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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■■■ 
11 月になり、朝晩の気温差が大きくなってきました。マスクをかけている人も見かけるように。今

年も残りあと 1 ヶ月ちょっと。体調万全で年末を迎えたいですね。暖房をつける日も増えてくると思い
ますが、換気などをしっかり行って、お体、ご自愛ください。 

◆子供のほうが上手◆ 
親子で参加する表現ワークショップに参加してきま
した。子供が全力で表現できる場はかなり希少にな
っていて、こういった場を通じて表現することの楽
しさを体験してもらうのが趣旨だそうです。親子が
それぞれ指一本で鉛筆を挟みながら移動したり、走
ってきたら突然鳥に襲われた時のリアクションをそ
の場で求められたり、大人と子供とが分かれて遊園
地というテーマで静止ジェスチャーをしたりと、
様々な体験をしてきました。15 名ほどいた子供た
ちはみんな興味津々で全力で表現。一方で大人は恥
ずかしさで（私のこと?）表現がぎこちない。 
子供のためと言われまし
たが、これは親のために
開催されたものでは…。 
悔しいので終わってから
全力の笑顔で息子と写真
撮影。思いきると気持ち
いいもんですね。 
 
◆壁面収納を息子と共に設置!◆ 
息子が小学生になり、荷物が増えてきました。子供
部屋は作らない方針のため、リビングに収納を増や
すべく、イケアで棚を６つ購入し、天井ギリギリま
で壁面収納を作ることに。 
妻に組み立ての手を借りることを期待していました
が、妻は荷物（プリント）の整理に没頭。小学 1 年
生の息子は工作が大好きで、こちらから頼まずとも
やりたいと言ってきます。そこで息子に助けを依
頼。すぐに飽きるかなと思っていたのですが、ねじ
回しなど細かい作業などを最後まで手伝ってくれま
した。重い棚をひっくり返したりすることもでき、
力持ちになったなと感心です。 

息子の活躍でなんとか
夕方までに組み立て、
設置まで完了。 
1 年前はちょろちょろ
していた息子。1 年間
の成⾧に目を見張りま
した。 
 
 
 
◆さすが三大と言われる豆大福!◆ 
東京三大豆大福をご存知でしょ
うか?その一つが護国寺の群林
堂というお店。 
先日、護国寺に行く予定があ
り、その豆大福を購入しまし
た。9:30 開店のところ、9 時前
に並んだのにすでに行列。さす
が三大豆大福です。家族にお土産用に購入しつつ、
購入者特権で持ち帰り用に 1 個購入し、その場です
ぐに実食。皮はもちもち、餡は粒餡でたっぷり、豆
の食感が心地よい、それでいて甘さ控えめ。食レポ
が上手でなくて恐縮ですが、言いたいことは美味し
いしさっぱりして、何個でも食べられる豆大福で
す!まさに大人の味。 

家に持ち帰ったものの、妻は
体調が良くなく当日食べられ
ず。翌朝に食べたら皮の部分
がもう固くなってしまってい
た様子。「また買ってき
て!」ということなので、仕
方なく?また買ってこようと

思います。次は、別のお菓子に
も挑戦! 
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力尽きて収納は別日に… 

開店前の行列 
さすがです 

スタッフからも「今日イチの
表現ですね！」と太鼓判。 

お豆たっぷり。 
豆豆しい豆大福。 
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◆ 追客サプリ ◆ 
 
どうしてあの営業のアポイントは 
キャンセルになるのか 
 
あるイベントでたまたま不動産会社の営業の方とお
話しする機会がありました。 
その方のお話を聞くと、お客様とアポイントの予定
はいただけるものの、直前になって延期・キャンセ
ルになることがしばしばあるということ。 
どんな営業の方でも同じ経験をしたことがあると思
うのですが、伺ってみるとアポイントのうち 4 割く
らいは変更になるそう。 
ちょっと異常な数字なので、詳しくアポイント取得
までのお話を聞いてみました。 
 
執念の追客 
その方のアポイント取得に対する執念はすさまじい
ものがありました。 
まず、反響があると即電。 
そこで電話がつながらないとメールを送る。 
ここまでは普通なのですが、翌日以降も毎日、午前
中、夕方に電話を掛けます。 
そしてメールもほぼ毎日送信し、アポイント候補日
を送るということでした。 
そうしていよいよアポイントが取得できるのです
が、直前になって延期・キャンセルされる。 
そんな追客をしているということでした。 
30 年前であれば熱心さを買われたかもしれません
が、現代のお客様は受け入れがたいようです。 
 
なぜお客様はアポイントをキャンセルするのか 
お客様がアポイントを延期・キャンセルする理由は
様々あります。 
本当にのっぴきならない事情で予定を延期せざるを
得ないこともあるでしょう。 
ただ、この営業の方のケースですと、そうした事情
は建前で本当は別の理由で延期・キャンセルをして
いる可能性が高そうです。 
お話を伺った限り、アポイントを獲得できているの
は、いわばお客様との根競べ（こんくらべ）をして
勝利した結果でしょう。 
しかし、そこで勝利しても、お客様の心の中には
「しつこい営業」「アポイントはいつでも取れそ
う」という認識が植え付けられているはずです。 
アポイント直前になって延期・キャンセルされるの
は、会ったら粘り強く売り込まれるという恐怖心
や、別の用件が入った場合にそちらを優先される
（アポイントの優先度が低い）からでしょう。 

 
いわば営業の方がお客様の下にいるような関係とな
っているからアポイントの延期・キャンセルが多い
のだと想定されます。 
 
お客様にとって会う価値があるか 
できる営業担当は自然とできていることですが、ア
ポイントを獲得する上で大切なのは獲得する段階、
までに、お客様が「会いたい」「会って話を聞きた
い」と思ってもらえる関係を段階的に作り上げてい
くことです。 
 
売買流通で典型的なのは未公開物件情報の提供。 
売主様の都合でお会いした方、身元が確かな方にだ
けお見せできる物件情報がある、と来店いただく方
法です。 
知らない物件情報を知りたい!という期待からお客
様は会ってくれるでしょう。 
しかし、1 回目で大した情報を提供できなければ、
2 回目以降は会うことは難しい。 
また、どの会社も使用している営業文句なので、慣
れたお客様にはなかなか効果を発揮しなくなってい
ます。 
 
アドバイザーとしての立ち位置 
他には、営業担当者自身に豊富な知識・ノウハウが
あることをチラ見せし、お客様に「この営業の人か
らは、今までは知らなかった情報や良い提案がもら
えそう」という期待を持ってもらう方法もありま
す。いわばアドバイザーとして面談を取り付ける方
法です。 
 
優秀な営業の大部分はこのスタンスで電話やメール
のやり取りを行っています。 
ただ、ヒアリング力を高めるとともに、知識・情
報・経験を積み上げた結果できることですので、時
間と努力が必要です。 
だからこそ、お客様にとって会う価値のある営業に
なれるのでしょう。 
 
アポイントは取ればいいというわけでなく、アポイ
ントを取った後のことも考慮し、どのように取れば
その後もうまくいくのか、考えておきたいですね。 
 
釈迦に説法なお話となりましたが、他山の石として
参考にしていただければ幸いです。 
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◆ まるちゃんコーナー ◆ 
胃腸炎からの（やや）復活!まるやまです(* ∀ ) 
2kgは簡単に戻りますね…。 
【食事解禁!!!】  

最近まで食事制限をしておりましたが、ようや
く一人前を食べ切れるようになってきたのでリハ
ビリ（?）してきました。 
「つけ麺 やすべえ」 

回復したてで、ガッツリこってり系を食べる勇
気がなかったためこちらのお店にしました。 

魚介の優しい甘さと酢による爽やかな酸味が特
徴的なスープと、10年かけて辿り着いたツヤツヤ
もちもちの自家製麺が特徴。池袋西口でスープ甘
めのスッキリつけ麺を食べたい方にはこのお店! 

卓上には玉ねぎと削り
節とお酢が。鰹節大好き
な私には嬉しい限りで
す!魚介風味マシマシ。
今回は辛味のつけ麺をチ
ョイス。なかなか刺激的
な辛さを楽しめますよ。ただ、こだわりの自家製
ラー油を使われているこちらのつけ麺。思いっき
りすすると、ﾌﾞﾌｫｯ!!!とむせるのでお気を付け
を。少し太めの麺は食べ応え十分で、「つけ麺食
べてる( ^)o(^ )!」という気分がマシマシです。 

最後はスープ割でしめましたが、刺激だったス
ープが優しくなり、最後
まで楽しめました。 

普段つけ麺は中盛を頼
みますが今回は並盛で
…。お腹が元気になっ
たらこってりガッツリ
したラーメン・つけ麺を食べに行きたいです! 
皆さんのお好きなお店、教えてください(*’▽’) 
 
◆何人いるのだろう・・・◆ 
 先日、お世話になっている同世代の方と食事を
した時のこと。年齢が同じということでお誕生日
を聞いてみました。するとなんてことでしょう。 
生年月日が丸々同じ…。びっくりです!人生で出
会う人数は3万人、そのうち近い関係になれるのは
3,000人、仲良くなるのが300人、友達と呼べるの
は30人なんて話がありますが…。嬉しい! 

ちなみに私の誕生日はお釈迦様が入滅された日です。 
仏教系の学校では、この誕生日の人は釈迦の生まれ変わりだ!と小ネタにし

ています。（小声） 

 

◆ 見るプロテインはいかがですか!◆ 
だんだん寒くなり、体を動かすことが（個人的

に）億劫に感じる季節です。冷え性を克服するには
筋肉つけて代謝を上げねば…。そんな中、今回ご紹
介するのはJK筋トレコメディー!筋トレ実践型マン
ガです。んー、筋トレすらマンガ・アニメになる時
代なんですね。 
 
【ダンベル何キロ持てる?】 

見るプロテインを摂取して、あなたも一緒にナイ
スバルクを目指しましょう!!ダイエットしたい?
鍛えたい?そんなあなたに…!（公式より引用） 

あらすじは…。 
夏を目前に、ダイエットを決意した
ギャルのひびきちゃんがシルバーマ
ンジムに入会、筋肉フェチお嬢様朱
美ちゃんとトレーニングを始めてい
くが…。JKのガールズトークと筋肉
ギャグ→唐突に始まる筋トレ講座→
セクシーショットとオチという流れ
の内容。 

セクシーなシーンがちょいちょい（?わりか
し?）あるものの、まっとうで簡単明快なトレーニ
ング・ストレッチ解説が描かれており、観て理解し
やすく、思わず筋トレしたくなってしまいます。 
 
例えば、第1話「正しいベンチプレスのやり方」。 
紹介されていたポイントは以下の通り。 
・目線がバーの真下になるように 
・肩甲骨を寄せる 
・腰はアーチを描くように 
・セーフティラックを使う 
・息を吸い込みながらゆっくりバーベルを降ろす 
・息を吐きながら一気に挙げる 
・お腹にしっかり力を入れる・・・。 

アニメではこのくらいですが、マンガではさらに
手首の角度や肘の角度、バーを降ろす位置などの詳
細が載っています。他のトレーニング方法や食事に
ついても参考になる内容盛りだくさんです。（すで
に鍛えられている方は色々ご意見お持ちになられる
かと思いますが…。） 

個人的にはアニメだと動きがあるので実際のマシ
ンの使い方もイメージしやすいかと。ちなみに、ひ
びきちゃんがジムに通う動機はモテたい、以上!筋
トレのきっかけなんて人それぞれ。素人でも筋トレ
に興味がもてる内容です。皆様、筋トレのお供にこ
ちらの作品ご覧くだサイドチェスト!!! 

綺麗な黄色でピカピカの麺！ 

久々の麺にルンルンです！ 
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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。 
 
・夏井さん ご連絡、ありがとうございます! 
・常松さん ご配慮、ありがとうございます! 
・小林さん ご配慮、ありがとうございます! 
・大越さん 新ブランド、ありがとうございます! 
・工藤さん 当選、ありがとうございます! 
・山尾さん ご相談、ありがとうございます! 
・⾧尾さん ご紹介、ありがとうございます! 
・西さん アドバイス、ありがとうございます! 
・高田さん 緊急対応、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! 
・今井さん ご紹介、ありがとうございます! 
・浜崎さん アドバイス、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 ～ 
◆工作好きな息子が開眼!?◆ 
ある朝目覚めると、突然息子が写真のカバを見せに
来ました。カバが口を開けると歯が突き出ています
が、まさかタマゴの空パックを口に使う発想はなか
ったので、「これ思いついたの?すごいね!」と伝
えたら大喜び。これまでの作品の完成度と比べる
と、今回はちょっとレベルが違うぞ!  
しかし、妻にこのことを伝えると、「あのカバ?学
校の図工で作ったやつよ。作り方も全部書いてある
よ」と笑われました。 
いろいろと思うところはあり
ますが、自宅で作る工作のレ
ベルアップのきっかけになる
はず!今後の自宅作品を見守
ろうと思います。（曽根田） 
 
◆本と一緒に寝る!?◆ 
たまたま訪れた本屋さん。小学生になった息子に本
を買ってあげたところ、とても喜んでくれました。
寝るときには枕元に置くほど。振
り返ってみると、小学生になって
から本を買ってあげてなく、家に
あるのは幼稚園の時のものばか
り。本が好きなことは嬉しいこ
と。少しずつ漢字も読めるように
なってきているので、定期的に本
を買ってあげようと思います。（曽根田） 
 
◆ユニクロのウルトラストレッチがす
ごい!◆ 
ダイエットに成功し、寝間着もブカブカになってし
まったので、ユニクロでウルトラストレッチの部屋
着を購入。着てみたら笑ってしまうくらいビヨーン
と伸びる。生地が伸び過ぎて着づ
らい!と思わずツッコミを入れた
くなるほど。でも装着すると、ど
んな姿勢でも動きやすいし、生地
も柔らかい。とてもリラックスで
きます。久々に服を購入して感
動。おすすめです。（曽根田） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆天皇はただの象徴ではなかった!◆ 
即位礼正殿の儀が行われました。恥ずかしながらあ
まり天皇について背景などを知らなかった私。調べ
てみると今回のパレードが延期されたのは台風の被
害者の心痛を察してだったり、東日本大震災の時に
は首相よりも先に現地に見舞いに行かれたことを知
り、本当に国民のことを考えているのだなと驚きま
した。 
さらに上皇はハゼの研究で
は世界的に有名で、現天皇
陛下も水問題と環境に精通
されているということも知
りました。象徴としている
だけでなく、様々な努力
をされている方々なんだ
とさらに驚きました。 

天皇陛下よりも間違い
なく私は時間があり、自
由でしょう。自分磨きを
もっと真剣に行おう!と
心を新たにしました。 

【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】健康のため、毎朝、水シャワーを 30
秒ほど浴びていますが、そろそろ水が冷たくなっ
てきました。寒さにはめっぽう強くなりました。 

【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。 

地下神殿「首都圏外郭放水路」
天皇も視察されました。 

釣りでしか知らなかったハゼ 
奥深い 

マントを着たカバ 

2～3 日続きました 

ズボンに足を入れた
ところ。ストレッチす
ぎて通せない！ 


