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たりの心理状態は農家

していました︒このあ

なく︑自然と中古を探

感じ︑自社のホームペ

ができることに魅力を

画を簡単に入れること

ムページなら写真や動

易修理の仕方を載せる

ジに必ずしも掲載する

っていましたが︑ホー らえばよく︑自社ペー

カーのページを見ても

仇となっているように

ことで例えば機械の簡 農機販売店にとっては

必要はないし︑整備の

感じたそうです︒

とが︑商圏が限定的な

界に情報発信できるこ

の利点である手軽に世

が多く︑ホームページ

行う︒

サービスまで一貫して

し︑販売からアフター

の商圏のお客様に限定

も農機販売では︑自ら

入れるなど工夫して作

の方が中古農機を探す

ことを考えるなど︑迷

新品を購入する意識は

のと共通する部分があ

ージを立ち上げまし

ることで制度の信頼を

中古査定士を評価す

な業者と比較されたく

以前はレタスの生産が

合田農機の商圏は︑

ことも大事︑整備も必

適切な使い方ができる

る中古農機査定士制度

においても推進してい

現状を踏まえた︑本会

ここから中古農機の

農薬を勉強して資格を

ラシを始めた他にも︑

あり︑売上も減少しチ

足による農家の減少も

い︒

合田社長は︑自らの

と思います︒

由が多いのではないか

確でなかったなどの理

合が優先されたり︑S
NSを始める目的が明

目線ではなく自分の都

いから﹂など︑お客層

から﹂﹁載せる記事がな

まった理由は﹁忙しい

よく見ます︒更新が止

事となっている風景を

前の記事が︑最新の記

で更新が止まり何年も

持たずに︑いや数か月

る会社の多くは︑1年

ら﹂と安易に取り入れ

から﹂﹁今流行りだか

を﹁他社でやっている

HPやSNSの利用

◇

の姿勢は決して譲らな

価格で提供する︒﹂こ

必要なものを︑適切な

常に﹁お客様に本当に

お客様に対しては︑

ると感じたそうです︒

いながら試行錯誤を繰

そして﹁自社の商圏

た︒同時にお客様をチ

ラシからホームページ り返しているうちに4 以外︑まして海外では︑
へ誘導していきまし 〜5年で行き詰まって 自社による購入後のア

チラシは主に奥様が

ない︒個人の農機販売

確さ︑公平さを︑定期

作られたそうです︒始
た︒しかし農機販売店

実際にホームページ

的に評価して公開する

フターサービスができ

シから始まり︑イラス

めは文字ばかりのチラ

のページとして何を載

い﹂との思いが日に日 あり︑信頼できる相手

店が行うことではな

きました︒

トを入れたものを作る

る方も自社の商圏の人

を見て問い合わせてく

に対する十分な知識が

ることになります︒

せるかで思い悩み続け

いと話されています︒

の取引は続けていきた

高めていく効果も期待

た︒

◇

で︑信頼できる業者と

いにメリットがあるの 思う﹂と話されまし

ことがあってもよいと

ラシを始めた頃は中古

に強くなってきました︒

K切な価格で提供する

に限定しての利用は互

ようになりました︒チ

農機の新製品はメー

より︑他県や海外から

れていた時期で︑その

農機や小物にも力を入

中古情報などは時間
とともに変化していく

お母様に本当に必要なものを︑

自社商圏内で

HPやSNSなどを有効に活用し︑ターゲットを絞り次につながる情報発信を通して︑お客

月とのコミュニケーションを図り︑またビジネスにつながる情報獲得の一つとして活用してい

代表取締役

るが︑農機はアフターサービスのできるところにしか販売しないことを信条に日々奮闘してい

る︑合田農機株式会社︵香川県観音寺市吉岡町4311

合田巧氏は井関農機

観音寺市周辺は20 は統計上0で︑中小零 長となり昭和38年に法 も増えていますが︑発 情報も多く含まれてい
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信量が少なかったり︑
15年農林業センサス細農家中心の地域とな 人化しました︒
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で研修を受けた後︑昭

化に繋がるものとし

でき︑流通業者の活性

に慎重な理由として︑

また︑ネットの利用

合田社長自身も公私
を始めました︒国ooΦ

れないが﹂

ることは経費面だけで

ため︑チラシを自ら作

現在︑合田社長は会

その中で4年以上︑

4年前に国ooΦσoo情
ズ報﹂です︒

現在も毎日のように更

和59年に入社︑その前

き豊中インターから車

後に父が亡くなり︑以

米以外にはレタス︑た

趣味的グループの4つ して世界中から商品を

σooズは地域や人を限社用︑個人用︑趣味︑
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定して情報発信できる
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はなく︑原稿ができて

をかける業者が存在し
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◇
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要になる︒これら農機

◇
ネットの話をしてい

売る商品ではないし︑

け︑多くの人と情報交
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購入者や同業者に迷惑

まねぎの収穫量が多

の合間に写真を撮り公

る時にたびたびアフタ

取り数年販売したこと

ほぼ毎日のように更

について伺い

い時で年間15回も折り

にわたりネットを利用

く︑1農家の耕地面積 音寺駅からは車で10 って現在に至っていま る合田社長のお考えを

取り寄せているので︑
の国ooΦσooズを使い分

伺いました︒

換をして︑仕事につな
く︒この位がちょうど

知り合いに情報が行

◇

盛んでしたが後継者不

ができるメリットがあ

いましたが︑コンピュ

昭和50年代から平成 万枚配布していました

話されていました︒

能で︑最新の情報提供
始めに国ooΦσooズを

合田農機は︑現社長
ータに関心があり︑秋

ロボット工学を学んで 始めるまでの経緯から

合田社長は大学では
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場合︑単に価格だけで
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示ける︒また中 を入れていた時期もあ

多い印象を受
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家のリフォーム等に力
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でも︑他地域のような

農地の集約化は進ん
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やSNSの利用に辿り

着いたからこそ︑目的

に合わせた情報発信を

にしているように思い

日々続けることを可能

壊しばらく厳しい状
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大規模化には程遠く︑

況が続くと思われる

的に評価する

る発展に期待します︒

長︑合田農機のさらな

中︑成長に向けての進

い土地柄で農家数が減 路を探し続ける合田社

少している中︑厳しい
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ないか︒査定

経営が続くが︑それで
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士の査定の正
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脱資格者を客観

信念︑農機販売店の経
新をしていることにつ

については改
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﹁農機の販売はアフ

ました︒
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とは違う効果があり︑

得るために︑こまめな
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こそ価値がある﹂との
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折り込みチラシをし

りました︒
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めの器材を探す必要が

よる減少等︑年々厳し

い中︑対策として︑新

あること︑ホームセン

では︑中古農機が﹁売

ことはなかったが︑や

る︒トラブルになった

催となるロボット大会

合田社長は国ooΦσo聞折り込みチラシを始

ター対抗商品の載せ方

れました︒﹂を掲載す

さを増してきました︒

oズを長期にわたり︑ めました︒しかし予算
こまめに更新しながら を十分かけられないた
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続けていたことから︑

はりこの点を曲げて農
ではないと思う︒時代

機を売ることはすべき
いそうです︒載せる情

るが︑中古農機を﹁売
学んでいきました︒

チラシはイラストを

に合わない考えかもし

ります︒﹂は掲載しな
た︒印刷機も当時は高

刷りのチラシにしまし
Φσooズや口Z団等を利
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額で︑仕事で使うのに

報は﹁次︑売るための

践を通してノウハウを

ただし︑国ooΦσooズ
に販売したことがあ

今回お話しを伺う機会

に参加したこともある

年の時には第1回の開 少︑農家の高齢化等に

いたそうです︒大学3 の後は︑新車販売の減 込みを入れた時期があ

経営もよかったが︑そ

チラシは当初1回1 ています︒普段は仕事 も充実させています︒
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りました︒

よいと思い︑今も続け

伺いました︒

込みまで4日で配布可 ことから︑知り合いの

0年と比較し酪農家数
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