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■■■この曽根田通信は、私達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 4 年目になりました。長年ご覧いただいている方からも、最近ご覧いただいている方か

らも様々な声をいただいているおかげで継続できています。誠にありがとうございます！ 

◆ 箱根に旅行に行きました ◆ 
今年はまったく旅行に行かなかったので、滑り込

みで 11 月に家族で箱根に行ってきました。ちょ

うど紅葉の見頃ということでたくさんの旅行者が

来ていますね。特に海外の旅行者がすごく、登山

列車などは２時間待ちでした。 

 

ロープウェイで大涌谷に差し掛かると煙がモクモ

クと立ち込めてきました。そしてここだけ木々が

枯れている。硫黄などの有

害成分で枯れてしまったん

ですね。つまり生物がいな

い場所なわけで、こんなと

ころにロープウェイを作っ

た先人の方々はすごいなと

思います。 

 

息子も楽しみにしていた絵付け

体験。私も一緒に挑戦した結果

が右の出来上がり。富士山と海

と空をイメージして書いたので

すが、まだまだ名画伯には遠い

…自宅専用で使います。 

 

そして旅の楽しみといえば食事。滞在先のホテル

は女子会開催を推奨するほどたくさんの料理があ

りました。特にすごかったのが、スイーツ。20

〜30 種類以上ありました。食べ盛りの息子は口

の周りにチョコやらクリームやらをべったりとつ

けながらムシャムシャと食べます。ダイエット中

の私は控えていたのですが、息

子の美味しそうに食べる姿を見

て、ついつい甘い物を食べてし

まいました。（しかも全種

類！）味のレベルも高く大満足

でした。 

 
 

◆初の寝台列車◆ 

徳島への出張で初めて寝台列

車に乗りました。サンライズ

瀬戸という寝台列車で、東京

駅を 22 時に出て高松駅に 7

時過ぎに到着する列車です。

写真のように、ベッドが用意

されています。移動時間と睡

眠時間を同じにするという、

一石二鳥の目的で寝台列車に

乗ったのですが、大きな誤算が。電車が揺れて熟

睡できない。大きな揺れがあるたびに起きてしま

う。寝たのか寝てないのかよくわからない状態で

到着。ただ高松駅構内にあるうどん屋さんで食べ

た関西風のだしが身も心も潤してくれて、復活。

いっぱいのうどんにも大きな感謝です。 

 

◆ フードフェスタにて遭遇 ◆ 
年に一度、11 月にお隣の

葛飾区の公園で地元の名店

があつまるフードフェスタ

が開催されます。毎年家族

で参加していますが、今年

はなんとケミストリーの川

畑要さん（写真右）が葛飾

出身ということで大使に選ばれ、フェスタに登壇

していました。すごい観衆が集まる中でトークシ

ョーを終えた後、妻と出待ちをしていると黒山が

出来上がっています。私は遠くから見守っていた

のですが、なんと出待ちをしている人の予想を裏

切って川畑さんは私の横を颯爽と通り過ぎるでは

ありませんか！せっかくだからと撮影した写真が

左のものです。おそらく、その場

では私が一番綺麗に撮影できたの

では？川畑さんが好きという妹に

早速おすそ分けしておきました。 
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 ◆ 追客サプリ ◆ 

既存顧客の情報活用してますか？ 

 

日経産業新聞に、「三菱地所グループ 住宅

系４会員組織を統合」（2018 年 11 月 26 日

発行）という記事が紹介されていました。 

 

三菱地所グループが各社でそれぞれ保管・管

理していた顧客情報を統合。 

これまでは、新築マンションの顧客情報であ

れば三菱地所レジデンスだけで、注文住宅の

顧客情報であれば三菱ホームだけで、といっ

た縦割りで顧客情報を保持していました。 

それをすべて統合して各社で共有できるよう

にした、ということですね。 

  

なぜ、60 万件の顧客情報を統合？ 

何のためにこれをやったのかというのは、記

事にも書いてありますが、 

・新築マンションを購入して 20 年経過した

お客様に、リフォームを提案する。 

・新築マンションを購入したお客様に、現状

の価格相場を定期的に伝え、売却のタイミ

ングで委任を獲得できるようにする。 

・注文住宅を建てたお客様に 30 年後に終の

棲家としての新築マンションを提案する。 

といった、ことが可能になり、お客様のライ

フステージに合わせて提案ができるようにな

るからですね。 

さらに新しく三菱地所グループのアプリも作

成すると書いてありましたので、それ以外に

も商業施設への集客へも役立てていくことに

なるでしょう。 

 

作業は難航を極めたはず 

業界で最大規模とありましたが、これを実現

するには、60 万世帯に対して告知もしてい

るでしょうから、仮に 0.1％でも何かしらの

反応があったら、その対応もかなり大変なこ

とだったのではないでしょうか。 

三菱地所グループは比較的横のつながりがあ

ることも実現できた要因だったのでしょう。 

ほかの財閥系グループの場合、ここまではで

きないのではないでしょうか。（特にグルー

プ内でライバル関係にある場合） 

 

地域密着の企業もデータが必要な理由 

さて、話は超大手企業に端を発しましたが、

今後、規模に関係なく不動産・住宅業界で絶

対に必要な取り組みではないでしょうか。 

人口減が叫ばれて久しいですが、新築需要は

少しずつ減っていくでしょう。 

そうすると例えば新築分譲戸建のみ提供して

いる会社は少しずつ業績が縮小します。 

過去の新築分譲したお客様に対してアフター

ケアとしてリフォーム需要を取り込んでいる

のはその危機感からでしょう。 

 

提携する選択肢も 

一方で、分譲した戸建てが全く関係のない仲

介会社により売却されるケースもよく見聞き

しているのではないでしょうか？ 

これはとてももったいないですよね。 

社内やグループ会社に売買仲介部門が存在し

ない場合、そこまで手が回らないという声も

あると思います。 

そういう場合は、信用できる（ここが大切）

売買仲介会社と提携して、売りたいと考えて

いるお客様を紹介し、win-win の関係を築く

こともできます。 

 

顧客データの整備は今後の事業の基礎工事 

いずれにしても、まずは過去の契約者情報を

一元化するということが不可欠です。 

不動産や住宅会社の場合は、それらをデータ

化しているところはまれかと思いますので、

大変な作業になるかもしれません。 

ただ、今後の事業を継続していくための基礎

工事だと捉えれば必要な投資。 

少しずつでもデータを整備してはいかがでし

ょうか？ 
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◆ まるちゃんコーナー ◆ 

脳内メーカーは常に「食」。まるやまです(*´_`) 

【こだわりのフォーメーション】 

12月はクリスマスですね！皆さんは何して過ごさ

れるのでしょうか？私はクリスマス無視して、仏像

ガチャコレクションをご紹介しますね！ 

都心にある仏教系の某大学に通っていたまるや

ま。構内には禅文化歴史博物館（通称：禅博）があ

り、ガチャガチャが置かれています。友人たちとレ

ッツトライ。そこでGETしたメンバーがこちら。 

センター風神！続いて弥勒菩薩！からの金剛力士

像！そして持国天！（阿修羅ほしかったなぁ…。） 

壁ドン！（ﾄﾞｷﾄﾞｷ） 

↑弥勒菩薩様以外、お顔がいかついですね。 

↓金剛力士像の筋肉や衣文の躍動感は凄いですね。

あと何より肉体美。筋肉最高。 

ちなみに、仏

様にはランキ

ングがあり、

一番上から如

来、菩薩、明

王、天部とな

っており…。 

 

すみません、仏像についての説明なくここまで来

てしまいました。説明はそのうちできればと。 

えっと…皆さんも「心安らぐ仏像を、いつも机の

上に・・・」いかがでしょうか？ 

◆ 中華統一の道のり ver.2◆ 
前回より始めさせてもら

っている曹操の中華統一

までの道のり。やること

は単純です、中国全土に

存在する君主を倒し、す

べての地域を曹操軍の配

下にするのです。上の写

真でいうと真ん中右にあ

る青い地域が曹操配下のエリア。ほかにもいろん

な色がありますね。黒、紫、水色などは他の君主

が統治するエリアです。白いところは空白地帯。

つまり、侍ブルーならぬ、曹操ブルーで中国全土

を染めていけばいいのです。 

ではそのためにはどうすればいいのか？会社と

同じで一人では何もできません。仲間が大事で

す。優秀な仲間が多ければ多いほど戦いや知恵比

べで有利になります。はじめからいる曹操配下の

仲間をまずはご紹介しましょう。 

やはり、会社を起業するのと同じで一番初めにな

るのは身内に近い人間

です。曹操にはたくさ

んの身内や親戚がいま

す。とても強い人たち

が初めからいるので、

この点ではとても有

利。会社でいえば営業に長けている人が多いとい

うこと。でも頭のいい人が

いない。曹操自身は頭がい

いのですが、やはり他の人

の意見というのは大事で

す。会社経営も同じですよ

ね。ブレーンがいたほうが

アイデアが生まれます。 

野に埋もれている優秀な人

はいないだろうか…早速、

曹操配下の陳留という町に

誰かいないか探してみると…いました！「荀

彧」！知力98です！（最高は100です）ほぼ神に

近いレベルの頭のよさ。これは登用（採用のこ

と）しないわけにはいきません！ 

しかし、登用するといっても相性や、組織規模の

大きさなども影響します。今の時代も優秀な人が

小さな会社に入るには社長との相性や将来ビジョ

ンが大切だったりするわけです。こんな優秀な人

が果たして曹操チームに入ってくれるのでしょう

か…？ 

曹操は 1国のみの弱小国 

脳筋軍団が集まる曹操軍 
武力が高いが知力は低い… 

知力 98の神様が町に！ 
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◆ ありがとうのコーナー ◆ 
ここでは弊社の社員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。 

 

・加藤さん……勉強会、ありがとうございました！ 

・河津さん…相談、ありがとうございました！ 

・高田さん…開発、ありがとうございます！ 

・猿山さん…開発、ありがとうございます！ 

・吉田さん…運用、調査ありがとうございます！ 

・久保道さん…運用、ありがとうございます！ 

・内田さん…制作、ありがとうございます！ 

・木村さん…制作、ありがとうございます！ 

・赤石さん…ファイルいじりありがとうございます！ 

・矢田さん…ご足労ありがとうございました！ 

・多井中さん…沢山のご教授ありがとうございます！ 

・津久井さん…打ち合わせありがとうございました！ 

・坂口さん…セミナーありがとうございました！ 

・森さん……調査、集計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 〜 

久しぶりに MA のセミナーに参加 
11 月に久しぶりにマーケティング・ポートメーシ

ョン（以下、MA）のセミナーに参加をしてきまし

た。３つの会社が自社の MA について紹介していた

のですが、面白かったのが、各社のプレゼンのスタ

ート。 

3 社とも業界を絞って MA を提供しているわけでは

ない中で、開口一番のスライドが「マーケティン

グ・オートメーションって難しいと思っていません

か？」だったのです。 

もともと MA は BtoB のビジネスで始まったのが発

端だったので、不動産・住宅業界で運用するために

は難しいと個人的に考えていましたが、どうやら業

界にかかわらず、MA は難しいととらえられている

ようです。 

プレゼンではとにかく、導入する目的と目標を明確

にし、運用する人を専任で置いたほうが成功確率は

高いということでした。不動産・住宅業界ではどう

でしょうか。導入検討中の方、ご参考になさってく

ださい。 

 

ダイエット競争、いよいよ今月決着 
ダイエット競争、いよいよ 12 月 26 日に決着で

す。２か月半と長い期間かと思いきやあっという間

でした。現状は、曽根田がダブルスコアで有利な状

況。しかし、まだどうなるかわかりません。思い思

いにラストスパート中です！ 

結果は次月号にてご報告します！ 

 

大掃除の準備、お済ですか？  
年末年始といえば大掃除。自宅や事務所を綺麗にす

ることはもちろんですが、いつも仕事で使っている

こんなものも綺麗にしてみてはいかがでしょうか？ 

・革靴を洗う（洗えるんですよ！） 

・靴を磨く 

・カバンをクリーニングに出す 

・車や自転車を徹底的に綺麗にする 

実はすべて曽根田が毎年やろうとして、やり損なっ

ていることばかり。 

今年こそは！と胸に抱きつつ、宣言の意味も込めて

ご紹介しました。 

 

 

 

 

 

1/17 開催予定 LUFULL HOME‘S セミナー 
1 月 17 日に札幌で開催される LIFULL 注文住宅の

セミナーで登壇予定です。極寒の北海道。初めての

経験ですが、大丈夫かちょっと心配。 

北海道なので、参加が難しい方もいらっしゃるかも

しれませんが、セミナーに足を運ばれる際には、ぜ

ひご挨拶させてください。 

正式に決まりましたら、メルマガなどでもお知らせ

いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年末年始に英気を養ってまいります 
弊社は 12/28-1/6 まで年末年始のお休みとなりま

す。社員各々、新年からの仕事を行う英気を養って

まいります。 

年始は 1/7(月)からとなりますので、ご協力のほど

よろしくお願いいたします。 

 

【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】東京都江戸川区 

【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】姪っ子が 5 人います。その中の 2

歳の子が最近とてもかわいい。いつも笑顔だか

らでしょうか。私も自然と笑顔になります。 

【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。 


