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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■■■ 

緊急事態宣言が解除されて、少しずつですが日常を取り戻してきました。コロナ前に戻る、ということ
はありませんが、プライベートも仕事も、新しい様式を少しずつ確立していく必要がありますね。 

◆秋葉原に事務所移転しました!◆ 
6 月に事務所を移転しました。新事務所は秋葉原か
ら徒歩 5 分のところ。半年
かけて見つけた物件で、よ
うやく決まりました。 
秋葉原は前の職場に比べた
ら、小さなお店が混然とし
ています。路地裏もたく
さんあり、下町育ちの私
としては、親近感満載。お近くにいらっしゃる際は
ぜひ、遊びにお越しください! 
 
◆秋葉原に来たらココへ!◆ 
さて、さっそくですが秋葉原のおすすめ第一号とし
て、新事務所の 1 階にある KIELO COFFEE をご紹
介。普通のコーヒーショップように見えますが、実
は店主のこだわりがすごい。 
私が驚愕したのがアイスコー
ヒー。どこも似たり寄ったり
だろうと思っていたのです
が、このお店は違いました。
苦味がなく、まろやか。飲みやすさが半端ない。 
オーナーに聞くと、コーヒー豆をローストせず水出
しで抽出したコーヒーだそう。ローストしてないか

ら苦味がなく、まろやか。一階に
そんなこだわりのコーヒーを出し
てくれる店があって嬉しいです
ね。コーヒーが飲めない人でも飲
めるはず。コーヒー嫌いの方、事
務所お越しの際はご馳走します! 

 
◆リベンジ!ロールケーキ!◆ 
前号で、ロールケーキ作り挑戦したことをお伝えし
ました。しかし、伊達巻のようになってしまい不完
全燃焼。翌週、さっそくリベンジをしました! 
 

今回は秘密兵器、そう、電動の泡立て器を用意。 
初めて使うので緊張します。恐る恐るスイッチをオ
ンにすると、卵がビャーっとボウルから飛び出てし
まうではないですか! 
オフにして気を取り直し。 

ある程度混ぜてから電動で混ぜた
らいけそうだと思いつき、まずは
手動で軽く混ぜます。いい感じに
混ざったところで電源オン。今度
は飛び散りません。そして、とん
でもない速さで攪拌（かくはん）

されていくではないですか!すぐに息子も参戦。面
白そうにずっとかき混ぜてくれました。 
前回は、手作業で 30 分かけても未完成状態だった
スポンジの元。今回はものの 15
分で前回よりも 1.2 倍ほど膨れ上
がりました。 
文明の利器って凄い!感謝! 
そして自信満々にオーブンで焼き
ます。 
 
が、出来上がりはご覧の通り。
まだスポンジが薄い?なぜ… 
調べてみたら、スポンジの元を
流し込む型を無視し、オーブン
の天板にスポンジの元を流し込
んでいたのが原因だったようで
す。（天板はレシピの型の 2
倍の大きさ） 
 
更なるリベンジをしなくては!と頭をよぎったもの
の、毎週同じものを作っていたら飽きるので、今回
はこれにて終了。 
コツはわかりました。 
次はいよいよホールケーキ挑戦か!? 
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 ◆ 集客・追客サプリ ◆ 

Google に認知された後は、認識して
もらおう。まずはタイトルから 
 
前号から SEO についてご紹介しています。Google
に貴社の HP の全ページを認知してもらうために、
サイトマップを送信することをお伝えしました。 
 
認知（発見）してもらった後には、Google に正し
く認識してもらう必要があります。そのために、検
索エンジン最適化（SEO）スターターガイドには大
きく３つのことが推奨されています。 
今回は、そのうちの 1 つ目のタイトルについてご紹
介します。 
 
タイトルとはそのページについて一言で表した言葉
です。わかりやすく言うと、本のタイトルのような
もの。HP ではページ毎にタイトルを設けて、何に
ついて書かれているページなのか、伝えることがで
きます。 
このタイトル、SEO はもちろん、お客様に興味付け
して HP へ来てもらうためにも重要です。 
 
各ページに固有の正確なタイトルをつける 
ページのタイトルは、検索結果一覧で一番大きく青
く表示されます。魅力的なタイトルにすれば、ユー
ザーにクリックしてもらえるので、SEO に関わら
ず、とても大切なところです! 

 
タイトルはどのように決まるのでしょうか?それを
確認してみましょう。 
  
まずは GoogleChrome で貴社の HP を開き、右ク
リック。「ページのソースを表示」という文言が出
てきます。 
 

 
これをクリックすると下の画面が表示されます。 

 
これはソースコードというもので、ページを作るた
めの機械語です。 
ここでキーボードの「ctrl」ボタンを押しながら
「f」ボタンを押すと、検索ウインドウが表示され
ます。「title」と入力、検索してみてください。 
 
すると<title>と</title>が検索結果にヒットしま
す。ここに囲まれた文言がページのタイトルです。 
Google はこのタイトルを読みって、何について書
かれたページなのか認識します。 
このタイトルを正確なものにすることを推奨してい
るわけですが、具体的にどのようなタイトルにすれ
ばいいのでしょうか? 
 
１ タイトルはページの内容を正確に反映する 
ページと関係のないタイトルをつけると、Google
は一貫性がないページと判断し、低く評価します。
タイトルはページの内容と関係するものをつけまし
ょう。 
 
〇の例 タイトルと内容が一致している 
タイトル:二世帯住宅を建てる時のポイント 
ページの内容:二世帯住宅にまつわる失敗から、失
敗しないための間取りの描き方 
 
×の例 タイトルと内容が一致していない 
タイトル:二世帯住宅を建てる時のポイント 
ページの内容:健康住宅を建てるメリットと、建材
の選び方 
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２ 各ページに固有のタイトルを付ける 
Google が各ページの違いを認識しやすくするた
め、ページごとに異なるタイトルを付けましょう。 
 
〇の例 ページ毎にタイトルが異なる 
江戸川区の新築戸建ての一覧ページのタイトル 
→ 「江戸川区の新築戸建ての一覧」 
江東区の中古マンションの一覧ページのタイトル 
→ 「江東区の中古マンションの一覧」 
 
×の例 ページのタイトルが同じ 
施工事例の一覧ページのタイトル 
→ 「江戸川区、葛飾区で 30 年。追客力工務店」 
展示場ページのタイトル: 
→ 「江戸川区、葛飾区で 30 年。追客力工務店」 
 
３ 簡潔でわかりやすいタイトルを使用する 
タイトルは検索結果に一番大きく表示される部分で
す。簡潔で有益なタイトルが推奨されています。
33 文字以内が一つの基準と言われています。 
 
〇の例 33 文字以内に収まっている 
「宇都宮で二世帯住宅を建てる時のポイント｜追客
力工務店」 
 
×の例 33 文字以上。関係のない市区町村名が羅
列されている 
「宇都宮で二世帯住宅を建てる時のポイント｜宇都
宮市、日光市、鹿沼市、栃木市、佐野市、足利市、
さくら市、矢板市、下野市、小山市の新築住宅なら
追客力工務店」 
 
なお、SEO 対策として、タイトルに上位表示させ
たいキーワードを入れることが大切です。 
 
自社のホームページのタイトルを変更したい場合
にはどうすれば? 
まずは、ご紹介した３つの基準で自社の HP のトッ
プページ、一覧ページ、詳細ページのタイトルを見
てみましょう。「これは変更したほうがよい!」と
感じるところが見つかるかもしれません。 
 
タイトルを変更するには、制作会社に依頼する必要
があります。ただ、時間もお金もかかります。サイ
トをリニューアルするときがオススメです。 
そのときまでに、どのようなタイトルにするのか、
ルールを作っておくとよいでしょう。 
 
◆メールマガジン配信のコツ１◆ 

お客様ごとに行動がわかる配信システムを使う 
 
利用できる武器によって戦略や戦術が変わってき
ます。そこで、まずは道具についてお伝えしま
す。 
 
メールマガジン配信システムは、予めお客様リス
トの情報と送りたいメールの文面を登録しておけ
ば、一斉にメールを配信してくれるシステムで
す。 
そして、多くのシステムでは、メール本文の初め
にお客様の名前などを差し込むことができます。
（例 例えば、田中さん、鈴木さん、佐藤さんと
いうお客様の名前を自動的に差し替えてメールを
送ることができる） 
 
このシステムを利用すると、メールマガジンの開
封率、メール文章内のリンクのクリック率を計測
することが可能です。例えば、1000 人のお客様リ
ストがある場合、ある時のメールマガジンの開封
率は 20％だとわかれば、200 人が開いたことがわ
かります。また、クリック率が 3％であれば 30 人
がメール文面のリンクをクリックしたことがわか
ります。配信したメールマガジンごとに測定でき
るので、メールのタイトルや本文を改善すること
ができます。 
 
今回のコツは、この計測をより高度にできるメー
ルマガジン配信システムを使おう!です。 
より高度にできる、とは 

① お客様毎に開封・クリックがわかる。 
② 指定期間内に、お客様毎の開封・クリック実績

がわかる。 
システムです。 
なぜこれが大切なのか。メールマガジン配信の効
果検証を具体的にできるからです。例えば、個人
ごとに開封、クリック実績がわかると、契約者の
うち、だれがメールマガジンを閲覧していたのか
がわかります。また、契約者が関心のあるメール
マガジンはどれなのか、ということもわかりま
す。さらに、契約者の方々の動きを集計・分析し
て、パターンを見出しておけば、未契約の方の中
でそのパターンと近しい行動をしている人を見つ
け出し、入念にフォローをすれば契約に近づく、
ということも可能になります。 
 
こうした配信ツールは、今では数万円で利用でき
るようになっています。大企業でなくても十分に
導入できる価格帯ですので、ぜひメールマガジン
を配信する際は導入を検討してください。 
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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。 
・後藤さん ご紹介、ありがとうございます! 
・小林さん ご紹介、ありがとうございます。 
・青野さん アドバイス、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! 
・早坂さん お花、ありがとうございます! 
・大越さん お花、ありがとうございます! 
・松丘さん お祝い、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 お祝い、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 ～ 
 
◆闇夜にうずくまる 2 人の姿◆ 

先日、帰宅したら闇夜に家の前に倒れたおじいち
ゃんと、介抱している若い女性が。 

どうやらおじいちゃんが、散歩中に転倒し、起き
上がれなくなったよう。 

自宅前なので放っておくこともできず、おじいち
ゃんを抱きかかえ、近くの階段に座らせることに。
しばらくしたら落ち着いたのか、おじいちゃんから
話かけてきました。 

「あんたのとこの会社はなんて言うの?」 
「お金ちょうだい」 
「財布、落ちてない?」 
この状況でその質問?おじいちゃんのたくましさ

に女性も私も苦笑い。適当に答えていたら、おじい
ちゃんは立ち上がって歩いて帰っていきました。 

その間 30 分ほど。他に 3 人ほど通り過ぎました
が、足を止める人はなし。若い女性はおじいちゃん
がきちんと歩き出すまで見守っていました。 

介抱していた若い女性の純粋な心に感心し、日本
の未来も明るいなと感じました。（曽根田） 
 
◆音声入力が便利!◆ 
コロナ下で外出を控えて PC の前に座ることが多
く、目を酷使していました。何か良い方法はないか
と探していたところ、モニターを見ずに入力できる
音声入力に行き当たりました。 

以前も試したことがあったのですが、精度がよく
なく頓挫。数年経過して、かなり性能が良くなって
いるそうなので、とりあえず試してみることに。 

すると、かなり正確に聞き取って、テキストにし
てくれるではないですか!感動してしまいました。
「かいぎょう」といえば、改行もしてくれます。い
やー、技術進歩は凄いですね。実は、この文章も音
声入力で原稿を書いて、後から文章を修正して整形
したものです。 
正解率は 100％ではありませんが、歩きながらや、
ソファに座りながら入力できるのは本当に便利。 
書き物の仕事があるときにはぜひ試してみてくださ
い。詳細は「音声入力」で検索!（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） 
「この加湿器、お菓子付き」 

ようかいけむりが出てきそうですね。 
「きなこが好きな子」 

餅つきで不意に思いつきました。 
「階段のにおい、嗅いだんだ。」 
 うちの猫が嗅いでました。 

 
◆ 自宅でタコパ ◆ 
先月誕生日を迎えていよいよな年齢となってきまし
た。まだ自粛中だったので、外食もできず、何をた
べようかなといろいろ考えていたのですが、某○ル
ディにてタコスの素が売っているではありません
か。事務所移転前には大好き
なメキシカンのお店があった
ので、すっかりメキシコづい
ていました。サルサソースな
ど一通り揃えて、いざタコス
パーティ。普通のタコスに、ケサディーヤというチ
ーズとお肉を挟んだサンドウィッチのようなものと
チリコンカン。自分で好きなものを挟んで食べるっ
て楽しくていいですね。サルサソースが余っている
ので、近々またやろうと思います。お手軽にできる
ので是非ホームパーティでも!（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】事務所移転して、お店探索が楽しみで
す。その分体重が…。運動量を増やさねば! 

【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。 


