あなたのお店を揮見﹇
つながりを大切に︑信用を高めて︑
⁝総合力でお客様のために︒

までの実績からも十分

積が小さいこと︑これ

れていました︒他にも

こともあり︑積極的な

上の多くを占めていた

ため︑農業を継続して

この状況に対応する

います︒

過ごしてきたこともあ

でもなく︑現状維持で

端に売上が落ちたわけ

から︑宇部ヤンマー商

Nに独立し創業しま を多く扱っていること

やしていくことに力を

いけない農家に向けて︑

を打つことなく過ごし

り︑次のために特に手

いては実機を見ないで

ことをチャンスと捉え

大規模化されていない

で︑ネット顧客や︑ホー

にも迅速で的確な対応

また整備や問い合わせ

ことを真摯に考えてい

さらに成長させていく

性を引き出し︑会社を

ムセンター利用者等︑

しており︑近隣のホー

械の売上は手堅く推移

しっかり固め︑ホビー

の信頼を得て︑地盤を

その中でさらに農家

からの相談も増え︑農

近年農業を辞める人

いくことです︒

になることを実践して

総合力でお客様のため

機械以外のことを含め

イスができるようにし︑

着け農業全般のアドバ

壌に関する知識も身に

業機械や肥料の他に土

その一つとして︑農

ます︒

る柔軟な対応力と言え

るのではないでしょう

することで︑裾野を広

ったお客様にまで対応

今まで対応してこなか

げる努力を継続してい

◇

か︒

また離農が増えてい

ムセンターとの競合も

その先を見据えた農家

農家の中から︑さらに

ます︒

る反面︑いわゆるホビ

の他︑共立やホンダの

そうです︒

機の販売より買取りが

の場での販売だけでな

も行っていますが︑そ

しかし︑そのような

の掘り起こしをしてい

増えているような状況

きたいとのことでし

売り方をしてはお無様

機械も扱いホームセン

く︑見込み客の発掘︑

の中︑乱撃社長は︑禅

た︒

氏の考えている農業に

けに商品の充実を図り︑

との縁も途絶え︑農家

関する知識︑経験等農

との息の長い付き合い

はできないと悟り︑息

となど︑大事な情報を

得ることができ︑今後

業全般に関連する力を

で︑コントラクター事

身に着け活用すること

業等を通して地域農業

ないで︑信用を得てか

ようにと言い続けてい

子には決して無理をし

ています︒

末冨社長の御子息の

の活性化︑次世代への

最近では展示会を開

むところがら入るなど

営業の話はお客様の好

繋がりを大切に育み︑

をまわり迅速な対応で︑

受け︑こまめにお客亭

ができるようにしてい

して整備か購入の選択

てから︑お口置が納得

整備の見積もりを出し

方がよいと思う時でも

械の中で︑買い替えた

例えば整備依頼の機

その結果としてお客様

る体制つくり等を通し︑

もに︑農業全般に関わ

一層の充実を図るとと

今後は︑整備事業の

るそうです︒

ら次の販売につなげる

の販売に大いに役立て

いずれ自社田を作るこ

しています︒しかし︑

◇
など︑これまでのお客

購入を決める人がいる

禅氏は︑社長の教えを

様とは違う感性の客層

かない農機販売店もあ

お動転の気持ちに配慮

担おうしています︒

ホームページを作るこ

りますが︑当社では年

するよう心掛け実践し

橋渡しに大きな役割を

とも考えたそうですが︑

4回実施しています︒

この展示会では︑中

機械の販売に繋げてい

けていくことで︑農業

これは︑末冨社長の

み客候補であり︑可能

なお客様も将来の見込

農政の方向が見えな

◇

こうとしています︒

経験から来ている部分

やっていくしかない︒

い中︑今できることを

◇

な限り対応しています︒

っていたのでしょう︒

れでも当時は若さが勝

もあったそうです︒そ

反感を買うようなこと

客様が他所へ移ったり︑

え︑農機販売店の可能

後の農業の将来像を考

と向き合いながら︑今

の減少や高齢化の課題

積みながら︑地元農家

以上さまざまな経験を

る成長に期待します︒

式会社のこれから更な

る宇部ヤンマー販売株

す︒着実に前進し続け

くことが大切になりま

していく力を付けてい

禅氏は入社して10年 その中で︑柔軟に対応

勢いで売り続けていた

無理な売り方をしてお

末冨社長は若い時︑

もあるようです︒

ていますが︑このよう

﹁今では自分よりもお ムセンターで購入した

い﹂とのこと︒

潮影からの信頼が厚 機械の修理依頼も増え

との信頼関係を保ち続

古農機の展示︑販売等

るそうです︒またホー
内に入っていることの

ています︒社長曰く
方が良いと判断し対応

っていたそうです︒

◇

費用対効果で考えた時︑

以前は毎月展示会を行

なことと認識し自社の

維持管理していくより︑

自社でホームページを

へのアプローチも大切 になるかもしれません︒

瀞デ寮r尋
￥，lis．pt．

お客様の考えているこ

ターに流れるお客様向

後継者に恵まれ︑

地域の特性を考慮し︑

ありますが︑ヤンマー

1軒あたりの農地面 ー農家が増え︑小型機

ーの看板や︑いろいろ

エンジン︑昔のヤンマ
な種類の農旦ハが展示さ

エンジン等が別の場所 あり︑将来受託件数が

に対応できる手応えが

当社は農機専業として
に保管されているそう

増えた場合にはパート

ことになりました︒

地域性なのか︑集落営

いと見込んでいます︒

等を増やしていけばよ

◇

です︒

新たなスタートを切る

F部ヤンマー販売株式会社
船用部門が売上の大半を占めていた昭和53年に︑船用部門を当時
の山ロヤンマーディゼルに合併し農業機械専業の経営となった後︑

果敢な営業で現在の宇部ヤンマー販売株式会社︵宇部市昭和町2丁

◇
現社長の末冨茂樹氏

農や法人化による大規

当社周辺の農家は︑

え︑本格的に仕事を始

に努め︑昭和35年頃に ヤンマーでの研修を終

模化はあまり進まず︑

は︑昭和51年に入社し︑

なると経営も軌道に乗
めた時期に船舶部門が

部岬駅から5分と交通 昼夜を問わず営業販売

目2番5号︶の土台を作り上げた末学茂樹氏を訪ねた︒
宇部市は︑販売農家
宇部ヤンマー販売株式
り安定化してきました︒

農業機械の売上がピ

の経営する小野田市の 多いことから︑地名の

新規開拓でお客様を増

した︒創業当時から独

てきました︒厳しさを

繋いでいくことに力点

ネットの写真だけ見て

／（／

とも検討していくこと

次世代に向け︑新たな⊥⊥罪つくり
ークを過ぎた頃は︑極

耕作面積も2〜7反︑
で︑他地域同様に高齢

多くても1町歩程度
化による離農も増えて

入社以来︑農機部門を
した︒当時は船舶が売

担当することとなりま

切り離されたことで︑

会社があります︒

の65％以上がーヘクタ の便が良い︑町の中に
ール未満︑集落営農も

少ない︑小規模農家が
創業当時は社名を末
が︑小野田市の末冨商

富商会としていました
会と間違われることも

宇部ヤンマー販売株
ある先代︑清氏が父親

祇
宇部とヤンマーの商品

㈱末富商会から︑昭和

立独歩の精神に徹し︑

を始めてから20年冬農 ています︒現在も数軒

法人化した際︑宇部ヤ

のはこの数年のことで︑

実感するようになった

りも利益の確保を考え

た貴重な全国に数台し

を置いています︒

またネット販売にお
門を当時の山ロヤンマ

かないやンマーの汎用

壽

謬

エンジンがここに！！

一時期より農家数が半 今は他のネットワーク

うですが︑これをさら

な営業で︑固定客とな

に本格化していこうと

ンマー販売株式会社と 家1軒ずつまわり熱心 から請け負っているそ
なりました︒

る農家を増やし︑現在

作業すべてを自社で請

経営の舵をとるように
その中で中古農機は

なりました︒

負うのではなく︑田畑

しています︒しかし︑農 減していく中︑売上よ

◇

式会社の礎を新たに築

昭和48年頃から船用 の宇部ヤンマー販売株
部門を扱い︑特に小型

き上げました︒

き︑後継者など他に農

大切なアイテムとなっ

ています︒特にネット

業をしていく人ができ

その後︑平成5年に の維持管理に重点を置

の近海船舶用エンジン

占めるまでにな 先代は会長として会社

を見守り︑86歳まで毎 るまでのつなぎの役割

唐

の利用は今後大事なツ

っていました︒

ールとして欠かせない

を担い︑農家自身でで

との認識を持って取り

していましたが︑昨年

2月90歳で永眠しましてもらう︑できないこ

日事務所に来て仕事を

とをお手伝いする︒そ

しかし船舶用エンジ

して次の世代に田畑を

ンの競争激化等将来に
向け︑厳しい状況にお

た︒整備工場には︑先

組んでいます︒

この年の10月︑船舶部代の清氏が趣味で集め

かれていることから︑

ーディゼル㈱に合併し︑

1：titz，t，1：

〉一xscn

全国に数台しかない

で7分︑JR宇部線宇
式会社は末冨氏の父で

山口宇部空港から車

多い地域です︒

一その289
きることは農家にやっ

70

昭和53年当時︑売上の 茂樹氏は社長に就任︒

等の卸売の割合が高く︑

宇部ヤンマー販売㈱

商

農

ｯ ﾐｷ

農作業の請負を検討し

品畷孟韓
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会と改名︑昭和40年に 注ぎ続けました︒仕事
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