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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■■■ 

12月、もう師走ですね。今年は夏が長かった印象か、年末が来るのがとても早いような印象です。

インフルエンザに負けず、元気に年末年始を乗り切りたいですね！今年も曽根田通信にお付き合いいた

だきましてありがとうございました。社員一同心から感謝いたします！  

◆将来は職人？◆ 
息子を連れてキッザニアに初めて行ってきました。

キッザニアは子供たちが遊園地感覚で仕事体験がで

きるテーマパークです。 

15時からスタートの回に参加するため、10時前に

整理券をもらいに行ったのですが、すでに 50人以

上の行列で大人気。 

案内マップを見ると、な

んとできる仕事は 50個

以上。1日で回りきれな

い。工作が大好きな息

子、事前に調べていた、

靴デザイナー、カーデザ

イナー、鉄道の保全、と

いった仕事を選んでいま

した。作ったものは貰え

るものもあるようで嬉し

そうでしたね。 

さて、キッザニアという

と、仕事をしたらキッザ

ニア内で使えるお金がも

らえます。デパートに

行くと数千円するラジ

コンが！手元にあるお金

は数百円。どうやってそ

んなに稼ぐの？もしや、

人には言えないような仕

事が…？実は、お金はキ

ッザニア内の銀行で口座

を作れば貯金できると

か。何度も来てもらうう

まい仕組みですね。まだまだ体験していない仕事が

沢山ある息子。「また行きたい？」と聞いたら「行

きたい！」と力強く言っていました。仕事体験がで

きる場があるのはありがたいですね。 

◆危うくお持ち帰りされそうに◆ 
前の職場の先輩が結婚。内輪のお祝い会に参加をし

てきました。そこに別の先輩が夫婦と 7歳、4歳の

娘さんとで参加していました。 

前半は式の映像を見たり、会話をみんなで楽しんで

いたのですが、後半になってくるとご飯を食べ終わ

った娘さんたちがかなりグズってきました。大人は

昔話などで盛り上がっているのでまあ、そりゃ楽し

くありません。 

 

ここはひとつ、相手をしようと思い立ち、いつも息

子とやっているなぞなぞを出すと、興味津々。わか

らないから答えを言うと、「あ、そうか〜」と、ニ

ッコリ。次のなぞなぞ出

してと楽しそうになって

きました。 

下の子には近寄ってきた

ら、ツンツンと脇腹をつ

つくと大喜び。恐る恐

る近づいてくるので、

オバケだぞーと追いかけ

るとさらに大喜び。お店の人には迷惑をかけました

が、子供たちには喜んでもらえました。 

 

お店を出て、解散のタイミング。先ほどまでキャッ

キャ遊んでいた 4歳の女の子が私の手を握って「お

じさんと一緒にお家に帰る！」と迫ってきました！  

そこまで楽しんでもらえてよかったですが、お父さ

んの目が笑っていない。再三の引き留めにあいまし

たが、お暇することに。 

 

20年後にお持ち帰りされることを期待したいと思

います。 
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◆ 追客サプリ ◆ 
 

MA を導入しても効果がない！？ 
 

先日、ある住宅会社の方と久しぶりにお会いしまし

た。マーケティング・オートメーション（以下、

MA）を導入してかなりの年月が経っているけれど

も、活用できていない状況とのことです。 

 

運用の流れはいかのような流れでした。反響直後の

初期対応は現場の営業担当。 

アポイントが取れない場合にはマーケティングの部

署が引き取り、メールマガジンを定期的に配信。 

お客様がメルマガを読んでくれたり、ホームページ

を訪れたりするとスコア（点数）が蓄積され、一定

の点数まで蓄積されたお客様がいたら、熱くなった

お客様として営業担当に通知される。 

 

 

実は MA上ではスコアが高くとも、営業担当が実際

に追客してみると、まだ熱くないという現象が散見

されます。 

シナリオ設計やスコアリングの精度は運用を継続し

ていくにつれて改善していくので、当初は多くのケ

ースで発生します。そこで営業現場からマーケティ

ング部署に追客結果を継続的に報告していく必要が

あるのですが、面倒に感じ、フォードバックがない

ところも多いでしょう。 

 

すると、運用を継続していっても営業は MAから通

知が来ても、過去の経験からそんなに熱いお客様で

はないと無意識に感じ、だんだんと追客をしなくな

っていきます。 

この結果、数字上は熱いお客様は増えているけれど

も、商談・契約は増えないという状態に陥ります。 

特にマーケティング部と営業部の関係が良好とはい

えない場合、この傾向はさらに強くなります。 

 

これから MAを導入する会社様もあるかと思いま

す。弊社が考える MA導入の成功のポイントを２つ

ご紹介いたします。 

 

１ 専任のインナーセールスチームを置く 

よく見かけるのが、WEB担当社が既存の仕事の片

手間で MAを導入、運用するケースです。このケー

スで成功しているところはいまだかつて見たことが

ありません。MAではシナリオ設計、スコアリン

グ、コンテンツ作成、運用結果の分析、改善施策の

実行と、やるべきことが予想以上にあります。 

経営者が新しい集客媒体のひとつだろう、というく

らいの感覚で導入すると、現場の運用体制が整わ

ず、既存の仕事もこなしたうえで、MAを運用しな

ければならない。現場で分析・改善する時間がな

く、最終的には高い金額を払ってメールマガジンを

送っているだけ、という状態に陥りがちです。 

こうした状況に陥らないために、現場の営業部とは

別にインナーセールスチームを設置し、まだ接触で

きていない見込み客だけを対応させます。チームに

責任感が生まれ、分析・改善する時間を確保できる

のでノウハウも貯まりやすくなります。成果を早く

出せるようになるでしょう。インナーセールスチー

ムは継続的に丁寧にアプローチができる女性のほう

が向いているかもしれません。 

 

２ インナーセールスチームがアポ取得まで 

スコアリングといったものは一部の営業は興味があ

るでしょうが、多くの営業にとってお客様に会える

かどうかが大事です。 

お客様のスコアがいくら高くてもアポイントが取れ

ないのであれば、営業にとって意味はなく、次第に

スコアは信用されなくなります。 

そこで、ここは割り切って、お客様と会える段階ま

で、１でご紹介したインナーセールスの方々がメー

ルや電話で追客し、アポイントが取れたら営業担当

にバトンタッチする、という体制をオススメしてい

ます。 

なお、営業部にとっては営業機会が少なくなるかも

しれない、という危惧もあります。そこで、反響時

の初期対応は営業担当が行いつつ、反響後、例えば

２週間経過して連絡がつかないお客様インナーセー

ルスチームが担当するという配慮は必要です。 

 

なお、MAの運用担当者としては、会社がなかなか

上記のような体制を作ってくれないという悩みもあ

るでしょう。その場合には、準備にかかる時間、運

用後の分析・改善施策を実施するために必要な時間

をあらかじめ見積り、１年間運用するために必要な

総時間数を提示して、組織体制の整備を訴えること

も必要になってくるかもしれません。 

 

インナーセールスチームを設置する余裕がない会社

もあるでしょう。私の個人的な見解としては、その

場合は MAの活用自体を保留するべきです。MAは

お客様を自動的に育てて作ってくれる魔法の箱のよ

うにとらえられがちですが、導入しただけでは何も

起こりません。運用・改善を行う「人」に成否がか

かっています。 
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◆ まるちゃんコーナー ◆ 

胃腸炎から完全復活！まるやまです(*‘∀‘) 

体重までも完全復活！お腹のお肉に懐かしさを覚

えています…。 

【隠れた名店？】  

なんだかラーメン紹介が多くてスミマセン…と

思いながらも皆さんにも知っていただきたい！ 

今回はお腹も復活を遂げたので濃厚なラーメンの

ご紹介。 

「と多゛食堂」 

東飯能にある一軒家店舗のお店です。お店の前

には幟があるのですが、看板な

どはないので見落とさないよう

に注意！店内は古き良き、なん

だか懐かしい雰囲気。ただ、畳

のお座敷があったりとラーメン

屋さんという感じがしない…なぜ。答えは、昔こ

ちらのお店はうどん屋さんだったそう。なるほど

納得。そんなことを知りつつラーメンを待ってい

ると・・・。 

じゃじゃーん！外

観からは予想できな

い完成されたビジュ

アルのラーメンが！

中細ストレート麺が

綺麗に揃えられてお

り、麺の流れが美し

い…。トッピングの

チャーシューはレアなので、スープの温度でお好

きな状態で食べられます。そして濃厚煮干しスー

プ。煮干し好きにはたまらないでしょう！からの

食べ終えたら替え玉。ここでは和え玉と呼んでま

す。そのまま混ぜて油そばとして風味を味わうも

良し、スープにくぐらせて替え玉にするのでも良

し！ 

東飯能にある名店！皆さんも遠いとは思いますが足

を運んでみてください！ 

 

◆耳から離れない・・・◆ 
 先日、私が所属していた体育会洋弓部の55周年

式典があり参加してきました。体育会ということ

もあり、校歌を歌う場面が。大学の校歌なんて歌

う機会はそう無かったし覚えてないっての〜と思

っていたのですが、ここ最近頭の中を校歌がぐる

ぐる。「せんだんりーん！せんだんりん♪」。 

鼻歌交じりで私から音漏れしていたら教えてくだ

さい。 

◆ ゆこうみんなでっフーフフンッ♪◆ 
吉幾三さんのCMでおなじみ、作業着で有名のワ

ークマン。最近オシャレ着で話題となっております

が、皆さんご利用されてますでしょうか？ 

オフィス内でもスポーツウェアでいらっしゃる方

が、「これ、ワークマンで買ったんですよー！」と

嬉しそうにお話されてるところを小耳にはさむこと

もちらほら。作業着のイメージしかなかったです

が、実際行ってみると想像以上！これからスポーツ

ウェアを買うならここかなと思っていてまだ買って

いませんが…買ったらご報告できればと思います！ 

 

◆も、もしかして○○さん…？◆ 
出張に行くこともしばしばありますが、ご当地の

歴史などなかなかに興味があります。そこで出会う

有名人の数々。有名人と言っても歴史上の人物で銅

像ですけれども。 

岐阜へ行けば織田信長、熊本行けば加藤清正、

数々の武将に心躍らせてきましたが、今回は静岡。 

静岡・愛知など東海地方は戦国時代で鎬を削った

舞台。そんな東海地方、静岡駅前にいらっしゃるの

は…。そう、徳川家康公！竹千代の像もありますけ

ど、やっぱり写真撮るならどでかい大人ver.家康公

ですよね！ 

家康と言えば駿府城、岡崎城、浜松城で過ごされ

ていましたが、そういったお城に行くのは今回は我

慢します…笑。 

岐阜の信長様は高い位置に、しかも金色ピンピカ

で至近距離で一緒に写真を撮るのが困難ですが、家

康様は近寄れる！とは言え

やはり大きかったですが。

熊本の清正さんはさらに距

離を縮めることができたよ

うな。ただ、出張で武将と

ツーショット決め込む方も

あまりいらっしゃらないで

すよね…。ここにはこんな

像があるよ！という情報お

持ちの方いらっしゃたら、是非教えてください！ 

 

◆どこ出身？◆ 
 最近出身地を聞かれることがしばしば。理由は 1

つ。そう、なまっているらしい。無意識すぎて自分

では気づかないところ。どうやらイントネーション

がちょっと違うらしい。それでも私は自信をもって

言います。私は、埼玉県民だー！以上です☆ 

 

あまりに衝撃的だったので 
今回は写真を大きめに…。 

見逃さないで！ 
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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！ 

・新美さん ご紹介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 〜 

◆グルテンフリーを初体験(*’▽’)◆ 
東京は青山にある「ピッツァ フィレンツェ」。 

このお店にはグルテンフリーのピザがあるとのこと

で行ってきました！グルテンフリーver.と小麦 ver.

の両方を今回は頼み、食べ比べしてみることに。 

グルテンフリーver.：歯ざわり軽やか、サクサク食

べられてしまうようなピザ。食

べやすいため油断したらついつ

い沢山食べてしまう(;´∀｀)。 

小麦 ver.：もっちもちの生地。

重量感と噛み応えがあるピザは満足感でいっぱい

に。チーズも美味しい！本場を感じる(=ﾟωﾟ)ﾉ。 

12月はクリスマスシーズン。キラキラした街並

みを歩いた後、美味しいイタリアンを召し上がって

みてはいかがでしょうか？ 

 

◆本と一緒に寝る！？◆ 
出張で東海道新幹線に乗っていたら、車掌からアナ

ウンス。「右手に綺麗な富士山を見ることができま

す。」なかなか粋なアナウンスをしてくれます。右

を見てみると確かに富士山の

雄大な姿がそびえています。

思わず写真をカシャリ。脳裏

に焼き付けておけば、来年の

初夢は富士山が見れるか

も！？おすそ分けです。（曽

根田） 

 

◆ダジャレ始めます！◆ 
1年生の息子はダジャレが大好き。私も負けじとダ

ジャレを作るようになりました。そうしたら皆様に

このシュールな笑いを共有しないわけにはいかな

い！と思い立ち、ここでご紹介していきます！ 

笑っちゃいけない場所での閲覧厳禁です！（曽根

田） 

「父さんの会社が倒産した」 

笑っちゃいけないやつですね 

「タイヤを買いたいや」 

岐阜のカー用品店に貼ってありました 

「クイズの答えは醤油？しょうゆーことかー」 

少し変えればソースでも！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 寒さはこれで乗り切るぞ ◆ 

鈴木です。９月に沖縄旅行に行き、次回の曽根田通

信はこれに決まりだと思って早三カ月。季節は夏か

ら冬になっておりました…。久しぶりにこちらの 

コーナーをお借りしたのに大して書きたいことが浮

かばない。日常生活に全く事件がない。そんなわけ

で鈴木の冬のほかほかグッズを紹介させていただき

たいと思います。 

元々寒さに強く、真冬でも薄

いセーターとコートで過ごせ

ていたのですが、ここ数年人

並程度に寒さを感じるように

なり、特に夜は寒くて眠れな

いということが起こるように

なりました。 

その時出会ったのがこの子、 

本来はサポーターとして使

用するようですが、100円

のせいか、サポーターとしては頼りないので、（能

力に難がありそうですが）、履いていても苦しくなりませ

ん。靴下だと逆に足を冷やしてしまうそうです。寒

くて寝付けないという方、是非一度お試しくださ

い。（鈴木） 

 

 

 

 

 

【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】もうすぐもちつきの季節。今年も町内

会のもちつき手伝い予定です。一応、これでも若

い衆だそうで。筋肉痛になってきます！ 

【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。 

初夢は富士山で！ 

なくなると困るので買いだめ 


