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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■■■ 
9 月、10 月に襲来した大型台風、皆様、ご無事でしたでしょうか?幸い弊社では大きな被害を受け

ずに済むことができましたが、被害に遭われた方々の早急な復旧を祈願いたします。これを機に会社は
もちろん、自宅の災害対策を練り直したいですね。 

◆恐竜に圧倒されました◆ 
巨大すぎる!上野で開催されていた恐竜博 2019 に
親子二人で参加してきました。7 月中旬から開催さ
れていて大人気との噂。９月になれば涼しくなって
きたしそろそろ落ち着くかなと思っていたのです
が、会場に行ってみるとすごい行列で 90 分待ち。
ディズニーランド?級の行列です。 
やっとのことで建物に入るとそこにも人だかり。恐

竜の本物の化石を目の
当たりにしてみんな目
がキラキラしていま
す。全⾧ 8 メートル以
上の恐竜の化石がそこ
かしこに並んでいるの
は、恐竜ファンでない

私でもすごいなと感
じますね。 

今、日曜日のヒーロー戦隊がリュウソウジャーとい
う恐竜にちなんだストーリーで、毎朝欠かさず見て
いる息子は興味津々。「こ
れ本物?」と何度も聞いて
きました。そして恐竜が生
きていたころの動きを CG
化した映像に興味津々。来
てよかったなと思います。
そしてこの展示会の目玉の
一つである、日本で見つか
った「むかわ竜」の化石も

ありました。最後のお土
産コーナーでガチャガチ
ャを回した息子が当てた
のも「むかわ竜」。当た
りでしょう。私と違って
いい引きをしている息
子。家で嬉しそうに自慢
していました。 
 

◆港区は本気の人ばかり◆ 
港区スポーツセンターという施設が事務所の近所に
あることを知り、先日、仕事帰りに行きました。 
港区はお金持ちの区なので施設がとてもきれい。 
まるでどこかのスポーツジムのように美しい。受け
付けも綺麗な女性ばかり驚きました。 
（江戸川区の場合は年配の方ばかりです） 
 
卓球やバトミントンができるということで、さっそ
くコートに向かいまし
た。階段を上がり、卓球
のフロアに着くと、なん
だか、サポーターをつけ
ている人がたくさん。
「ん?」卓球場の中に入
ってみたらびっくり。試合
をしているがごとく、本気の方々がお互いに打ち合
っています。隣のバトミントンコートも精鋭揃いば
かり。試しに大コートも見てみたら、本気のバレー

ボーラーが練習をして
います。「これはとん
でもないところに来て
しまったか…」。そ
う、本気でスポーツを
している人が集まって
いるのが港区のスポー
ツセンターでした。 

 
遊び気分で来てしまった自分に反省です。マシンが
並んでいるジムフロアに行
き、ひたすら腹筋とハムスト
リングス、広背筋を鍛えまし
た。筋肉痛は 2 日後になっ
たことは言うまでもありませ
ん。もっと気軽に球技がで
きるところ探し中です! 
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◆ 追客サプリ ◆ 
何で選ばれる会社になるのか 
 
先日、弊社の営業がまだ取引のない会社の担当者と
お会いしたときのこと。 
打ち合わせで「今後さらにモノやサービスは溢れ、
それだけでは差別化するのが難しくなってくると思
っています。そんな中で何が大切になってくるかと
いうと人だと認識しています。そういう点で追客力
さんは人を大事にしているから好きですねー。」と
言われました。 
 
私が「お会いしたのは何回?」と聞いたら 2 回とい
う回答でした。 
弊社は IT 分野のサービスを提供していますが、こ
の分野のサービスは、老舗からベンチャーまで沢山
の会社が雨後の筍のように生み出していて、熾烈な
競争が起きています。 
そのため、私たちはサービスはもちろん、人でも選
ばれる会社になりたいと考えているのですが、2 回
目にお会いした方にそれが伝わり、ありがたいと社
内で早速共有しました。 
 
物件情報だけでは選ばれづらい時代に 
話は変わりますが、不動産では同じものは２つとあ
りません。 
そのため、特に売買流通や分譲会社では商品の持つ
力が大きく、言葉を選ばずに言うと、営業力がなく
ても物件の魅力があれば簡単に売れる可能性がある
世界です。 
 
その結果、素行があまりよろしくない営業担当がい
たりするわけですが、しかし、この状況も大きな変
動が起きています。 
 
主に売買流通では、インターネットの台頭によりお
客様は自由に情報を入手できるようになり、どの不
動産会社に問い合わせをしても同じような不動産情
報を紹介してくれることがわかっています。 
だからお客様は物件情報ではなく営業担当、つまり
人で不動産会社選ぶようになってきています。 
 
はじめて不動産業界に飛び込んで営業を始めた方で
も、１０年前なら数カ月で初契約が取れる人が多か
ったのに、今はなかなか初契約が取りづらくなって
いるのは、知識や経験を積み重ねないとお客様に通
用しなくなっているからでしょう。 
お客様の営業担当に求めるレベルは間違いなく高く
なっています。 

分譲住宅は取り扱いが自社のみという事実から、ま
だまだ商品が差別化要因となり得ていますが、売買
流通業では大きな転換期と言えるでしょう。 
 
物件の魅力はもちろん、営業担当者の営業力、人間
としての魅力の２つがあって初めて選ばれるように
なるのではないでしょうか。 
 
人の魅力はどう伝えられるか 
営業力は日々培っていくものですが、人としての魅
力をどう伝えていけばいいのでしょうか。 
簡単なことではないのですが、最近新しい発見があ
りました。 
 
弊社では不動産・住宅会社の営業担当に焦点を当て
たメールマガジンを作成代行しています。 
最近、あるクライアント様から営業担当の自己紹介
をかなりフランクな印象（砕けた）で作ってほしい
と依頼がありました。 
 
かなりフランクというのはどの程度?と疑問をお持
ちだと思いますので、例えば「そりゃそうです!」
とこれまでメールマガジンで見たことがない言葉を
ちりばめたメールマガジンを作りました。 
私自身はお客様が読んだらあまり印象がよくないの
では?と危惧していましたが、実際に配信したとこ
ろ、具体的な数字は割愛しますが、業界平均以上に
開封されており、さらにホームページまで閲覧しに
来る人が多数いらっしゃいました。 
 
メールマガジンは真面目なコンテンツというイメー
ジがありますが、それは作り手が勝手に決めている
ことで、広い目でとらえてみると、今では大企業で
も面白い広告を出していますので、お客様はそうい
ったフランクなコンテンツのほうが興味を持って見
てくれるのかもしれません。 
 
人間としての魅力は直接会った時に初めて伝わるも
のだと思っていましたが、文章の内容はもちろん、
こうした文章の書き方を通じても人の魅力も伝わる
のかもしれない、と気づかされました。（もちろ
ん、受け手によって印象は違うと思います） 
 
人で選ばれる会社はブルーオーシャン 
人で選ばれる不動産会社は私の知る限り、数社しか
ありません。人材育成や周知の仕方がこれまでにな
い方法が求められ、簡単ではないからでしょう。 
だからこそ、今から取り組んで実現できれば強力な
差別化ができるので、ぜひご検討なさってみてくだ
さい。 
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◆ まるちゃんコーナー ◆ 
胃腸炎からのプチ断食→3㎏痩せたまるやまです。 
食べることが取り柄なのに…(;´∀｀) 
 
【赤いお花はお好きですか?】  

皆さんは一面、曼殊沙華の花に囲まれたことは
ございますか?曼殊沙華、そう彼
岸花のことですね。マンジュシャ
ゲ…読み方難しい（小声）。 

彼岸花なんて縁起が悪い?花色
や花姿が炎を連想させることと、
彼岸花が毒をもつということから
怖い迷信が多くある花ですが、花言葉は「情
熱」・「思うのはあなた一人」。素敵じゃないで
すか!そんな曼殊沙華、見頃は9月下旬。東武線の
広告でよく見かけていたのでふらっと行ってみま
した! 
 
【巾着田曼珠沙華まつり】 

場所は埼玉県日高市。高
麗駅から行ける巾着田曼珠
沙華公園では、日本最大級の彼岸花を楽しむフェ
スティバルも開催され、地元グルメや特産品の販
売やステージイベントが行われます。公園にたど
り着くまでもちらほら咲いているのが見えます。
が、園内は…? 

ブワァッ!!!咲き乱れています!まるで赤い絨
毯です!そして人も多い!
人気なんですね。どこまで
行っても曼殊沙華。中には
白い花もあるんですね。そ
して皆さん写真を撮りまく
りです。SNS映えですね。
中には撮り方や良い位置を
教えてくれる人たちもいて
皆さん楽しそうでした。 

奥へ
進んでいくとイベント会場が
ありました。武蔵野うどん、
焼きそば、お茶や栗、地酒
…。美味しいものいっぱい。

ほぼ何も食べられない私には手を出すことができ
ませんでした…ｸｩ。ですが、イベントの空気感を
楽しめたので満足です。非日常を経験できました
し。 

来年のシーズン、是非皆さんにも足を運んでい
ただければと思います! 

◆ 働くペンギン ◆ 
ペンギン…?女性は好きかもしれないけどさ。 

そんな風に思われる方も多いかもしれません。です
が今回はお仕事されている方で、もしかしたら～…
あ～＾＾なんて共感される方も中には…中にはいら
っしゃるかもしれない1冊をご紹介します（業界的
にはどうかわかりませんが）。ペンギン好きはもち
ろん、会社で頑張る方は癒される!読んでスッキ
リ、眺めて可愛い、様々なことに抵抗を見せるテイ
コウペンギンのご紹介。 
 
【何に抵抗しているの?】 

皇帝ペンギンではなくテイコ
ウペンギン。何に抵抗している
かといえば、理不尽なクレーマ
ーや上司とか…。一部をご紹介
すると・・・。 
 
～感情論にテイコウするペンギン～ 
上司「なぜ俺が怒っているかわかるか?」 
ペン「仕事に感情を持ち込んでいるからでは?」 
・・・。文字だけだとなかなか
に言葉が強いですが、このユル
いペンギンが言っているからマ
イルドに感じます。なんか可愛
い。中身を全部話したい気持ち
は山々なのですが、このユルい
ペンギンの絵とともに内容を楽しんでいただきたい
ので、テイコウペンギンってなんだろと思われた方
は漫画をお手に取ってみてください! 
 
◆ ラーメン食べたいよぉ!!! ◆ 
 食事を制限する前、最後に食べたラーメン…。
【横浜家系ラーメン 町田商店】 
 最近、赤地に黒の筆文字で「○○商店」の文字を
見かけていて気になっていたので行ってみました。 
 特徴的なクリーミーで濃厚
なスープ。そして玉ねぎやシ
ョウガの無料トッピング。途
中の箸休めにもってこいです
よ。また、ここは「完まく」
（スープまで全て飲み切る）すると、スタンプ1個
頂けるそうです。スープまで飲み切るのは結構キツ
そう?ですが、シャキシャキ玉ねぎを投下して、途
中ショウガでさっぱりすればいけそうです。（今の
私にはハードですが。）スタンプたまると1杯無料!
早く元気になって食べたいです! 
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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。 
 
・三田さん 声をいただき、ありがとうございます! 
・小林さん 声をいただき、ありがとうございます! 
・遠藤さん 声をいただき、ありがとうございます! 
・佐々木さん ご紹介、ありがとうございます! 
・⾧野さん ご紹介、ありがとうございました! 
・新井さん いつもコメント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、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! 
・佐々木さん 飲食店ご紹介ありがとうございました! 
・⾧岡さん ガイドありがとうございます! 
・石川さん ご参加ありがとうございます! 
・金子さん ご参加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 ～ 
◆断食を再開!◆ 
丸ちゃんが固形物を食べられない中、自分だけ食べ
るのはいいのだろうか。そこで同じ境遇・思いにな
って早く治ってほしい!という願掛けの意味合いも
込めて、私も断食を始めました。以前、ダイエット
競争で 1 週間ほど断食していましたが、今回はどれ
くらいになるのか、丸ちゃん次第。私が餓死する前
に早く治してほしいですね!（体重を落としたいか
ら、というのは内緒です）（曽根田） 
 
◆大航海時代Ⅵ(６)がリリース!◆ 
9 月某日、コーエーテクノゲームスから大航海時代
Ⅵがスマートフォンでリリースされてしまいまし
た!三国志好きな曽根田ですが、大航海時代という
リフレイションゲームも好きな私。15～16 世紀の
ヨーロッパを拠点に帆船を使って交易でお金を稼
ぎ、大きな強い船を買い、海賊や他国の船と戦い、
未開の地を進んでいくゲームです。コロンブスとか
マゼランとかも登場!Ⅲからやり続けていますが、
Ⅵもなかなか面白いゲームになっています。シリー
ズを経験していない人に
もとっつきやすく、油断
していると 1 日中没頭で
きる遊び方も。しばらく
は睡眠不足の日々が続き
そうですが、ご容赦く
ださい!（曽根田） 
 
◆座右の書を紛失!涙◆ 
「運命を拓く」（中村天風）という HIS の澤田さ
んや、今ヤンキースにいる大谷良平も読んで影響を
受けている本があります。私も 5 年ほど前に手に入
れ、常日頃からカバンに入れてい
ます。事あるごとに読み返してい
て、20 回以上は読み返していまし
た。しかし、どこかで置き忘れて
しまったのか、どうしても見つか
りません。新しいものを手に入れ
ればいいのですが、何度も読んで
いた本なので愛着が。もし皆様の
事務所にそんなタイトルの本(文
庫)があったらぜひお知らせください。（曽根田） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
◆景信山・高尾山へ登山!◆ 

10 月 2 日（水）に
第 2 回(仮)曽根田
会と称して総勢 5
名で登山に行きま
した!ガイドは⾧
岡さんにお願い

し、景信山・高尾山と
２つの山を登りました。
なんと⾧岡様以外、登山
は素人。中には初体験の
人も…たくさんの休憩を
はさみながら、⾧岡さん
の絶妙なペース配分で大

きなケ
ガもなく、全員無事に２つの山
を登頂・下山できました。 
帰りに高尾山口駅前にある温泉
で汗を流し、慰労会。ビールが
美味しいことこの上ありませ
ん!今回はガチの企画。ご参加
に心から感謝です! 

【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）、自転車通勤 
【モットー】七転び八起き 
【その他】台風 19 号で自宅が揺れに揺れまし
た。朝、無事に目覚められた時に平穏な生活のあ
りがたみをかみしめました。 

【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。 

プレイヤー同士の海戦が熱い！ 

出発はみんな元気な表情！ 

休憩中。みんな足が… 

ゴールに到達！笑
顔が固い！？ 


