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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■■■ 

緊急事態宣言が出されました。さまざまなところで自粛モードになっています。少なくとも数か月はこ
の状況が続きそうです。不動産・住宅業界への影響はこれからでしょう。会社あってこその事業。お客
様や社員を守るために、企業としてのテーマを成⾧から生存にシフトする必要があります。 

◆自粛モードの事務所◆ 
在宅勤務の方も多いかもしれませんが、弊社のコワ
ーキングスペースの事務所も閑散としています。運
営スタッフは完全に休業。個室を利用している会社
だけが利用しています。
常時いるのは 3 社くら
い。弊社もその一社です
が、他の社員はテレワー
クをしてもらっています
ので、社⾧の私一人。も
ちろん家で仕事はできま
すが、息子がいるのでな
かなか集中できません。いろいろと物事を考えた
り、形にする絶好のタイミングとチャンスに捉え、
ちょうど新サービスを検討中なので、完成度を高め
ていきます!  
 
◆春はめぐってくる◆ 
今年はお花見ができない人も多かったのではないで
しょうか。咲き始めに撮影した 1 枚です。外出は控
えるものの、心の中は百花繚乱としていきたいです
ね。また、陽の下で、川を気持ちよさそうな鯉の集
団も発見。世間は自粛モードですが、季節は変わら
ず巡りますね。大自然の力強さを感じます。 

 
◆初めて 50 ㎞以上走行◆ 

３密を避けるため、初めて 1 日に 50 ㎞以上、自転
車で走行しました。 
普段、通勤で 35 ㎞くらい走行しています。50 ㎞は
余裕かと思ったのですが、そんなことはなかった。
自宅から事務所の神谷町まで通勤。その後、六本木
から 246 号をずっと西に走行します。車では感じ
ませんが、246 号は上ったと思ったらすぐに、下
り。それが繰り返されます。バスも多く、かなりの
注意を要します。体力的にも、精神的に疲労が激し
く、自宅に帰った時にはヘトヘトになりました。 
 
◆自転車で激しく転倒◆ 
自転車通勤ではいつも安全運転をしているつもり。
ですが、先日、荒川の橋を下り、スピードがかなり
出ていたことをいいことにペダルを最大限回転。す
ると、タイヤが何かにぶつかったのか、思うように
方向を変えることができ
ず、道路の植栽に自転車
が侵入。植木にぶつか
り、体が投げ出されて
3m ほど吹っ飛んでしま
いました。柔道を 4 年以
上やっていたので、ここ
で受け身を取れればよかったのですが、思い返せば
20 年前のこと。頭では受け身!とよぎったものの
体がついてこない。腹ばいで着地し、右腹を強打。
肋骨と腰骨を痛めてしまいました。しばらくうずく
まっていたら、後ろを走行していた自転車の方。吹
っ飛んだカバンを拾ってくれて、「気を付けてくだ
さいね」と一言。ありがたいです。なんとか起き上
がり、ゆっくり事務所まで到着。慣れた道だったの
で油断していたのでしょう。命に別状なく、日常生
活に支障をきたすような怪我もなし。感謝するとと
もに、慢心を戒めなければと気づかされました。
（病院に行ったら打撲との診断でした） 
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 ◆ 集客・追客サプリ ◆ 

こんな状況だからこそ SEO 
自粛モードの中、これまでは来場予約のキャンセル
が相次いでいましたが、現在は資料請求も減ってき
ていると聞きます。 
購入意欲が高い方は依然として問い合わせをするの
で、広告出稿は続けるべきです。ですが、今までと
同額の予算をかけるべきなのか、悩んでいらっしゃ
る方もいるかと思います。 
反響が獲得しづらい状況では同じように広告を出稿
しても採算が悪化するだけです。 
そこで、同じ費用をかけるのであれば時間がかかる
SEO に予算配分することも一つの手です。 
 
SEO とは、Search Engine Optimization の略。検
索した時に広告以外の検索結果（自然検索）で上位
に表示されるための対策です。自然検索での流入は
リスティング広告の 10 倍以上という統計データも
あります。大きな市場ですが、SEO 施策は何を信じ
ていいのかよくわからない、と感じる方もいるかも
しれません。過去に SEO 会社に依頼したけれど、
成果を上げられなかった、場合もあるでしょう。 
SEO 会社は得意不得意があるので各々、様々な対策
を主張します。でも大事なのは Google が明示して
いる方針。この方針に沿った施策を行えば、上位に
表示される可能性が高まります。 
 
検索エンジン最適化（SEO）スターター ガイド 
Google 社が提供している「検索エンジン最適化
（SEO）スターター ガイド」
（https://support.google.com/webmasters/ans
wer/7451184）という WEB ページがあります。
ホームページを管理し、Google 検索を通じて収益
化や宣伝を行いたい方を対象にした、いわば SEO
の初心者向けのページです。目次に以下が掲載され
ています。（2020 年 4 月 12 日現在） 
 
 はじめに 
 Google がコンテンツを見つけられるようにする 
 クロール対象外のページを Google に指示する 
 Google（とユーザー）がコンテンツを理解できるよ

うにする 
 Google 検索結果での表示を管理する 
 サイトの階層を整理する 
 コンテンツを最適化する 
 画像を最適化する 
 サイトをモバイル フレンドリーにする 
 ウェブサイトを宣伝する 
 検索のパフォーマンスとユーザーの行動を分析す

る 

これだけではありませんが、この基本を押さえるだ
けでも大きく検索順位が上位に表示されます。 
そこでブラックボックスと言われる SEO について
Google 社が公表している情報をもとに、有効な対
策についてお伝えしていきます。わかりやすさを重
視しています。正確な情報は先ほどご紹介したスタ
ーターガイド等をご覧ください。 
 
Google が検索結果を表示させる仕組み 
まず、簡単に Google が検索結果を表示する仕組み
をご紹介しましょう。 
 
Google は Googlebot という WEB 上をくまなく動
けるロボットを常に稼働させ、新しいページや更新
されたページをチェックしています。この動きをク
ローリングと呼びます。（図①） 
Googlebot は新しいページを見つけると、その情報
を倉庫に格納します。この倉庫を「インデックス」
と呼びます。（図②）この倉庫が大きいほど、情報
が沢山ある WEB ページと認識されます。 
ある時、ユーザーが検索します。Google はその検
索意図をできるだけ正確に把握し（図③）、「イン
デックス」の中から、検索意図に最も適合している
であろう WEB ページを順位付けし、結果を表示。
これが検索結果です。（図④） 

 
検索結果は観光ガイドと同じ 
横文字ばかりでわかりにくいかもしれませんので、
観光ガイドで例えてみましょう。観光ガイドの方は
アンテナを張って、常に新しいお店、観光スポッ
ト、イベント情報を集めます（クローリング）。そ
うして集めた情報をノートに整理・分類し集めます
（インデックス）。そして実際にガイド依頼がきた
ら、ガイドする集団の方々がどのような観光をした
いのか確認し（検索意図の把握）、そのニーズに適
ったガイドプランを提供します。（検索結果） 
 
身近なものに例えれば、そんなに難しいものではあ
りません。 
次回からはスターターガイドに従って詳しくご紹介
していきます。 
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各社の新型コロナウイルス対応 
 
安部首相が緊急事態宣言を発令しました。 
新型コロナの影響は先が見えない状況ですが、私の
知る限り、来場、来店がキャンセルになっているケ
ースが相次いでいて、4 月に入り反響自体も減って
いるという話を伺います。 
 
私が確認している、業界各社の対策について共有い
たします。 
 
１ オンライン接客 
営業の方が現地に赴き、お客様へビデオ会議で内覧
されています。 
すでに実施済みの会社様もあると思います。 
 
２ オンラインセミナーの開催 
過去の反響顧客向けにオンラインセミナーを開催さ
れています。テレワークをされている方が急増して
いるので、参加者は意外と多いと伺います。 
 
３ 自宅から現場まで送迎 
電車を利用する方の不安を払しょくするために、営
業が車でご自宅までお迎えし、現地まで案内されて
います。 
もちろん、現地に来ていただける場合は、1 組ずつ
の案内です。 
 
賃貸であれば、オンライン接客だけで契約まで進む
こともあるようです。 
 
一方、建築・購入はなかなかオンラインだけで契約
まで完結することは難しい。 
オンラインを使ってモチベーションを上げ続け、最
後はやはり現地に来てもらうことが必要です。 
 
展示場が営業停止対象に 
緊急事態宣言の中には、展示場も停止対象となって
います。総合展示場をメインの集客と位置付けてい
る企業にとっては大打撃です。 
総合展示場に 5 カ所ほど出店していれば、それだけ
で数十人の社員をどのように働いてもらうのか考え
る必要があります。 
展示場にいる方々は営業でしょうが、お客様は動か
ない。かなり厳しい状況になる可能性があります。 
 
利用できる支援策 
そんな状況の中、事業を継続するためには手元資金
を確保するということが必要です。すでにご存じか
もしれませんが、国や都道府県から出されている支

援策が多くあります。使いやすいと聞くものをご
紹介していきます。 
 
資金繰り対策 
まずは資金繰り対策です。 
日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症
特別貸付」。中小事業は、最大 3 億円まで融資を
受けることができ、基準金利は 0.21％に引き下
げ。最大 5 年据置で、担保不要です。 
続いて、商工中金の「危機対応融資」。融資の条
件は日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感
染症特別貸付」とほとんど同じ条件です。こちら
は 4 月中旬から始まるということです。 
そして 3 つ目にセーフティネット保証 4 号・5
号。信用保証協会が保証してくれる制度です。4 号
は売上高が前年同月比 20％以上の減少で 100％保
証、5 号は売上高が前年同月比 5％以上の減少で
80％保証。事前相談可能です。 
中小企業診断士や税理士などにも聞いてみると資
金繰り支援はかなり使いやすいそうです。 
ただし、窓口が非常に混んでいるということです
ので、早めに相談したほうが良いとのことでし
た。 
 
思い切って休業するという選択肢も 
資金繰り支援はあくまで借入ですので、返済が必
要です。出血を止める方法として、雇用調整助成
金を活用する、という手段があります。 
従業員を休業扱いし、休業手当を支給、雇用調整
助成金を申請します。4 月 1 日から 6 月 30 日まで
の間ですが、解雇しない場合、中小企業であれば
90％、大企業であれば 75％助成されます。 
ただし、 
１ 持ち出しが必要であること。助成金が出るま

で 1 ヶ月～2 ヶ月かかります。 
２ 手続きが煩雑であること。→簡素化されてい

るそうです（4/10 時点） 
というネックがあるそうです。 
 
私の再生コンサル時代の経験から言わせてもえれ
ば、こうした支援策は体力があるうちに動き出さ
ないと、いざという時に間に合わない。 
社員の雇用を守るためにも、まずは情報を集めて
検討されてみてください。 
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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。 
 
・多井中さん 書籍、ありがとうございます! 
・鈴木さん 紹介、ありがとうございます! 
・新宮さん 紹介、ありがとうございます! 
・村田さん 対応、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 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! 
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 ～ 
 
◆10 年目に突入のビジネス靴◆ 

あまり衣服に頓着しな
い私ですが、靴だけはな
ぜか大切にしています。
特に革靴。初めて購入し
た専門店での革靴。購入
してから 10 年経過しまし
たが、ちょこちょこ手入
れをして、ソールを好感してまだ現役です。良いも
のを⾧く使えば愛着が出ます。QOL も高まる気が
する!?これからもしっかりとケアしていきたいと思
います。（曽根田） 
 
◆ある寒い日の朝のこと◆ 
ある日、6 時くらいに起きてリビングに行くと、う
ちの猫が布にくるまっているところを発見。寒かっ
たのでしょう。とにかく頭
だけ突っ込んで、そのまま
寝てしまったのだと思いま
す。頭隠して尻隠さず。つ
いつい笑ってしまいまし
た。（曽根田） 
 
◆ガストのこれがイチオシ!◆ 
前号でご紹介したガストの小倉クリームトーストセ
ット。写真を撮りました。左の画像のように提供さ
れ、自分で塗り付けて右写真のようにしていきま
す。甘党にはたまりません。スープ・飲み物バイキ
ング付きで税込 438 円。驚異的な価格。本当にあ
りがたい。毎回手をしっかりと合わせていただいて
おります。朝早起きしたときにはぜひガストへ!
（今は自粛モードでメニューから除外されてしまい
ました…）（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） 
「ヨガに用がある」 

リングフィットアドベンチャーでヨガ中に 
「携帯から出てる毛痛い」 

本当に出てたら怖いです 
「おやつのようかん、よう噛んで食べなさい!」 

大阪では定番? 
 

◆ あなたの青春ソングは?? ◆ 
緊急事態宣言発令されましたね、ひとまず買い物に
行けることと、ロックダウンがないことに安心しま
した。先週の土曜日、テレビであなたの青春ソング
は?という題名の番組が放映され
ていました。有名人が各々１４歳
の時に聞いていた音楽を紹介する
番組なのですが、我が家でもそれ
をやってみようということにな
り、お互い紙に書き出してみまし
た。完全に歳がばれてしまうので
すが、書いてびっくり小室だらけでした。まぁ全盛
期だったので、きっと周りもこんな感じなのでは。
旦那は仮面舞踏会や聖飢魔Ⅱが入ってびっくり。想
像以上に盛り上がるこの青春ソング。お籠り中の今
是非やってみることをお薦めします!相手の意外な
一面が見られるかもしれません。（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】営業の丸山が止むに止まれぬ事情のため
3 月末で退職。これからさらに活躍すると期待して
いたので残念!新しく営業、募集中です! 

【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。 


