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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■■■ 

2020 年になりましたね!年末年始はいかがお過ごしでしたでしょうか?ゆっくり休んだ方も、遠出を
してリフレッシュした方も、心機一転して最高の年にしていきたいですね。本年も曽根田通信をよろし
くお願いいたします。 

◆私は若手・・・?◆ 
12 月に町内会の餅つきを手伝
ってきました。今回で 4 回目
となる餅つきですが、今まで
と運営主体が変わり（青年部
とか、青年会とか、今でもよ
くわかっていません…）、や
り方は前年までと同じなので
すが、手伝う人の年齢が大き
く変わりました。30 代の男性
が私しかいない。 
経験者ならわかると思います
が、大人用の杵（きね）は
5kg と結構な重量感。かなり
筋力が必要です。 
つまり、男性がつくものです
が、私以外は 50 歳以上。そ
こで自然と私にお鉢が回って
きて、開始から終わりまでずっと餅をつくことにな
ってしまいました。 
20 回目くらいにはもうほとんど握力がない。手が
プルプルと震えてしまっていました。 
でもできたてのお餅を食べて喜んでいる子供達を見
ていると疲れたけれど、よかったなと感じますね。 
 
◆姪っ子はおじさんキラー◆ 
毎年恒例の曽根田家、新年のバスツアー、今年は初
のミステリーツアーでした。いきなり出てきたのは
なんとこんにゃくパーク。こんにゃくをたらふく食
べさせてからの、30 分後におぎのやで釜飯ラン
チ。正月太りを助⾧しまくりです。そしてお腹いっ
ぱいのまま蓼科のホテルに到着。1 時間後にディナ
ーバイキング。もうこれ以上食べられません! 
翌日は諏訪神社に初詣に行ったり、北澤美術館とい
う天皇陛下が来訪されたガラス細工の美術鑑賞。久

しぶりに美術館を訪れましたが、歳を取ると見え方
は全然変わりますね。 
 
ところで 4 歳の姪っ子
が私のお気に入り。笑
顔が可愛い。姉もそこ
は心得ていて、姪っ子
が姉に抱っこをせがむ
と、「ニイニにやってもらって」と
言うので、すぐに私に擦り寄ってき
ます。仕向けられていることは認識
しつつ、たくさん抱っこをしたり、
⿁ごっこをしたりと、おじさんを満
喫させてもらいました。 
 
◆息子へのプレゼントのはずが◆ 
クリスマスにニンテンドースイッチをプレゼントし
ました。ソフトの一つにリングフィットアドベンチ
ャーがありました。これは新垣結衣さんが CM で宣
伝している、体を鍛えるゲームで、私も興味があり
試しに遊んでみました。するとこれが結構いい運動
になります。腕、腹、足とまんべんなく鍛えられ
る。そして素晴らしいのは RPG 要素が満載で、装
備や道具を購入し、レベルアップすれば強くなっ
て、新しいスキルを覚えたりできる。ゲーミフィケ
ーションがしっかりしている。ついつい夢中になっ
てしまいました。（よくあるやつ?） 
ちょうど正月太りが気になっているので、毎日 30
分ほどやって、たるんだ体を引き締められるかも!?
自転車通勤も同時併
行でさらにスリムに
なれる!?今年の目標
は 5 キロ減に設定し
ます!（曽根田） 
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５キロを振りかぶって 

振り下ろす！重い！ 

４歳の姪っ子。 
こんなピースずる過ぎる！ 

思ず高い高い！ 
 

ガッキーになれるかな？ 
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◆ 集客・追客サプリ ◆ 
ウェブ広告とホームページ改修、どち
らに予算をかける? 
 
本年からは集客に関することについてもご紹介して
まいります! 
 
WEB 反響を増やすには 
1 月はお客様が動く繁忙期ですが、来年度に向けて
事業計画、予算を組む時期でもあります。 
様々な方とお会いしますが、「集客を強化するため
に WEB 予算を増やしたい。どんな方法があるの
か?」と聞かれることが少なからず起こります。 
そこで、今一度 WEB 集客を増やすためにはどうし
たらいいのか、押さえておくべき点についてご紹介
します。 
 
Web 集客で反響を獲得するざっくりとしたらイメ
ージは以下の通りです。 

 
ネット媒体にはアプリや SNS なども含みます。 
紙媒体は効かないと言われますが、上図の通り、ど
の媒体がきっかけでホームページを訪問するのか、
明確なところはわからないのが実情です。クロスメ
ディア戦略が大切なのはこう言った理由からです。 
 
ほとんどの人が HP を閲覧 
ここでもっと大事なのは、お客様はほとんどの場
合、ホームページを経由して反響することです。 
いくら広告でお客様をホームページに集めても、そ
の次のステップであるホームページが使いづらかっ
たり、時代遅れのものになっていたりすると、お客
様が反響せずもったいないことに。 
 
そこで Web 広告に予算をかける前に、まずホーム
ページの改修に予算をかけたほうが結果的にウェブ
広告の費用対効果が高くなるでしょう。また、Web

広告だけでなく、Google 検索などからの問い合わ
せも増えることになります。 
 
効果が見えづらいホームページの改修の進め方 
ただ、ホームページの改修はなかなか効果が見えづ
らいので、社内で進められないという悩みもあるで
しょう。 
その場合は「効果が見えやすいところ」から少しず
つ改修し、数値改善の実績を作った上で、大きな改
修を進めるというステップをおすすめします。 
 
なお、念のためお伝えしておくと「効果が見えやす
いところ」は、反響に近いところです。 
住宅系のサイトであれば、入力・確認ページ、施工
事例詳細ページ、展示場詳細ページです。 
売買・分譲系のサイトであれば入力・確認ページ、
物件詳細ページです。 
 
例えば、売買仲介の場合、物件詳細ページでの離脱
率（HP を離れる人の割合）が 80％を超えている場
合には、離脱率を 50％に抑えることを目標に、詳
細ページのレイアウトを変更、コンテンツの並び順
の変更、ボタンの文言、位置、色の変更と、小さな
改修を積み重ねていただくようなイメージです。 
 
もちろん、個別事情として、トップページの直帰率
が 80％以上、といった課題をお持ちのケースもあ
りますので、あくまで全体の流れを見たうえで改修
するポイントを見つけてください。 
 
解析に強い制作会社に依頼すると吉 
なお、こうした改修を行うときは Google アナリテ
ィクスといったホームページのアクセス解析に強い
制作会社に依頼することをお勧めします。 
そのような制作会社は改修前後の数値比較を行い、
改修の妥当性、継続的な改修提案をしてくれます。 
 
アクセス解析に強いかどうかは、具体的な改修ポイ
ントを出してくれるかどうかです。解析に強い会社
は全体から個別へと課題を指摘し、改修ポイントを
ピンポイント（例えば、入力フォームでの離脱率が
高いなど）で指摘してくれます。 
そうでない会社の場合は、そもそも解析をしないで
改修提案をするところが多いでしょう。あるいは全
体的な数値データ（総 PV 数、総セッション数、全
体の平均滞在時間等）を踏まえてくれますが、具体
的な改修ポイントを解析に基づいて指摘してくれま
せん。まずは現在お付き合いしている制作会社様が
どうなのか、依頼してみるといいでしょう。 
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◆ まるちゃんコーナー ◆ 
磯辺焼きにはチーズを挟む!まるやまです(‘ω’) 
 
【ラーメン激戦区!中でも…】  

気づいたらこの一角はラーメンコーナーになっ
てますね…（小声）と思いつつも今月も美味しか
ったラーメンをご紹介! 
今回は、とある八王子のプロ( ･`д･´)から隠れた
名店を教えていただきました! 
 
「八王子ラーメン タンタン」 

八王子駅南口から徒歩8分くらいのところにある
お店。10人ちょっとくらい
が入れそうなお店で、屋根
に赤い看板、扉の前には赤
い暖簾のかかった外観。 

昭和53年創業のお店はや
はり老舗の佇まい!11時開店で、11時少し過ぎた
くらいにお店に到着しましたが、すでに行列
が!!! 

中に入ってみるとなんということでしょう。店
員さんは女性が3人のみ。ラーメン屋さんというと
男性店主さんが作られているイメージだったの
で、女性の方だけでまわされていることに驚きと
ギャップを感じました。（そして皆さん美人な
方々!） 

麺はおっきいお鍋で1玉ずつ丁寧にゆでられてい
て、丁寧に麺が扱われている～と思わず見入って
しまいました。 
女性の優しさを感じました(^ω^) 

そして待ちに待ったチャーシュー麺の登場! 
さっぱりしながらもコ

クのあるスープに、特注
の細麺、柔らかいチャー
シュー、そして八王子ラ
ーメンと言えば玉ねぎ!
玉ねぎ多めにトッピング
されている方も多くいらっしゃいました。 
ちなみに、チャーシュー麺のチャーシューは大量
には作れないため売り切れになることもあるそう
です。特大チャーシュー麺にはチャーシュー5枚乗
りだそうで!（写真は並みのチャーシュー麺です
(*‘ω‘ *)） 

この時期寒い中外で並んでから食べる熱々の 
チャーシュー麺は一際体にしみました…(*´ω｀)
店内の風景は撮影禁止なお店ですので、気になる
方は是非足を運んでみてください!  

◆年末のご挨拶◆ 
 ここ数年の年末は、成田山新勝寺へお詣りに伺っ
ています。手を合わせて不動明王御真言を唱えると
不思議と手のひらがあったかくなってくるので、き
っと何か効果があると信じております…きっと…。
あとは荼吉尼天様にもご挨拶。「今年もありがとう
ございました、来年もよろしくです。」  

それと、成田と言え
ばウナギー! 
ということで毎回成田
を案内してくれる友人
と川豊の鰻に舌鼓
( ^)o(^ )ｳﾏｰ! 
年末にエネルギーを頂けたと思いますので今年も無
事に過ごしていきたいと思います。 

 
◆ 年始の風物詩と言えば!◆ 

毎年1月2・３日に行われる箱根駅伝。駅伝につい
て話し相手がいないのでここで少しお話させてくだ
さい☆ 

毎年多くのドラマが生まれる駅伝は一度見始める
と止まりません…!往復217.1㎞の距離にも関わら
ず、抜きつ抜かれつで手に汗握ります。 

昨年は東海大学が、青学の連覇を止めましたが、
今年は王者青学が復活してましたね。 

平成の常勝軍団と呼ば
れていた私の母校は令和
の時代に復活するか!と
ハラハラドキドキしなが
ら見ていました。 

母校を応援しながら
もやはり出場校全て応援してしまいますね。今年だ
と14位で襷を受け取った東洋の相澤選手、花の2区
で怒涛の7人抜きで区間新を出したシーンは思わず
目が離せませんでした! 

また、目の前で、次の選手が見えている中、たっ
た数秒間に合わず、繰り上げスタートになってしま
う学校、襷を繋げられなかったと崩れ落ちる選手を
見ると思わず涙が…（TT）（そして思い出しなが
ら書いている今も涙目に…。） 

1位の青学はもちろん、2位の東海のラストは思わ
ず郡司コール。ラストの4校で3位争う大混戦は国学
院が制しましたが、4校ともイケー!と応援しちゃ
いました(=ﾟωﾟ)ﾉ 

何かに打ち込む姿にはいつも感動します。駅伝見
ていると思わず走りたくなりますが、ケガしない程
度にしときます（笑 

駅伝ミュージアムには各校の旗が！ 
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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。 
・吉浜さん アドバイス、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! 
・赤塚さん アドバイス、ありがとうございます! 
・本城さん ご紹介、ありがとうございます! 
・高田さん 対応、ありがとうございます! 
・吉田さん ご紹介、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! 
・舘林さん 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 ～ 
◆心頭滅却すれば火もまた涼し◆ 
恵林寺。この名前だけでど
んなお寺なのか、わかる人
はかなりの歴史好きでしょ
う。武田信玄の菩提寺で禅
の師匠、快川国師（かいせ
んこくし）が織田軍に寺を
焼き討ちされる最中に「安
禅必ずしも山水を用いず、

心頭滅却すれば火もまた涼
し」という名言を残したお寺
です。 
武田信玄といえば、歴史好き
にはたまらない名将。信⾧も
信玄が生きているうちは防戦
一方だったと言います。思わ
ぬ邂逅に恵まれ、ありがた
いですね。 

 
◆10 年に 1 回のチャンス!◆ 
年末に独り草津温泉に行って
きました。雪は積もってなか
ったのですが、当日は大雪。
まずは西の河原温泉という巨
大な日帰り温泉に浸かってき
ました。その後は宿に移動
し、宿の温泉。こちらももち
ろん、源泉かけ流しです。 

そして温泉のあとはお約束
のお酒。一升瓶とチェイサ
ーのお水と漬物を購入。 
本を読んだり思索にふけっ
たりと贅沢な時間を過ご
し、心身共にリフレッシュ
できました! 
さすが東の横綱とい呼ばれ
る草津温泉。 
次は箱根に行きたいと思いま
す。自転車で行けるかな…?
（曽根田） 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

◆今月のダジャレ◆ 
曽根田の息子（1 年生）はダジャレ好き。皆様にこ
のシュールな笑いを共有したい!と思い立ち、ここ
でご紹介していきます!（曽根田） 
「お墓を破壊した」 

現実にやってはいけないやつです 
「この大豆、だいずき」 

後半の「ず」はあいまいに言うのがポイント 
「シュウマイ?もうおしゅぅまい?」 

姪っ子が言ったら 100 個くらい買っちゃいます 
 
◆ 親愛なる寅さま ◆ 
これまでの人生で寅さんとは無縁の生活を送ってい
たのですが、先日ＮＨＫで「少年寅次郎」をたまた
ま見て、面白いのではと思い、寅さん好きの義父の
ため柴又で写真を撮りに行きました。ただ少年寅次
郎だけだと心もとないので、寅次郎相合傘を鑑賞。
当時の浅丘ルリ子の可愛いこと。そして寅さんのい
いやつだけどダメ男のところも憎めなくて、⾧いシ
リーズになる意味がなんとなく分かりました。そし
て聖地柴又は撮影影所かと思うほど寅さんの世界そ
のままでした。 
きっとこんな感じで釣りバカ日誌も
楽しいだろうな、もう少し大人にな
ったら、水戸黄門とか見ちゃうだろ
うなと自分の未来に思いをはせる一
日となりました。ひとまずは新作の
寅さんを見に行き、一作目から見て
みたいと思います。（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】今年は前厄ですが、厄払いせずにいつ
も通り、初詣に行きました。善因善果を念頭に厄
を乗り切っていきます! 

【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。 

奇跡の無修正画像！ 

チェイサーも用意し準備万端 

門の左右に白字で名言が！ 

武田信玄ともパシャリ 

宿のお風呂もかけ流しで
風情あります 


