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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■■■ 

新型コロナウイルスの影響が甚大になってきていますね。公立の小中高校は休校、イベントも自粛モー
ド。住宅業界も部材が仕入れできないなど施工、引き渡しに影響が出てきそうです。先が見えない状態
ですが収束を待つとともに、むやみに怖がらず、今できることに全力を注いでいきたいですね。 

◆チョコレート工場見学と温泉◆ 
2 月に埼玉県の坂戸にある、明治のチョコレート工
場見学に行きました。 
こんな時期なので、人は少ないかと思いきや、たく
さんの参加者。工場見学は子育て世代の家族に人気
で、今ではビールやお菓子、文房具などさまざまな
工場を見学できるようです。私の時はヤクルトと醤
油くらいだった記憶。 
 
工場に到着すると、さっそく
板チョコがお出迎え。食べら
れるかな?と息子が噛んでみ
たら、やっぱり食べられませ
んでした。 
 
工場は写真撮影不可なので、ここで写真はご紹介で
きず。感想としてはチョコレートの製造ラインはと
ても⾧く、100m 以上にわたって作られていまし
た。印象的だったのは検品作業。金属類はセンサー

でチェックできるのです
が、それ以外はすべて人
の目視。自分がやること
をイメージしたら…頭が
上がりません。 
普段、食べているチョコ

がこんな大きな工場で作られているんだなと、子供
だけでなく大人も興味津々な眼差しでした。 
そして見学が終わると、お待ちかねのお土産と試
食、他、期待していたのですが新型コロナウイルス
の影響で試食はなし。残念。 
それでもチョコやグミのお土産をもらって参加者は
みな大満足の表情でした。 
工場見学の中でも大人気の明治チョコレート工場。
1 か月前の予約をお勧めします! 

妻と息子は工場見学の後、家路に。私は 90 分の工
場見学のために、往復の移動で 3 時間もかけて来た
のだからと坂戸にある「ふるさとの湯」という天然
温泉まで歩いて向かいました。45 分ほどの距離で
したがなかなか良い運動。温泉は高麗川の傍に建設
されていて、露天風呂から高麗川はもちろん、秩父
連峰も望むことができる景色。炭酸風呂や塩サウナ
など、沢山の種類のお風呂に浸かってきました。天
然温泉は薄緑色でヌルヌ
ル。美肌効果があるそ
う。風呂上りはサッパリ
爽快。やはり温泉はいい
ですね。（曽根田） 
 
◆Siri のすごい機能を発見!◆ 
小学生の息子とダジャレで競い合っているとご紹介
しました。 
息子が何を思ったのか、iPhone の Siri に向かって
ダジャレを言ったのです。そうしたら Siri から回答
が!画像の白い字のものなのですが、的確にダジャ
レを返してくるではありませんか!調子に乗った息
子がさらにもう一つダジャレを言うと、さらに高度
なダジャレで返し
てくる!Siri がこ
んな楽しい会話を
してくれるとは驚
きでした。 
こんなな楽しい会
話が Siri でできる
と、引きこもって
会話を楽しむとかもできそうですね!会話ができる
人型のアンドロイドが日も近いに違いありませ
ん・・・。 
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◆ 集客・追客サプリ ◆ 
事務所賃貸仲介４社の追客対応 
 
事務所の移転を検討しており、まずはいろいろと物
件を見てみようとポータルサイト経由で、4 社に問
い合わせしてみました。 
各社の対応は以下の通りでした。 
 
1 社目 
即日メール返信。 
管理会社にも話を通していて、共用スペースを管理
会社の人が案内してくれました。 
ただし、今回の物件は条件に合わなかったため、そ
の場で見送りと回答し、希望条件を伝えることに。 
帰社後、お礼の連絡がありましたが、追加の提案は
ありませんでした。 
 
2 社目 
問い合わせ翌日にメール返信がありました。 
ただし、間取りが事務所として利用しづらいため、
その場で見送りと回答し、希望条件を口頭で伝えま
した。後日、お礼のメール、追加の提案共にありま
せんでした。 
 
3 社目 
幅を広げてマンションで事務所可の物件に問い合わ
せ。２日後にメール返信がありました。内見前に質
問を３つ投げたところ、回答は１つのみ。内見する
ものの、利用可能面積が狭く見送ることに。後日、
お礼のメール、追加の提案共にありませんでした。 
 
4 社目 
事務所探し中のブログを読み、事務所に電話営業で
接触してきました。事務所まで来訪してもらい、案
内可能な物件をいくつか提示される。 
すでに検討済みの物件で条件に合わない物件が多い
ことを伝えると、帰社後、オーナーサイドに交渉を
してくれたようで、内見して書面で交渉しましょう
と提案がありました。 
後日、新規の貸事務所情報の提供がありました。 
 
４社の対応は以上の通りでした。 
 
 
希望条件のアンケートをとらない会社が 7 割 
今回４社に当社の希望や確認事項を伝えたところ、
その後、物件の提案があったのは 4 社目だけでし
た。 
他の 3 社は内見したにも関わらず、希望条件のアン
ケート記入もなく驚きました。 

 
繁忙期の時期なので、１客を継続的に追客できな
い、ということかもしれません。 
ですが、アンケートすら取らない会社が 7 割以上だ
ったことに、かなりのショックを受けました。 
なお、その中には大手の会社も含まれています。 
 
今回は、貸事務所という形態なので、エンドユーザ
ー向けの現場では違うかもしれませんが、もしかし
たら営業担当の判断で、せっかく現地に来てくれた
にも関わらず、アンケートをとらないケースがまれ
にあるのではないでしょうか。 
口頭でお客様の希望条件、お仕事内容を確認し、提
案してもあまり意味がないと判断してしまう場合な
どです。 
 
MA をやる場合にもまずはリストの数が大切 
営業担当としては自分の契約にならないお客様の情
報など取得しても無駄、という考えを持っている人
も中にはいます。しかしマーケティング担当として
は、例えばマーケティング・オートメーションを活
用するにしてもまずはリストの数が十分あることが
大前提です。また AI で自動的に物件情報を提案す
るサービスがあったとしても、こうした見込み客を
登録していなければ、情報を提供できません。 
簡単なことではありませんが、ぜひ営業責任者の方
と相談してアンケート回収の徹底を目指してくださ
い。 
 
営業の追客内容を定点観測することも大事 
また、蛇足にはなりますが、弊社がお付き合いして
いる売買仲介の営業責任者の方が、ある期間、部下
の営業担当の追客メールを逐一チェックするように
したところ、まさかこんなメールをお客様に送って
いるなんて…と愕然としたという声を聞いたことが
あります。 
 
貴社においてそんなことは発生していないと思いま
すが、万が一の可能性もあるのでチェックしておい
たほうが良いかもしれません。 
例えば外部の人に頼んでお客様として、自社の物件
に問い合わせをしてもらうと、営業の追客対応がわ
かるでしょう。 
 
なお、ポータルサイトが実際に自宅の建築を検討し
ている方を派遣して、営業対応を評価するようなサ
ービスがあると聞いています。そういった外部サー
ビスも検討いただき、営業担当の追客内容が、一定
レベルに到達しているのかどうか、チェックしてみ
てください。 
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◆ まるちゃんコーナー ◆ 
マリオシリーズではいつもヨッシーを選択、まる
やまです(*‘∀‘) 
 
【シビれる 快っ感・・・!!!】  

蒙古タンメンファンの方も多いようで、よく蒙
古をおススメされます。クセになりますよね、あ
れ。なんなら私、カップ麺でも良く食べます。ハ
フハフしつつ、たまにﾌﾞﾌｫｫ!ってなりますよね、
アレ?私だけでしょうか…。 

辛い物大好きですが、私は山椒の辛さも大好き
です。舌が痺れるあの感じ。たまりません。 
今回は蒙古に負けない、刺激的な麺のご紹介。 
 
「六坊坦坦面」 

池袋にある汁なし担々麺のお店。ここで食べら
れるのは2種類の担々麺。本場四川タイプの成都
式、それを日本風にアレンジした日式汁なし担々
麺。また、注文の際に唐辛子の辛さと山椒の痺れ
を5段階調節できるので、辛さを抑えて痺れを強く
することができます。 
辛いの+濃厚さを求める私は日式を注文。ちなみに
「辛さ３・痺れ４」にしています。 

さぁ、これが日本
式!もちもちまろや
かなのはもちろん、
干しエビ、ナッツ、
カイワレ大根がのっ
かった、カリカリの
食感がアクセント! 

また、胡麻ペース
トに複数のスパイスがブレンドされてます。胡麻
のマイルドさがあるので、辛いのが苦手な方でも
美味しく最後まで食べられるかと! 

途中でニンニク、腐乳、黒酢を入れて味変する
こともできます。他のお店ではお酢が一般的です
がここではまた違った味変が楽しめます。 

麺を食べ切った後の器にはソースがたっぷり残
っているので、ここにご飯を投入して食べるとこ
までが汁なし担々麺の醍醐味かと（勝手にそう思
ってます）!ちなみに小ライスは50円です(‘ω’)。 

しっかり混ぜて最後まで美味しくいただくと、
あれ、山椒のせいでしょうか、運動した時のよう
に汗かいて体力使って食べた感が。 

痺れる快感はなかなかやみつきになってしまい
ます。刺激が欲しい方は是非、汁なし担々麺で体
験してみてください!(=ﾟωﾟ)ﾉ 

◆渋いシュミ…?◆ 
 大学の専攻が歴史学科ということもあり、曽根通
でも城・寺社ネタという渋めの内容をお送りしてき
た私ですが、今回は東京のパワースポットに行って
きたのでお話させてください! 
 
「東京を代表するパワースポット!」 
田無神社では五行思想に基づい
て、五龍神が祀られています。
また、方位除けのパワースポッ
トとしても有名です。 

まずは入り口の鳥居すぐ近く
に鎮座している南の赤龍神。先
見性のご利益があるそうです。
学業や勝負事、昇進については
赤龍神様が良いです! 

続いて、収穫のご利益、西の白龍神。こちらは金
運、結婚などです。 

そして、新芽が出るような
発展のスポット、東の青龍
神。話術や音楽、積極性に効
果があるとか。ちなみに、青
龍神様の近くには昭和の大横
綱大鵬が開いた土俵があり
ます。五穀豊穣を願って開
かれたもので、勝負のパワー
スポットだそうです。 

赤龍神様とは反対側、絵馬
が奉納されている鳥居近く鎮
座されているのは、流水のよ

うな新鮮な気のご利益がある、北の黒龍神。健康や
交際についてご利益があるとのこと。 

最後、5 つ目は基盤づくりのご利益がある金龍
神。豊穣と除災の守護神。東西南北に鎮座された青
龍神、赤龍神、白龍神、黒龍神の中心にいらっしゃ
るのが金龍神。ちなみに本殿の中にいらっしゃるの
で、普段はお姿を見ることはできません。そのお姿
を見ることができるのは、酉の市の日だけだそう。 
 実は五龍神以外にも
龍神がいます。それ
は、東参道すぐに位置
するところにいる、運
気上昇の撫で龍です。
龍の頭と、龍が持って
いる玉を撫でると運気
の向上があるそう。隣に並ぶとなかなかの大きさで
す。存在感あります!田無神社は五龍神以外にも多
種多様な御祭神をお祭りしている神社ですので、皆
さんも是非、足を運んでみてください! 

暗くて見にくいですが青龍神！ 
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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。 
・黒須さん お付合い、ありがとうございます! 
・鈴木さん ご紹介、ありがとうございます! 
・青野さん ご紹介、ありがとうございます! 
・常松さん いつもコメント、ありがとうございます! 
・藤村さん 見積り、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! 
・平川さん 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 ～ 
◆曽根田のウイルス対策◆ 

新型コロナウイルスが世間の話題をさらっていま
す。参考に私の対策をご紹介させていただきます。 

・うがい手洗いをこまめに行う。 
・朝、水浴びをする 
・ヨーグルトを朝晩に飲んで腸内環境を整える 
・自転車通勤、ジョギングをして体力をつける 
・コロナウイルスを過度に意識しない 
・ニュースをできるだけ見ない 
・かかっても、自然治癒力で治ると信じる 
病は気から。気持ちが新型コロナウイルスに負け

ないようにしたいですね! 
（曽根田） 

 
◆ハンズフリーマイク、便利!◆ 

運転をしないので使うイメージがなかったハンズ
フリーマイク。使ってみたらとても便利ですね。 

両手が空くので、電話をしながらパソコンの入力
ができる。さらに外では寒い時期でも手を凍えさせ
ることなく電話ができる。自転車通勤をしているの
で、自転車に乗りながらも電話ができる。（風の音
は凄いらしいです）新しいもので生活はどんどん便
利になりますね。（曽根田） 
 
◆今月も猫に遭遇!◆ 
ジョギングをしていたら、今月も土手で日向ぼっこ
をしている猫に遭遇。今
回は階段で一匹、眠そう
な、気持ちよさそうなド
ラ猫。コロナウイルスな
どは全く気にせず気まま
に生きている猫にとても
癒されました! 
 
◆もうやんカレーでビールゲット!◆ 

事務所近くのもうやんカレ
ーが 1 周年ということで、く
じ引きで 2 等のランチビール
が当たりました!こっそり飲
みましたがお昼のビール、お
しいいですね!（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すべく、ここでご紹介して
いきます!（曽根田） 
「おばちゃんが海に落ちた。おーばっちゃん」 

息子が学校で仕入れた一押しのものです 
「ナイスな椅子」 

芸術作品 
「このカーテンには、かーてーん」 

うちの猫がじゃれているところを見てピン! 
 

◆ 糖質オフはじめました ◆ 
ドラえもんのごとくどら焼き、特にあんこに目がな
いのですが、糖尿家系の我が家、先日の健康診断で
色々相談したところ、「心配であれば緩い糖質制限
でもされてみては」とのお言葉をいただき、この度
糖質オフ生活を始めることにしまし
た。基本的にノー炭水化物、ノーお
菓子、ノー糖分。主食は白滝や糖質
ゼロ麺。初めは行ける気がすると思
っていたのですが、きつかったのは
あんこより白いご飯でした。あまり
にきつくすると暴食しそうなので、
ひとまず少量の米は一日一度、OK にすることとし
ました。人生１００年、根詰めてというよりものん
びりしながら健康的に暮らしていきたいと思いま
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】最近、ガストのモーニング、小倉クリ
ームトーストセットにはまっています。甘い物好
きの私としてはたまらない美味しさ! 

【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。 


