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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■■■ 

中国での病が猛威を奮っています。行く先々のコンビニやドラッグストアではマスクが品切れ。私が自
転車通勤用に購入している業務用マスクも価格が 4 倍に!いっぽうで、小学校ではインフルエンザも流
行っているとか。いち早い鎮静化を望むとともに、病にかからないよう体力をつけていきたいですね。 

◆新しいシューズをゲットしたら!◆ 
10 年ほど履いていたランニングシューズが破損し
たため、5 店舗くらい回り、スポーツ専門店ゼビオ
の対応が素晴らしい。自分の把握しているサイズの
靴を試し履きすると、小さいとのこと。計測機で足
のサイズを測ってもらったところ、普通の人よりも
足幅がかなり広いことが判明。幅広の靴でないと足
を圧迫してしまうことを指摘され、確かにその通
り。幅広の靴をいくつか提案してもらったところ履
き心地抜群。ただデザインで、どうしてもミズノの
幅広の靴を履いてみたいと伝え翌週、試し履きをし
たミズノの靴を購入。親身になって対応してくれ、
スポーツ用品はもうゼビオでしか買えなくなってし
まいそうです。 
 
さて、ランニングシュー
ズはスニーカーの代わり
として購入したのです
が、履き心地が抜群。 
歩いているとどんどん前
に進む。気持ちがよくて今
までやったことがない夜の散歩（普通の散歩です
よ!）をしてしまいました。 
歩くことがこんなに気持ちいいとは!勢いに乗って
翌週末、近くの土手をランニング。どんどん前に進
むし、足が全く痛くない。最新のランニングシュー
ズはすごい!さらに次の週末は土日両方ともランニ

ングをしてしまい
ました。 
平日は自転車通
勤、土日はランニ
ング。体が悲鳴を
上げないか? 

そして、私はいったいどこを目指しているのか!? 
走って見つけに行きたいと思います。（曽根田） 
 
◆Google マップが凄い!◆ 
出張で香川に行った時のこと。車での移動ばかりな
ので、運動不足だったのでしょう、無性に歩きたく
なり、車で 10 分のところを歩いていくことにしま
した。 
Google マップで行先の住所を入力すると、まずは
車での推奨道路が表示
されます。大通りをカ
クカクと曲がる道筋。
次に徒歩ルートをタッ
プすると斜めに突っ切
って行くルートが表示
されます。これは面白
そうだと、徒歩ルート
を辿って行くことにし
ました。 
すると、なんというこ
とでしょう、車が通れ
ない、すごい脇道をル
ート表示するではないで
すか!大丈夫かな…と思ってさらに歩くと今度は舗
装されていない道も!もちろん Google マップ推奨

ルート。 
ゼンリンとの契約が切れてい
よいよおかしくなったか…香
川の田んぼの真ん中で迷子に
なるかも…と不安を募らせて
いたら、なんと、しっかり目
的地に到着! 
Google マップ、恐るべし… 
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◆ 集客・追客サプリ ◆ 
地場の工務店さんへ ＭＡ導入前に決
めてほしい３つのこと 
 
最近、住宅業界でマーケティング・オートメーショ
ン（以下、MA）を導入する会社が周りで増えてい
ます。 
大会社への導入が一通り進んで、中堅、地域密着の
ハウスメーカー、工務店に営業対象を拡大している
のでしょう。 
先日、年間 100 棟未満の工務店の担当の方から MA
を検討している話を伺いました。 
 
MA で何をやりたいのか伺ってみると、まだ決まっ
ていないとのこと。 
こうした住宅会社、ハウスメーカーは意外に多くい
らっしゃるようです。 
 
トップが導入を決定すると 
MA はイメージ重視でプロモーション、営業される
ことが多く「なんだか凄そう!」「競合が使ってい
るなら当社でも!」という感覚でトップや管理職が
決定・導入されることがあります。 
 
そこから現場で具体的な運用イメージを固めていく
ことになりますが、他の業務と兼任していることが
多く、時間がかかることが一般的です。 
一方で、早く成果を出したいと考えるトップ・管理
職からは早く運用スタートするよう指示されます。 
 
 
現場は手の付けやすいところからスタート 
すると現場としては手の付けやすい、成果がわかり
やすいところから運用を開始します。 
具体的には、ステップメールやメールマガジンの配
信などです。 
他の業務を兼務しているので、これらのメールを作
成するだけでも現場は手一杯となるのですが、単純
にステップメールやメールマガジンを送付しても残
念ながらなかなか成果が上がりません。 
 
成果を出すためにはスコアの基準を設定し、シナリ
オを作り、顧客セグメントごとにメールを準備する
必要がありますが、現場で更なる運用負担は厳し
い。新しい機能を活用できないまま 1 年が過ぎ… 
 
トップダウンで MA の利用を始める会社では、この
ようなお話をよく伺います。 

 
 
MA 導入前に明確にしてほしい３つのこと 
MA を導入する際は、 

1 導入前の課題 
2 導入で解決・改善したいこと 
3 導入後の運用負担感のイメージ。 

特に人とスケジュール。 
の 3 点を自社内で明確にしておく必要があります。 
 
全てコンサルに任せられる財務的余裕があるなら
ば、全て投げることも一つの手でしょう。 
しかし、ベンダーや外注先は貴社のビジネスについ
ては素人です。 
貴社の見込み客の動きのシナリオやスコアを設定
し、メールを作成しても的外れなものになりかねま
せん。特に地域密着で事業をしている会社では地域
性がとても大切。それを知るのは貴社のみと言って
いいでしょう。 
 
最後は営業担当の粘りが必要 
また、意外と忘れられがちなのは、最後は営業担当
が担うという点です。 
MA では多くの場合、見込客をメールマガジンなど
で情報提供を継続して育成し、ある一定のスコアま
で到達したら熱いお客様とみなし、営業担当に追客
見込み先として渡します。 
この時、営業の方が追客しますが、２～3 回連絡し
てやり取りができなければ、営業の方は諦めてしま
いがちです。 
 
貴社では様子は異なるかもしれませんが、営業自身
が、「このお客様は熱くなっている!」と実感する
と、追客し続ける可能性は高いものの、単純に点数
がある一定まで到達している、では営業の方には熱
くなっている実感がなく、粘って追客しようという
思いに駆られないケースが多いようです。 
 
これは不動産・住宅業界特有ではない問題で、特に
営業部と広告・マーケティング部の関係性があまり
芳しくない会社においてその傾向が強いようです。 
最後は営業担当がやる気になって、契約に結び付く
ということを忘れないようにしてください。 
 
そういう意味では、MA は操作や運用が難しいもの
が多いですが、できれば貴社の営業担当が多少なり
とも直接活用できるものを選ぶと良いでしょう。 
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◆ まるちゃんコーナー ◆ 
ホラーゲームは自分でプレイより観る派!まるや
まです(*‘∀‘) 
 
【番⾧ 押忍!!!】  

最近皆さんからおススメのラーメン屋さんを教
えて頂くことが増えてきました。来月は教えて頂
いたお店について書かせていただこうかと思いま
すが、今月は私の地元のつけ麵屋さんです。 

朝霞台駅近くにある番⾧。番⾧って…強そう。
と思いつつ気になっておりましたが、先日ようや
く行ってきました! 
 
「つけ麵番⾧ 銀」 

濃厚スープのつけ麵屋さん。お店の節々にこだ
わりを感じます。麺やスープはもちろん、お店の
看板やチラシ、メニューは手書き!すごいこだわ
り。ただ、番⾧!と言いながらイラストはとても
可愛い。ほっこりします。 

さてさて、今回はこってりつけ麵を注文。背油
がスープの濃厚さを増してくれます。 

小麦と全粒粉が配合
された麺は噛み応えが
あってお腹いっぱい
に。これは腹持ちがい
い。トッピングのチャ
ーシューは砂糖を使わ
ずひたすら煮込んだ 
トロトロ仕様。言わずもがな美味しい! 

つけ麵ももちろんですが、気になっていたのは
デザート。ラーメン・つけ麵屋さんのデザートと
言ったらアイスを見かけることありますが、ここ
はプリン。手作りプリ
ン。出てきてびっくり
瓶が可愛い、お皿も可
愛い。 

そして黄身だけで作
られたなめらかプリン
はなにこれ美味しい。
衝撃。プリン屋さんや
れば良いのにレベルで
美味しい。これだけでも満足。いや、つけ麵も食
べるけども。 

メニューは色々ありますし、デザートはアンニ
ンやアイスもあるのでまだまだ通いがいがありそ
うです! 

 

◆我慢ができず・・・◆ 
あ、このページもまるちゃんコーナーですよ(‘ω’)! 

興味ある人少ないよ⁈と言われここ最近控えてお
りましたが、久々に書かせてください。そう、お城
について。今回はまじめすぎない感じで（かどうか
はわまりませんが）ゆるっとご紹介。 
「名古屋城」 

日本100名城のひとつ。別名も多く、名城（めい
じょう）・金鯱城（きんこじょう、きんしゃちじょ
う）、金城（きんじょう）等
と呼ばれています。 

現在の名古屋城二之丸付近
には、室町時代から前身とな
る那古野城が建っていまし
た。城主は鎌倉時代後期から
今川氏の一族で、1521～
1524年に城を築いたとされ
ています。 

室町時代の後は皆さんもご存知の通り（?）尾張
の織田氏の台頭。信⾧の父ちゃん信秀が那古野城を
奪い、信⾧に譲ります。ただ、清須城に信⾧が移っ
たりで1582年には廃城となりました。 

ではその後の流れを簡
単に。信⾧が今川義元に
勝利しーの、本能寺の変
ありーの、秀吉の天下統
一からの天下分け目の関
ヶ原合戦で家康の勝利。 

大坂に秀吉の子・秀頼
が城を構えていたため、

家康は秀頼や豊臣家の家臣を牽制するために、尾張
の守りを重視。豊臣方と戦う日に備えて大坂と江戸
を結ぶ東海道の防衛を固めておくため、その中間点
に位置する尾張に徳川の砦を置く必要があった。と
いうことで巨大な軍事要塞でもあった名古屋城築城
へとつながっていったそうな。 
結局真面目な内容になってしまった(‘ω’)。 
そして、今回出会ったのが信⾧・秀吉・前田慶次。

え、城の話じゃ
ないじゃん?ま
ぁまあそう言わ
ず。なんだか名
古屋を盛り上げ

る皆さんらしく、演武を披露してくれます。最後ま
でつい見入ってしまいました。 

愛知、名古屋いいところですね（単純）。他にも
ご当地ならではのところへ行ってみたいです! 

こってり・ガッツリ！ 

文字もイラストもｶﾜ(・∀・)ｲｲ!! 

しゃちほこ初めて見た！ 
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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。 
・須浦さん お褒めいただき、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! 
・松嶋さん ご連絡、ありがとうございます! 
・森瀬さん お引き合わせ、ありがとうございます! 
・渡辺さん ご来社、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! 
・赤塚さん ご教授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 ～ 
◆香川のうどん◆ 

香川徒歩での移動中、地元のうどん屋さんがあ
り、吸い込まれるように入店。お汁やネギ、揚げ玉
がセルフサービス。丸亀うどんはこうしたスタイル
が源流だったんですね。 
関西風のあっさりとした落ち
着いたお汁。もちろんお汁ま
ですべて飲み干して満足しま
した。何杯でも食べられる美
味しさでした。（曽根田） 
 
◆おでんの名店 お多福◆ 

日本橋に本店のあるお多福。
新橋に分店があると聞き、ちょ
うど良い散歩距離なので歩いて
向かうこと 3 回。いずれも行列
で断念。そしてダメ元で向かっ
た 4 回目、カウンターの 1 席だ
け奇跡的に空いていて、初入店
することができました。新年会
の時期だったからか、お店の雰囲気は賑やか。カウ
ンター席の特権として、どんなおでんの種があるの
か見えます。有名な豆腐、大好きな大根、たまごと
食べたら関東炊きにもかかわらず、味はさっぱり。
しっかりと素材の味を感じられます。そしてあっさ

りしているからいくらでも食べた
くなる。ちょっとだけ食べるつも
りが、お腹いっぱいになるまで食
べてしまいました。寒い時期には
おでんに熱燗。日本橋、新橋に用
事がある際は是非、足を運んでみ
てください。（曽根田） 
 

◆「メモの魔力」いいですよ!◆ 
ノートにメモは取るものの、後から見返すこと少な
いのではないでしょうか?そんな意識をズドーンと
打ち崩してくれるのが「メモの魔力」で紹介されて
いる、抽象化と転用。すぐに試してみることで、実
感を得られました。 
今ではノートを肌身離さず持つように意識していま
す。たかがノート、されどノート。まだ読んだこと
のない方、ぜひ一度読んで、すぐに試してみること
をお勧めします! 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆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） 
「パジャマ着たパパ邪魔」 

言われたら泣きますね 
「掃除機壊れたの?そう、時期ねー」 

購入後、７年くらい? 
「あのウエイター、どこいった?あ、上いた」 

珍しく丸山が「よきです」とほめてくれました 
 
◆ 久しぶりの海ほたる ◆ 
お財布が壊れたので、夫と木更津のアウトレットに
行きました。アクアライン経由で向かうのですが、
以前海ほたるに行ったのは７～８年前。しかも夜に
行ったので真っ暗で何も見えない状態。 
今回は天気も良く、混雑も少なく、おまけに財布も
お気に入りが手に入り、とても気持ちのいいドライ
ブとなりました。 
海ほたるには幸せの鐘なるもの
もあり、思いっきり鳴らし、旦
那に叱られる始末。そしてみな
さんに爽やかお裾分けと思った
ら、私の携帯には海ほたる焼き
(タイ焼きのようなもの)しか写
真がない。。次回はきれいな海
と空の写真を撮ってこようと思
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】最近、土日に運動をしすぎて、息子と
一緒に 9 時に寝る生活を送っています。ただ、
途中で妻のテレビの音に起こされることも… 

【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。 


