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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■■■ 

緊急事態宣言が延⾧されました。自粛疲れはありませんでしょうか?私は、リングフィットアドベンチ
ャー、ジョギング、息子とバトミントンをしたりと、できるだけ体を動かすようにしています。自粛モ
ードでも体力はしっかりとキープしていきたいですね。 

◆息子の自転車走行記録更新◆ 
事務所移転のオフィス家具を探すため、IKEA に行
くことに。自宅から一番近いのは南船橋です。いつ
もなら電車を乗り継いでいくのですが、自粛ムード
で、妻から電車で行くことは NG とのお達しが。そ
れではと、自転車で行くことにしました。 
地図で道のりを調べると約 13 キロ。会社に行くよ

りも近いです。家でゲーム三
昧の息子を焚きつけ（ごほう
びで釣りました）、自転車で
南船橋を目指しました。 
その日は強風。江戸川を渡る
橋で危うく横転しそうに。息
子が心配でたまにちらっと様
子を見ますが、しっかりとつ

いてきます。たまに、私が信号点滅の状態で交差点
を渡ると、息子が渡る頃には赤になってしまう時が
あります。息子はしっかりと自分で判断して、赤信
号で止まります。以前は離れることが不安で赤信号
を無視してわたってくる時がありましたが、大きく
成⾧したなと感じます。 
結局 90 分ほどで到着。息子が「疲れたよ～」とい
った弱音を吐くこともなく、走り切ったことに驚き
です。帰りもしっかりと走破し、ご褒美の本を買っ
てあげました。小学 2 年生でここまで走れるものな
んですね。次はどこを目指そうか!? 
 
◆流行りのお菓子作り◆ 
自粛モード中、家庭では子供とお菓
子を作るのが流行っているそう。そ
こで、我が家でもクッキーを作るこ
とになりました。 
はじめは乗り気ではなかった息子。
しかし私と妻が一緒に作っているの

が気になるらしく、途中から勢いよく参戦。400g
の小麦を全部ふるってくれました。 
レシピ通りに作りますが、うまく作れるのか?恐る
恐る出来上がったクッキーを食べると、、、、 
予想に反してサックリと美味し
い!食べる手が止まりません!
あまりお菓子を食べない息子
も、このときばかりはどんどん
クッキーに手を伸ばしていまし
た。次はケーキ作りに挑戦!? 
 
 
◆調子に乗ったら大変なことに◆ 
クッキーを上手に作れたことに気をよくし、母の日
にロールケーキを作ってみました。もちろん、人生
初です。クッキーと同じように作ればいいんだろ
う、タカをくくっていましたが、これが間違いの元
でした。 

大変だったのが、スポンジ生地作
り。卵とグラニュー糖を混ぜて泡
立てます。ハンドミキサーがなか
ったので、手動で泡立てるのです
が、30 分頑張っても思い通りに
固まらない。疲れ切ってしまい、
それなりの固さになったところ
であきらめてしまいました。 
焼いてみると見た目はしっかり

とできています。でも、食べてみるとスポンジがク
レープの生地みたい!?泡立
てが足りなかったんです
ね。悔しいので、次回はハ
ンドミキサーを倉庫から探
し出して、完ぺきなスポン
ジ生地を作りたいと思い
ます。 

第 54 号 

株式会社追客力  電話:03-4455-9265  ＦＡＸ:03-5539-4783 
令和 2 年 5 月 

曽根田通信 

妻も大絶賛！ 

完全装備で走破！ 

こんなに細か
った？ 

こねこね 

見た目も〇！ 

伊達巻か!? 
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◆ 集客・追客サプリ ◆ 
貴社の HP、Google に正しく認識さ
れていますか? 
SEO 対策について理解いただくため、今回からは、
Google スターターガイド
（https://support.google.com/webmasters/ans
wer/7451184?hl=ja）に沿って、具体的な対策に
ついて初めてのかたにもわかるようにご紹介してい
きます。 
まずは「Google がコンテンツを見つけられるよう
にする」からご紹介していきます。 
 
あなたが甘味処の店主だったら…? 
突然ですが、あなたは観光地で甘味処を開業した店
主です。これからたくさんのお客様に来てもらいた
いと考えています。 
そのためにどんなことをするでしょうか? 
雑誌に広告を載せる、地元新聞に取材されるなどい
ろいろ考えられます。 
旅行ガイドの方に、お店をオープンしたということ
を告知するという方法もありますね。ガイドの方が
旅行者からおススメの甘味処を聞かれた時に勧めて
もらえるようになります。 
 
Google がコンテンツを見つけるために必要な２つ
のこと 
検索結果で貴社の HP が表示されるようになる流れ
も同じです。 
まず、新しく HP を開設したり、ページを作ったり
したら、Google に伝える（インデックスされる）
必要があります。 
具体的には、以下の２つを行うことになります。 
１ 「サイトマップ」という HP の目次を作成 
２ 「Google サーチコンソール」で Google にサ
イトマップを送付 
です。 
 
サイトマップを送信しないと 20％しか… 
サイトマップを Google にしないとどうなるのでし
ょうか?私が目の当たりにしたケースでは、HP に
1000 ページ以上の情報があるのに、Google にイ
ンデックスされていたのは 200～300 ページしかな
かったという例があります。 
本当は有用なページがたくさんあるにもかかわら
ず、Google から過小評価されて検索結果が下位に
甘んじることになっていました。 
 
サイトマップの作成と送信方法 

それではサイトマップはどのように作ればよいので
しょうか。（ここでいうサイトマップは、Google
用のサイトマップであり、HP の下部にあるサイト
マップとは別のもの） 
代表的なのは XML サイトマップと呼ばれるもの
で、作り方から Google サーチコンソールへの登録
手順までわかりやすく紹介されているページがいく
つもあります。代表的なページをご紹介します。 
 
「”sitemap.xml Editor”を使って XML サイトマッ
プを自動生成しよう!」 
https://ferret-plus.com/7906 
 
なお、HP が Wordpress で制作されている場合に
は、プラグインですぐに作れます。 
その場合にはこちらをご参考ください。 
 
「【WordPress】サイトマップ作成から Search 
Console 登録までの全手順」 
https://saruwakakun.com/html-
css/wordpress/sitemap 
 
サイトマップを送信すると、Google がそれに応え
て、1 日ほどでクローリングロボットを貴社の HP
に派遣し、ページをインデックスします。 
 
Google は貴社の HP を何ページ把握している? 
なお、Google が貴社のサイトを何ページ認識して
いるか、確認する方法があります。 
 
Google の検索ボックスに「site:」と貴社の HP の
URL を入力して検索するだけです。 
例えば私のブログであれば、
「site:sonedataro.com」と検索します。 
すると、以下のような結果が出てきます。 

 
赤枠の数字が Google に認識されているページ数。
ここが増えていくことがひとつの目安ですね。 
 
まずは、Google に貴社の HP を正しく認識しても
らうことから初めてみましょう。 
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アフターコロナを見据えていまからで
きることを 
 
外出自粛の影響を受け、大半の会社では、来店・来
場客は激減しているようです。 
資料請求は増えていると聞きますので、お客様の住
宅購入のモチベーションは冷えているわけではあり
ません。お客様も、家を見に行きたいけれども、こ
の状況では外出がしづらい、という心理でしょう。 
それではどうしたらいいのでしょうか? 
 
自粛モードの中、お客様を無理に来店・来場いただ
くのは難しいでしょう。企業としての姿勢も疑われ
ます。そこで各社では、オンライン商談などをスタ
ートし始めたことを前回お伝えしました。 
ただ、住宅は一生に一度の買い物。ハンコを押す前
には実際の建物を見たいというのがお客様の本音で
す。かといって、オンライン商談後に何もしないで
いたら、お客様の熱は冷めるかもしれませんし、他
社に目移りする可能性もあります。そこで、アフタ
ーコロナを見据えて、お客様と繋がっている状況を
作ることが大切です。 
 
反響客と繋がること 
繋がるというは、継続的にお客様と接触している状
態です。特に難しいことではなく、昔から実施され
てきていることです。ほとんどの方は季節のハガキ
を郵送したり、イベント情報を郵送したりしたこと
があるでしょう。情報発信を続けることでお客様の
記憶の中に自分、あるいは自社のことを認知・定着
してもらうことができます。そして、非常事態宣言
が終結して自由に外出できるようになったあかつき
には、すぐに来店・来場してもらうのです。 
 
昔からすで実施されている 
過去から実施されている方法としては、ご紹介した
通り、郵送 DM や FAX といった方法があります。
FAX はもう一般の家庭では少ない状況です。郵送
DM はしっかりとターゲットを絞っていけば、効果
が高い方法です。しかし、まだ会うこともできてい
ない多くのお客様に継続して郵送すると、少なくと
も 1 通 100 円以上はかかるので、かなりのコスト
がかかります。 
 
現代では LINE? 
コスト面で考えるなら、紙ではなく WEB に軍配が
上がります。注目されている方法としては LINE で
す。企業が LINE@でアカウントを作り、お客様に
友達になってもらえれば、お客様へ情報発信が可能

です。LINE は全世代で開封率が 80％超と驚異的
な数字を誇ります。飲食や小売店では最も注目さ
れています。 
しかし、不動産・住宅業界で LINE@を活用するに
はハードルがあります。それは、友達になっても
らうことが困難なのです。ユーザーはメリットを
感じなければ、企業アカウントと友達になりませ
ん。飲食店ならクーポン、小売りなら期間限定セ
ールなどがお客様のメリットになるので友達にな
るメリットを明確に理解できます。 
 
不動産・住宅会社が LINE を集客で活用する時の
最大のハードル 
不動産・住宅業界の場合、そうしたメリットの提
供が難しいのが実態です。LINE で友達になって、
来店・来場してくれたお客様にプレゼント、とい
ったようなメリットを提示する会社もあります
が、よくある来場・来店特典と同じ。お客様は警
戒します。不動産・住宅業界で LINE を活用する最
大の壁は、友達の数を増やすのが難しいことで
す。友達の数が少ない中で、メッセージを配信し
ても、ごく限られた方しか見ないので、繋がる範
囲が限定的になってしまうのです。 
 
あの使い古されたあのメディアから 4 割が購入 
費用を抑え、広い範囲で繋がれる手段はメールマ
ガジンです。「メールマガジン?使い古されてい
て、誰も見ていないのでは?」と思われがちで
す。メールマガジンの受信数が多すぎてみない
よ!という方もいるでしょう。私も実はそんあ一
人で、メールマガジンの 9 割以上はゴミ箱に移動
しています。 
 
企業活動は、効果がなければその活動は止めるは
ずです。それなのに多くの企業がメールマガジン
を継続して送信している。それはやはり、効果が
あるからです。 
 
実際、あるメール配信サービスの会社の調査では
メールマガジン経由で買い物をしたことがある人
は 4 割以上というデータがあります。使い古され
ていると言われても、実績があり、多くの見込み
客に低価格で情報発信をできるメールマガジンは
まだまだ効果的です。 
 
そこで、次号からは数回に分け、中・⾧期的にお
客様と繋がるためのメールマガジン配信のコツを
お伝えしていきます。 
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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。 
 
・青野さん 情報、ありがとうございます! 
・与那覇さん 協力、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! 
・佐藤さん 情報、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 ～ 
 
◆初のバトミントン◆ 

先日、近所の公園で息子とバトミントンをしまし
た。息子にとっては人生初です。試しにやってみる
と、なかなかラケットに羽が当たりません。でも、
20 分ほどでラケットの距離感をつかめるようにな
り、ラリーが続くようになりました。子供の成⾧と
いうか、コツをつかむス
ピードは凄いですね。 

意外と夢中になって、
あっという間に 1 時間。
気づいたら汗もにじんで
いました。 

久々にお日様の光を浴
びるのは気持ちいい。 

自粛モードですが、心と体の健康維持のために適
度な運動はしていきたいですね。（曽根田） 
 
◆初!のこぎり体験◆ 
工作が好きな息子が「鉄腕 Dash」というテレビ番
組で見た神社を作りたいとのこと。 
家で余っているもので作れないかといろいろ探して
いたら、割り箸を発見。これでつくってみることに
しました。 
割りばしは先が細いので切断しなければいけませ
ん。そこで初めて息子にのこぎりの使い方を教えま
す。はじめにのこぎりで 1 点に集中して溝を作り、
それから勢いよく引くとうまく切れるのですが、溝
を作るのがなかなか難しい。慣れないと左右にぶれ
てしまいます。10 分経って
も 1 本が切れない。「疲れ
たー」と休憩しながら再チャ
レンジ。するとバトミントン
と同様、30 分もやるころに
は溝を作って 1 本を 3 分程
度で切れるようになりまし
た。吸収力がすごいですね。
切った後は割り箸をボンドでくっつけます。これも
息子は初めてで苦戦していましたが、30 分もする
と、無駄なく塗れるように。本人も嬉しそう。どん
どん教えていきたいですね。（曽根田） 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆今月のダジャレ◆ 
曽根田の息子（２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） 
「アイスを愛する父さん」 

私がアイスを食べていたときに息子からひとこと 
「小松菜が食べたい子がいるって? 

そんな子、待つな!」 
野菜好きの子は健康的でいいですね。 

「このチーズ、おいチーズ」 
 息子に真顔で言ったら、笑いを堪えていました。 

 
◆ 夢のチキンソテー ◆ 
きっと人生で初めてのお出かけしないゴールデンウ
ィークとなりましたが、皆さんどのように過ごされ
たでしょうか。私は小さな夢であった鉄のフライパ
ンで皮がパリパリのチキンソテー
を作るということを叶えるため、
鉄のフライパンを購入しました。
おしゃれな紙袋に入った、フラン
ス製のこの子はなにしろ手がかか
る。蝋でコーティングされている
ものをお湯ではがしたり、くず野
菜を炒めたり様々な工程を経て、やっと準備完了。
さあ、あの美味しそうなチキンステーキをと焼いて
みたら、何が悪いのか、皮がまったくなくなってし
まいました。鉄のフライパンは使い込むと味が出て
くるという話。初回でうまくいくわけがありませ
ん。あと何回焼いたら夢のチキンソテーにありつけ
るのでしょうか。（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】ガストのモーニングメニューに、小倉ク
リームトーストが復活しました!嬉しいですね! 

【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。 


