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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■■■ 

 立春が過ぎて、暖かくなるかと思いきや、雪が降り、真冬のような寒さが戻ってきました。まだまだ

手袋やマフラーが手放せないですね。お体、ご自愛ください。 

◆ 新自転車をゲット！ ◆ 

息子の自転車。3年間乗り回していました。誰

から見ても小さくなってしまったので、買い替え

ることに。3 歳くらいに購入した自転車なので 3

年ほど乗っていたことになりま

す。自宅から亀有や水元公園、

錦糸町、葛西臨海公園とさまざ

まなところまで連れて行ってく

れた相棒。下取りしてもらうと

き、息子は寂しそうな表情。思

い入れはあるようです。 

ただ、そんな気持ちは一瞬

で、新しい自転車に乗り始めたら大興奮。いろん

な計器がハンドル近くについていて、「バイクみ

たいでカッコいいね！」とおおはしゃぎ。7 段ギ

ア付きなので、スピードもかなり速く走れるよう

になるはず。今後は千葉の方にも進出できる。ま

ずは船橋アンデルセン公園を制覇だ！ 

 

◆ 茨城のアイツがやってきた ◆ 

妻が友達からねば～る君グッズをもらってきま

した。ねば～る君は茨城県の納豆をモチーフにし

たゆるキャラ。たまーにテレビにも出演。入浴玩

具だと思ってもらってきたそうですが、箱をよく

見ると、水に入れて 72時間後に

周りの殻が溶けておもちゃが出て

くることが判明。 

速さ重視の世の中に逆行してい

るおもちゃです。 

それでも息子が中を見たい！

というのでとりあえず水に浸し

てひたすら待つことに。 

所要時間の半分、36 時間経っ

たところでようやく、中身が見

えてきました。60時間が経過す

る頃になると、イボのようなも

のが見えてきました。でもあと

12 時間で全容が見えるとは思え

ない。さらに 84時間経過して

も、ほとんど変化なし。冬なの

で乾燥していたのでしょうか。 

再び 108 時間経過まで待つと

ようやく、中身が出てくるほど

の穴が開きました。 

 息子が待ちきれず、とうとう

殻をむいて中身を取り出すこと

に。出来上がりは普通（伸びま

せん）でも、大喜びでした。 

 こんなに時間がかかるなんて

不通はクレームモノです。でも

水をつけてから殻をむくまで、

妻は毎日、友人に写真を送り、

友人も毎日どうなるのか楽しみ

にしていました。逆張りの面白

さ、勉強になりました。 
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◆ 追客サプリ ◆ 

リスティング広告を成功させるために 

ネット追客のサービスを提供している私たち

ですが、ネット集客についての相談もよく持

ち掛けられます。特に多いのがリスティング

広告の運用。先日、ある不動産会社様のネッ

ト集客定例会に参加してきました。 

 

綺麗なレポートで改善施策まであるのに？ 

代理店の報告レポートはとても綺麗にまとま

っていました。 

配色などもふんだんに使われていて、さすが

だな！と勉強になった次第です。 

最後に改善提案もありました。改善施策の提

案をしない代理店もあるので、しっかりとや

っている印象です。  

そんな報告だったので、しっかりと運用して

いると思っていたのですが、少しずつ成果が

悪くなっていました。 

 

レポート報告にないデータはどこに？ 

よくよくレポートを見ると、総花的な内容が

多く、細かい部分に触れていないため何をど

う改善していけばいいのか、よくわからない

状況でした。 

不動産会社側としては、ほとんどの場合、報

告されたレポートについて言及することはで

きますが、報告されていないデータ・レポー

トにどんなものがあるのか、実際に運用をし

ていないと気づかず、指摘できない。それが

リスティング広告を改善できない一つの理由

なのかもしれません。 

 

どちらかが詳しいことが必要 

個人的に、不動産・住宅業界において、リス

ティング広告を成功させるためには、以下の

どちらか一つが必須だと思っています。 

・不動産・住宅会社側（発注者）の担当者が

リスティング広告について詳しい 

・広告運用代理店の担当者（受託者）が不動

産・住宅業界のビジネスに詳しい 

どちらかが、相手の仕事に詳しくないと、お

互いのことがわからず、平行線をたどること

になるからです。夫婦、恋愛関係と同じで、

どちらかの歩み寄りが必要です。 

 

でも両社とも忙しいので 

不動産・住宅会社側の担当者は、リスティン

グ広告だけをやっているわけではなく、ポー

タルサイトの運用、メールマガジンの配信、

その他集客企画に携わっている場合がほとん

どです。 

リスティング広告を理解するためにはまとま

った時間が必要なのですが、他の業務で忙し

く、遠のいてしまうケースが多い。 

 

一方で代理店の担当者は業界関係なく、複数

の企業の運用に携わっていいます。 

そのためいつも忙しくしているので、不動

産・住宅業界のことを勉強していくのは、こ

ちらも時間的に至難。 

打ち合わせ中に PC をバチバチたたいて、他

の案件の指示出しを打ち合わせ中に行ってい

るケースも見受けられます。 

そんな代理店の担当者に、業界のことを学

べ、と言ってもほとんど無理です。 

（なお、毎月数百万円の広告費を払っている

ような会社であれば、各代理店はのどから手

が出るほどお客様にしたいはずなので、必死

に勉強します。資本主義ですね） 

 

業界に詳しい代理店の存在 

あまり数は多くありませんが、業界に詳し

い、業界特化の広告代理店に任せることが一

つの解決策かもしれません。 

業界に特化している運用会社であれば、業界

のビジネスのことは熟知しているはずです。

賃貸と売買、分譲の違いくらいは認識してお

り、求める反響の違いもわかっているはず。 

もちろん、最後は、担当者の人間性や能力を

見る必要はありますので、その点はご注意く

ださい。 
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◆ まるちゃんコーナー ◆ 

甘いものも大好きまるやまです( ^)o(^ ) 

2月といえばバレンタイン。ということで今回ご

紹介するのはラーメンではなく、わずか数十秒でし

ぼんでしまう繊細なお菓子【スフレ】です。 

自由が丘にあるスフレ専門店の【ル スフレ】。

以前は西麻布にも店舗があったそうですが今はここ

だけに。看板には「神様のスフレ」と書かれており

ます。（おお…神様…。） 

店内はウッディーな空間で

椅子の赤が映えてます。落ち

着いた雰囲気は大人がお茶会

するのには丁度良いです。 
オーダー後、コーヒーを飲

みつつ、先に小鍋に入ったソ

ースを混ぜながら待ちます。 

オーダーが入ってから１つ

ずつ丁寧に焼き上げてくれるスフレ。ただ、すぐに

しぼんでしまうため、最高の状態で食べるにはシェ

フと運ぶ人、そして食べる人の連携が重要です。 

そのため、テー

ブルに用意されて

いるランチョンマ

ットには美味しい

スフレの食べ方が

イラスト付きで説

明されています。「スフレを最高の状態で、食べて

いただきたいと努力しております。オーダー後15分

程で焼きあがりますので席を離れないようお願い致

します。」・・・。待ちましょう！ 

15～20分くらい待

ったでしょうか。満

を持して神様のスフ

レの登場です！ぷっ

くりカップからこれ

でもか！と膨らんだ

スフレの姿。大き

い！！！  

スフレが熱いうち

に中央に穴をあけ、

冷たいソースを注い

で、熱いスフレと冷

たいソースを混ぜな

がらいただきます！あつっ…冷たっ！甘すぎず美味

し…しゅわっ！消えた！！！楽しい！！！ 

みなさんも是非、「この瞬間」を楽しんでみては

いかがでしょうか？ 

◆ 中華統一の道のり ver.4◆ 
こんなことを連載していいのか？と思いながら4回

目までやってきた三国志Ⅴの曹操の中華統一。前回

は荀彧（ジュンイク）の登用と紹介までさせてもら

いました。 

 さて、荀彧を登用して1カ月

後、突然事件が発生しました。曹

操の呼びかけを発端に反董卓（と

うたく）同盟が締結されることに

なったのです。 

 なぜ董卓はこんなにも嫌われて

しまったのでしょうか？三国志を語る時、董卓の存

在を抜きにしては語れません。 

 

黄巾の乱で漢王朝が相当弱体化していることを感

じ取った董卓は、中国を実質的に支配してしまおう

と目論みます。黄巾の乱の大戦で、漢王朝にほとん

ど兵士がいない、つまり軍事力がない中で、自分の

軍だけはなるべく無傷で残しておき、軍勢を率いて

都に帰ります。都には董卓の軍しかいない。 

そんな軍事力を背景に、自分を総理大臣にした

り、当時の皇帝を無理やり変更したり、言うことを

聞かない皇后を閉じ込めたり、かつての自分の上司

を毒殺したり、言うことを聞かない人を拷問した

り、勝手に首都を変更したりと、これ以上ない暴虐

無人な振る舞いをします。家族以外の誰からも嫌

われていた存在でした。 

そんな董卓をこのまま

にしてはいけない、とい

う諸侯の思いが合わさ

り、冒頭の反董卓同盟が

締結さました。それぞれ

がいがみ合っている場合

ではなく、とにかくまず

董卓を集中して攻め込も

うというわけですね。こ

れほどまでに嫌われた

董卓、相当にやばかったに違いありません。 

 しかし、董卓はこんなことでは焦りません。な

ぜなら董卓陣営には中華最強と言われた呂布（り

ょふ）がいるからです。どんなに強い軍勢が来よ

うとも、一騎当千の呂布がいれば蹴散らしてくれ

ると思っている董卓。董卓の悪逆を阻止せんとす

る諸侯。もちろん、曹操もその一員です。果たし

て曹操たちは董卓を破ることができるのでしょう

か？

主要 12か国で同盟 



 4 

◆ 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。 

・藤井さん…社内手続き、ありがとうございます！ 

・山尾さん…打ち合わせ準備、ありがとうございます！ 

・荒木さん…フォーマット、ありがとうございます！ 

・早田さん…メール文章、ありがとうございます！ 

・小林さん…ご意見、ありがとうございます！ 

・津久井さん…チラシ作成、ありがとうございます！ 

・太田さん…セミナー、ありがとうございます！ 

・高田さん…開発、ありがとうございます！ 

・吉田さん…運用、提案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した！ 

・島倉さん…制作、ありがとうございました！ 

・森さん……書類作成、ありがとうございます！ 

・森瀬さん…アドバイス、ありがとうございます！ 

・多井中さん…情報、ありがとうございます！ 

・髙澤さん…検定盛り上げ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 ～ 

10 連休の攻防戦 

今年は平成最後の年で、ゴールデンウィークが

10 連休になるそうです。業界的には営業日が減

って大変な一方、外食や観光業は恩恵に預かれる

かもしれません。 

さて、ここで一つの大きな問題が勃発していま

す。我が家でこのチャンスを活かして旅行に行か

ないと！という突き上げが凄まじいのです。自宅

に戻る度に旅行会社のパンフレットが増えます。 

リゾートでバカンスを！というタイプの旅行を

あまり好まない私にとっては他人事で聞いていま

す。ただ、ふと気づいたら今年は結婚 10年の節

目。「スウィートテンダイヤモンド」そんな昭和

のフレーズが頭にチラつきつつ、結婚記念日が

GW 期間なので、それよりも旅行に行く方がいい

のでは？という思いもよぎり思案中です。 

みなさんならどちらですかね！？ 

 

コーエーと LINE Games が提携して大航海

時代を開発中！！？ 

コーエーテクノゲームスと LINE 社が提携
して大航海時代のゲームを作るそうです！ 
大航海時代とは中世ヨーロッパの各国が海

の覇権をかけて全世界に冒険者
や商人、軍船を送り出し、富と

名声を追い求めていた時代。そ
の時代を背景にした「大航海時
代」という 30 年ほど前に第一弾
のゲームがコーエーから発売
され、今でもシリーズが続いている息の長い
ゲームです。（現在の最新はⅤ） 
学生時代、三国志だけでなく、大航海時代

のゲームにも大ハマりしていました。今でも
復刻版が出るとソワソワしてしまいます。
（もちろん V もやりました！） 

2020 年にリリース予定なので、まだ先で
すが気長に待ちながら復刻版を楽しんでみよ

うと思います。 
 

2 月 28 日（福岡）、3 月 7 日（東京） 

LIFULL 注文住宅のセミナー講師予定 

LIFULL HOME’S 注文住宅様主催のセミナーで

講師として登壇することになりました。注文住宅

業界における、ネット追客の必要性について 50

分ほどお話しする予定です。 

LIFULL HOME‘S 注文住宅をご利用中の会社で

あれば、きっと声掛けがあると思います。なお、

福岡については 30 名限定だそうですが、講師経

由で申し込むと優先席が取れるかも！？知れない

ので、興味のある方はご連絡ください！ 

なお、東京のセミナーはまだ詳細が確定してい

ないようで、決まり次第、HP やメルマガなどで

お伝えしていきます！ 

追客力 TEL：03-4455-9265 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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】最近、ゲーム熱が再燃しまずい状況

でした。年末年始のゲーム CM、わかっていて

もやってしまいます… 

【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。 

最もはまったⅡ 


