た
ちが救うべく奔⾛する、とい
うものです。今でいうと、⾃
分の会社が近所の⽅々のため
に奔⾛する、といったところ
でしょうか。利に聡い商⼈が
⾃分の利益を顧みず、村を救うべく⽴ち上がるとは
信じられませんが、それを本当に実現した⽇本⼈が
いたのはすごいですね。 
 内容について触れるのはネタバレになるので、や
めておきますが、宣伝⽤のパッケージ（上の画像）
から受ける印象と本編の内容にかなりギャップがあ
ります。コメディっぽい印象を受けたのですが、内
容はそんなことはない。もちろん、コミカルな部分
もありますが、史実に基づいた真⾯⽬な映画です。 
 話の中に複数の商⼈が役⼈に呼ばれる⼀幕があり
ます。しかし、浅野屋という商⼈は⽬が悪いために
⾏けなかった。それについて役⼈が「駕籠を使えば
よいだろう」と伝えたところ、浅野屋の兄が「⼩さ
い頃に、⾺や駕籠は使ってはいけないと⽗から躾け
られています。その教えは冥加訓というものです」
と回答する場⾯があります。 
 この冥加訓に興味を持って調べてみたのですが、
Amazonや⼀般的な本屋には販売されておらず、⼊
⼿が困難でした。江⼾時代に書かれた本で、現代語
訳がない。それでも諦めきれずに探すと⼤分県の観
光協会の⽵⽥⽀部というところで⾃費出版している
ことがわかり取り寄せました。読んでみたところ、
とてもためになりました。昔の⽇本⼈は⽴派な⽅が
多いですね。少しずつでも、近づいていきたいと思
います。 
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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。 
 
⾼⽥さん ブース⽴ち寄り、ありがとうございます 
横⼭さん ブース⽴ち寄り、ありがとうございます 
⼭崎さん ブース⽴ち寄り、ありがとうございます 
津久井さん ブース⽴ち寄り、ありがとうございます 
藤井さん 社内に相談、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 
松丘さん 事務所まで、ありがとうございます 
⽥川さん ご教授いただき、ありがとうございます 
森瀬さん ランチ、ありがとうございます 
吉⽥さん ご相談、ありがとうございます 
松本さん セミナー、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。 
いつもありがとうございます！ 

〜 発⾏者コラム 〜 
・お祭りで焼きそばを出店していたのは… 
先⽇、息⼦とよく⾏く公園のお祭りにいきました。
お昼ご飯をそこで済ませてしまおうとしたのです
が、かなり混み合っています。 
 お好み焼きを買うために並んでいたのですが、隣
にやきそばの出店がありました。なぜか、そこだけ
切り盛りしている⼈が多く、みんな若い。気になっ
て⾒ていると、みなさん胸元に名札があります。そ
こには⾃分の名前と、その下に⼤⼿デベロッパーの
会社名が記載されていました。 
 デベロッパーの⼈がわざわざこんな⼩さなお祭り
に出店をだすのはなぜ？と疑問に思って調べみた
ら、駅前の再開発を担う予定のデベロッパーの⽅々
でした。 
 再開発は4年後に着⼯が始まります。こんな早く
から地元の⼈の協⼒を得ようとお祭りに出店すると
は驚きました。⼤⼿デベロッパーがダメというわけ
ではなりませんが、こうしたことは地元の不動産会
社や住宅会社にこそ協⼒して欲しいですね。 
 
・私⽴⼩学校を⾒に⾏きました 
 息⼦の⼩学校受験を検討しています。まずは情報
収集ため、ある私⽴⼩学校の説明会に参加したので
すが、驚きの連続でした。まず、設備。廊下が⾮常
に広い、吹き抜けがあり、開放的、教室が広い、ト
イレが綺麗、私が通っていた⼩学校とは雲泥の差。 
 教育内容でも驚きました。英語の授業があります
が、ネイティブの先⽣が数⼈勤務している。そして
授業⾵景を⾒ると、⽣徒も英語で先⽣に答えていま
す。息⼦も私も驚きでした。 
 理科の実験の授業も驚きました。先⽣が⾖電球、
配線、電池を⼦供達に渡して、何も説明せず「⽬の
前にあるもので電球を光らせましょう」とやらせて
みる。そして全員が体験し終わったところで説明。
こんな授業の進め⽅は初めて⾒ました。体験、試⾏
錯誤を重視しているようです。 
 もちろん学校によって違うと思いますが、私⽴⼩
学校と公⽴⼩学校の差をまざまざと感じました。次
回、公⽴⼩学校でも説明会があるので、そちらも参
加して判断したいと思います。 

 

【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】購⼊した財布に汚れを発⾒し、ウェ
ットティッシュで強く拭いたら、⽪クリームま
で取り除いてしまいました。ショックです。 

【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ことは、「瞑想」
です。もともとは禅の実践の⼀つで、アメリカ
で⼤流⾏し、マインドフルネスという名称で逆
輸⼊されて⽇本でも流⾏しています。私は 4 年
前から⾏っています。普段何もしてなくても何
かしら考えてしまうのが⼈間ですが、瞑想をす
ると何も考えない時間を作ることができます。
頭も⼼もスッキリして感情に振り回されること
が少なくなります。特に何か悩みがあった時に
は、悶々と考えてしまうもの。そんな時こそ、
瞑想で頭をスッキリさせてから対処するとスム
ーズに解決できたりします。はじめの頃は慣れ
が必要ですが、ぜひ、お試しください。 
 

曽根⽥太郎 


