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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■■■ 

 4 月ももう終わり、いよいよ年号が「令和」に変わりますね。なじみがない言葉ですが、初めて和書

から引用した言葉だそう。日本がもっとよくなるきっかけになるといいですね。 

◆ 入学式とランドセル ◆ 
息子が小学校の入学式を迎

えました。入学する小学校

は、実は私の母校。同じ小学

校に通うことになるとは、感

慨深いものがありますね。 

私が小学校の時よりも国際

色が豊かになっているよう

で、名簿だけで 20 人ほど外国

籍の子供がいました。日本籍

をもったハーフの子などもいると思うので、実際に

はもっといるでしょう。息子は国際文化にも触れる

ことができるまたと無い経験。楽しいことも、そう

で無いことも含めて、もっと大きく成長してもらい

たいですね。 

 

◆ めいっこの誕生日会 ◆ 
６年生になった姪っ子の誕生日会を姪っ子の家に

招かれてお祝いをしてきました。ただ、この年頃の

女の子に何をプレゼントしたらいいのか、さっぱり

わかりません。そこで妹に連絡して最近の趣味を聞

いてみたところ、「すみっこぐらし」というキャラ

クターが好きということを突き止めました。 

もちろん、私は全く知らないので調べてみると、

東京駅の一番街に専門ショップがあるようです。 

仕事帰りに行ってみたところ、

女性で埋め尽くされている。突入

するのをためらいましたがこのた

めに来たのに手ぶらで帰るわけに

はいかない。なんとか便箋とスタ

ンプをゲット！ 

当日、姪っ子にプレゼントした

ところ予想以上に喜んでくれまし

た。それに気を良くしてビールをかなり飲み、隣の

和室で爆睡。寝れる場所があると、安心してお酒が

飲めますね。 

◆ 野毛へ進出 ◆ 

去年の年末、京成立石で昼から飲んだメンバー

で、３月終わりに野毛に行ってきました。野毛とい

えば、京成立石にならぶせんべろ（千円でべろべろ

に酔える、の略）の街。桜木町駅から地下道を通っ

て野毛に向かうのですが、途中、「ぴおシティ」と

いう建物に直結します。ここは昼からオープンして

いる店が多く、１件目は「石松」という立ち飲み屋

さんへ。お酒もつまみも美味

しいうえにほどよい量で１件

目からかなり飲んでしまいま

した。 

続いて２件目はお腹がす

いたということで東京情熱

餃子というチェーン店。ここである程度おなかに入

れたところで、次

に向かったのが

「もつしげ」。 

ここも有名な居

酒屋。オープンの

タイミングで入店

できましたが、30 分経つと大行列ができていまし

た。そこでカリカリ梅酒サワーという、新しいサワ

ーを食いっと飲む。さっぱりしていてどんどん飲ん

でしまいました。 

最後に向かったのが釣りきんという寿司屋さん。

寿司を数貫いただき、あとはサワーで飲みます。飲

んだ後の寿司はさっぱりで美

味しいですね。12 時から

18:30に解散。最高です。

（今回も寝てしまいましたけ

どね…） 

また一つのん兵衛のための

街を知ってしまいました。まだまだ有名店がありま

すので、また行こうと思います。 
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◆ 追客サプリ ◆ 

メルマガ外注時に気を付けたいこと 
 

メールマガジンを配信している会社も多いと思い

ますが、意外と多いのがメールマガジンの文章作成

を外注しているケース。 

社内で文章を作れる人がいない、リソースがない

という理由で外注しているようです。 

ただ、そういったケースでよく聞くのはメールマ

ガジンを定期的に送ってはいるものの、あまり効果

を感じられないという声です。 

 

メールマガジンから反響は 0％台 

メールマガジンを配信して、お客様が自発的に行

動、反響や電話をするのは 0％台といってもいいす

ぎではないでしょう。 

お客様にとって今まで見たことのない、お得な内

容であれば反応率はもっと高いでしょうが、継続し

てメールマガジンを配信する場合にはそんな奇抜な

内容を出し続けられません。 

それではどの指標を注視してメールマガジンを配

信するべきなのでしょうか？ 

 

見るべきは開封率とクリック率 

お客様はメールマガジンのタイトルを見て、興味

が湧いたお客様はメールを開封し、さらに知りたい

内容であれば HPを訪れて情報を得ようとします。 

ここで大事なことは反響がなくとも、情報を収集

しているお客様は結構いるということです。 

そのため、まずは指標として注視するべきは開封

率とクリック率です。 

私の経験では開封率（メールマガジンを開いてく

れた人の割合）は 20％、クリック率（メールマガ

ジンの本文のリンクをクリックしてくれる割合）は

1%前後が平均です。 

 

メールマガジンを外注すると何が起こる？ 

ただ、メールマガジンのコンテンツ作りを外注す

ると、開封率が 20％を切ることがあります。 

メールマガジンのコンテンツ作り外注する場合、

不動産・住宅業界に詳しい人がいればいいのです

が、精通していない人が作成するケースもありま

す。（むしろそういう人のほうが多い） 

精通していない方が何をもとに作成するのかとい

うと、すでにある WEB上の情報です。 

そういった情報を送付すると、すでに WEB でい

ろいろと調べていたお客様にとっては「なんだ、よ

くある情報しか紹介されていないじゃないか」と感

じてしまい、次回以降は開封しません。そして送る

たびに開封率が下がることになります。 

 

流用しているケースも 

なお、蛇足かもしれませんが、そういったメール

マガジンは、場合によって、作成受託会社が同一の

コンテンツを複数の不動産・住宅会社に提供するこ

とも可能だったりもします。 

 

別の業種になりますが、複数の税理士と名刺交換

したところ、別々の税理士事務所の方から同じ内容

のメールマガジンが送られてきた、なんてこともあ

りました。 

とにかくメールマガジンを出せばいいんだ！と思

っているとそういう状況に陥り、不信をいだかせる

ようなことにもなります。 

 

おススメは営業担当を主人公にしたメールマガジン 

それではどんなメールマガジンを送ればいいので

しょうか？ 

私がお勧めしているのは、営業担当を主人公にし

たメールマガジンです。 

といっても営業担当の自己紹介ではなく、営業担

当が過去の商談で受けたお客様からの質問を披露

し、その回答やアドバイスを紹介する内容です。 

お客様から質問されたことですので、メールマガ

ジンを読む人にとっても興味があることです。 

さらに営業担当のアドバイスを紹介することで、

住宅のプロとしての知識や経験をアピールしていく

ことができます。 

そして、自社の営業担当が受けた質問ですので、

他社と同じ内容になることはほぼありません。 

 

差別化がしづらい現代だからこそ 

商品やサービスで差別化がしづらくなっているの

はご承知の通りです。 

一方で、家を買う時は営業マンで買え、と言われ

ているのに、まだまだ人をアピールできている会社

は少ないように思います。 

お客様にとって担当者は一生の買い物を左右する

大事なパートナーですので、担当者をアピールして

いくメールマガジンをお勧めしています。 

 

そのようなコンテンツを委託で作成してくれる会

社はまだ見当たりませんが、メールマガジンを送る

目的に立ち返っていただき、少なくとも他社と同じ

コンテンツのメールマガジンを送ることは避けるよ

うお気を付けください。 
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◆ まるちゃんコーナー ◆ 

城攻めをしたい、まるやまです(/・ω・)/ 

先日エンターテインメント性を求めて、新宿のと

ある居酒屋さんへ行ってまいりました。 

その名も【乱世の個室戦国武勇伝】！！！…。 

武将に会えるかと淡い期待をしておりましたが、

そこはやはりお会いできず。 

入ってまず一番最初に目に入る

のが、家紋が記された下駄箱。人

気家紋はすぐに埋まってしまいそ

うです。 

靴を脱いで右を向くと早速甲冑

のお出迎え。上杉謙信、真田幸

村、伊達政宗、前田慶次。異空間

さにワクワクです。 

ワクワクしているところ、案内

された席は「本能寺地獄変の間」の織田信長のカウ

ンター席。私が座ったところ

は、左を向くとすぐ横に信さ

まがいるんです。何とも言え

ぬ圧がすごかったです。ちな

みに後ろには明智光秀と森蘭

丸のボックスシートがあり、他にも「夏の陣」「関

ヶ原の合戦」「慶弔出羽合戦」の間、慶次、兼続、

政宗の間も。推しの武将がいると、個室も選びたく

なりますね。 

ちなみに食事でこだわっている部分はやはりメニ

ュー名。産地にちなんだ武将名や合戦名をあてられ

ています。私は川中島の戦い（せいろ蒸し）を注文

しました。上杉謙信と武田信玄をイメージした2種

類のタレが用意されております。料理のお味はふつ

u…美味しかったです！ 

お酒についてもユニークな名前が付けられていま

す。信長や長曾我部のゆかりの地の地酒や、前田慶

次にちなんだハイボール名など、メニューを見てい

るだけでも楽しめます。忍城城主成田氏の娘「甲斐

姫」の選んだお酒ということで「落（胆）城しない

果実酒」とか…。お酒が飲めない方もメニュー眺め

ているだけで楽しめるのではないでしょうか。 

最後は武将（の甲冑）と記念写

真。（歴女とまではいきません

が）歴史好きの自分にとってはこ

のような非日常はいい刺激でし

た。帰りは「討ち取ったなり

～！！！」の掛け声でお見送り。 

刀を構えて甲冑と写真を撮りたい方いらっしゃい

ましたら、是非足を運んでみてください。 

◆ 中華統一の道のり ver.6◆ 
6回目を迎えてしまった中華統一の道のり。天下

を取るためには、中国全土を傘下に収める必要があ

るわけで、一番手っ取り早いのが戦争です。でも、

戦争するというはとてもお金がかかります。戦う人

を雇い、武器をそろえ、戦争中の食事なども準備し

なければいけない。そう、お金と兵糧が必要なので

す。昔からお金と食べ物は大切なんですね。 

挙兵したばかり状態で戦争に臨むと、すぐに財政

が尽き果ててしまいます。そんな状態だと他の国か

ら攻められて…。想像するだけでも恐ろしい。 

そこで戦争という手段に出る前

にやらなければいけないのが国を

豊かにし、収入を増やすこと。そ

う、内政です。ゲームでは国の豊

かさも数値化されていて、（商

業、農業、治水）この数値を上げ

れば上げるほど税収が増えてい

くのです。税収が増えれば雇え

る兵士も増え、戦争中に持っていく兵糧も増えてい

きます。そして、民衆が豊かになっていくので、い

いこと尽くしです。今回は、8名の内政官を任命し

て内政開発したところ、一気に二桁数値が上昇しま

した！まだまだ豊かになっていくので頑張らねば！ 

内政にいそしんでいると、何やら都のほうで不穏

な動きが

起こった

ようで

す。 

反董卓

同盟に対

抗するた

め、今の

都は守るのに

向いていない、という理由で董卓が洛陽を焼け野原

にして勝手に長安に遷都してしまったようです。今

の日本でいうのであれば、東京を焼け野原にして、

富山に都を移したとでも言いましょうか。何十万人

という民衆が故郷を焼け野原にされ強制的に移動さ

せられる。もちろん、言うことをきかない人間は生

きていけません。ここまでやる董卓の悪逆非道ぶり

はすごいですね。皇帝（献帝）の落胆ぶりも仕方あ

りません。 

そんな暴挙をとどめる力がない曹操としては、優

秀な武将を登用し内政に力を入れ、軍備を増強し、

いつの日か飛翔して董卓を打ち、天下を取ることを

誓うのでした。 

200年続いた都が焼け野原に・・・！ 

内政で力を蓄積 
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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。 

・夏井さん…社内手続き、ありがとうございます！ 

・藤井さん…社内手続き、ありがとうございます！ 

・野田さん…勉強会、ありがとうございます！ 

・河野さん…勉強会、ありがとうございます！ 

・佐藤さん…ヒアリング、ありがとうございます！ 

・大向さん…ヒアリング、ありがとうございます！ 

・下平さん…ヒアリング、ありがとうございます！ 

・三田さん…手配・チェック、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！ 

・高田さん…保守、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！ 

・後藤さん…勉強会、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！ 

・髙橋さん…ご紹介ありがとうございます！ 

・髙澤さん…盛り上げありがとうございます！ 

・青山さん…勉強会、ありがとうございます！ 

・石原さん…勉強会、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 ～ 

勘違いして走ってしまいました 

 先日、自転車通勤で走行中、錦糸町駅あたりで突

然のパンク。近くのお店を見つけ修理依頼すると、

1 日かかるとのこと。その日は予定が詰まっていた

ので、翌日の休日に取りに行くことにしました。 

電車で錦糸町駅まで向かうつもりが、息子が一緒

に行きたいと言ってききません。しかも、自転車

で。道は完ぺきに覚えていてそんなに遠くないし、

大丈夫だろうと、私はジョギング、息子は自転車と

いう組み合わせで錦糸町に向かいました。 

 でも自転車とジョギングとは全く違うんです。片

道８km 以上の道のり。考えてみると人生で一度も

この距離を走ったことがない。浅はかでした。ゼェ

ゼェ言いながら 1時間半走ってなんとか到着。今ま

でとまったく違う筋肉を使ったのか、翌日から 3日

間、筋肉痛のため足を怪我したかのように歩いてい

ました。でも意外と走れることもわかったので、週

末ジョギングもやろうかなと検討しています。 

 

頭をさっぱりしたら 

暖かくなってきたので、曽根

田は髪をバッサリ切ったので

すが、予想外に短くなってし

まい、かなり寂しい感じにな

ってしまいました。 

痩せてきていることもあ

り、頼りない印象なので、少

しだけヒゲを伸ばしてみること

にしました。でも自分はあまり

ヒゲが濃くないこともわかり、どうしようか思案中

です。お会いする際、ヒゲが少々伸びているかもし

れませんが、ご容赦いただければ！ 

 

4 期目を終え、5 期目を迎えました 

追客力は 4 月から 5期目を迎えることができまし

た。無事に新しい期に臨むことができたのは、普段

からお付き合いいただいている皆様のおかげです。

謹んでお礼申し上げます。 

 

女性に叫ばれる 

髪を切ってヒゲを伸ばし始めて数日後、会社最寄

りの駅の階段を上っていたところ、前のほうで女性

がスマホを覗き込みながら下ってきました。上り階

段を下りながらスマホいじり、マナーがよろしくな

いなと思い、ぶつかるくらいまで直進しました。す

ると、女性が顔を見上げて私の顔を見るなり「キャ

ッ！」と小さな叫び声。 

私の見た目が相当怖かったのでしょうか。思わず

苦笑いしてしまいました。なるべく威圧感を出さ

ず、にこやかに生活していこうと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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】3か月で 10キロ痩せ、さらに 5キロ

減量を目指しています。やはり影響あるのは食

事。自制心がダイエットに一番大事ですね。 

【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。 

髪を切って「痩せた

ね」という声が続々 


