あなたのお店を揮見﹇

独自の技術で髪の

畑

桙ｦる農機を作り続ける
⁝期待に
博ｮ 会 社 土 佐 農 機 −

今回は開発製造を手掛ける農機販売店の取材となりました︒

トマト農家から農機販売店となり︑やがて農家の声に耳を傾け︑生産性向上につながる農

的に一息つくことがで

し実行した結果︑経営

の指導を受けることが 資材の輸入販売を決断
が軌道に乗り始めた︒

ようになり︑開発・販売

からの協力が得られる

らえば︑喜んでもらえ

いがある﹂﹁わかっても

生懸命できる︒やりが

ことはできない︒うち

せるため﹁中途半端な

で会社を成長軌道にの

井澤社長は︑先代社

経営環境を乗り越え︑

めるための商品の売り

にあたる︒競合せず当

ら挑むこと自体が失礼

できた︒この経験が現

長のやり方や会社の将

込みという高いハード

社の得意分野に専念し︑

在につながる価値ある

る﹂と自負心もあり

のような小さな会社が

◇

また先代社長と真剣

落ち着いてきたのは︑

ルを越えることの面白

っているという分野で

これだけは他社より勝

きた︒

に向き合い厳しい話し
来に自信を持てず︑会

この4〜5年のこと︒

みもある﹂と営業の楽

出会いとなった︒

合いが行われる機会が
社を離れることを幾度

人材育成が後手に回る

が︑現状︑営業力の強化

しさを話してもらった

﹁プロ農家の満足を高 大手メーカーに正面か

増えてきた中で︑開発
となく考えたが︑この

など︑将来に向けての

この20数年の厳しい

に没頭していた先代社

課題は多い︒しかし20

に注目する農家が増え

題と受け止めている︒

営業の育成が喫緊の課

を図っていくために︑

は︑最後に﹁小さな会

を見出した井澤社長

今後の会社の方向性

成長していきたい︒﹂

件が発奮材料となり︑

せるために無銘を振る

れば当社の商機が広が

ことをしなければ﹂と 自ら会社を正常進化さ

長も﹁何か思い切った
意識が変化し︑ハウス

確になった今︑この分 えていなかった︒しか

い︑その後︑平成20年社 なり︑得意な分野が明 注目される﹂としか考

会への出展︑積極的な

業機械の開発では展示

上げることで好循環に っているお客様は︑見

野で確たる商品を作り

現在は1日数台の生産 対しては︑これまで十

能性を感じながらも︑

を入れながら︑社員に

今後は人材育成に力

が生き残っていくため

造し販売していくこと

社だからこそ自力で製

年前の苦しい状況と異

の暖房機メーカーから
韓国資材の輸入販売を

持っていくことができる目ができ︑旦ハ体的な

情報を得て平成15年頃︑ 長に就任した︒また農

中小農家向けに始めた︒

広告展開に実績も伴い

の課題は︑得意の分野

には大事になる︒当面

代表

っていた︒

精神的にも追い詰めら

生の充実を図り︑安定

分ではなかった福利厚

し機械は3年︑5年使 るかもしれない﹂と可

しかし土佐農機は︑

の良さを理解してもら

能力のため﹁当社商品

業機械の開発を目指し研究を続けてきた株式会社土佐農機︵高知県土佐市蓮池910

当初は耕うん機を中

約店となった︒

取締役 井澤 治氏︶を訪問し︑お話しを伺った︒

高知駅から車で約30 客様を増やしている︒

分︑県道287号線にここに辿り着くまでの

る未来が見えてきた︒ 改善点が見えてくる︒

に対抗でき︑お出様の

くことで︑他メーカー

を傾け改良を続けてい

セラーになるような商

な大ヒットよりロング

していきたい︒一時的

で地道に販売数を増や

える農家とそのロコミ

た厳しい時期や︑辛い悔

うとしている︒

した基盤を作り上げよ

販売実績を作ること︑

で確たる商品を開発し

行していた︒

行して︑農家の求める

現在自社生産し販売

れている︒また技術力

まで会社を続けてきた

従業員が2人になっ を育てることで︑これ

スキルの高い専任営業

支持を得ることにつな

﹃思い﹄が成就できる

先代社長が農業の機械

◇
がる︒

しい思いをしていた時

5年後の会社の姿が見

ように思う︒今は3〜

お感熱の声に真摯に耳

始めてからは︑高知県

心によく売れていた︒

れた状況で先代社長が

しかし昭和55年を過ぎ コンバインが売れてい

抜け出すため︑﹁他社と

特徴ある商品を提供する

得意の分野に強化して

稲関係が弱く︑他社で

の展望を伺った︒

と地域に応じた機械を
い﹂と農機の販売と並

同じものではかなわな

しかった︒この状況を

た時期も︑経営的に厳

苦労と︑その成果︑将来

た頃からは︑い草の乾

㈱土佐農機があります︒

◇

現在は自社開発商品の

大規模展示会への出展
し︑現社長の井澤治氏
しいと感じる時代へ移

昭和49年9月に創業燥機の販売など︑もっ

を行い︑開発した噴霧
もとトマト農家だった

が2代目となる︒もと 販売していかないと厳

や新聞・雑誌への広告

く評価され︑全国にお

高知工科大学の協力 品を開発︑改良を重ね

る商品を作らなければ

期を乗り越え︑﹁特徴あ

めに苦労した経験が今

とが難しく︑その見極を得て︑新たな噴霧締

﹁原因を見極める﹂こ

の考えから︑改良改善

販売していきたい︒﹂と

の面から︑特許をとっ

で︑得意分野構築に心

いけない﹂との強い信念

動噴霧器新製品﹁モー

㈱土佐農機は小型電

の開発をしているが︑

たことは当社の強みと

血を注ぎ︑農家の声に耳

ターフォグ200V

えるようになった︒﹂

を増やすことに力を注

を傾けながら他社が手

を重ね︑機械の良さを

る能力を高く評価され

掛けない︑しかし農家︑

的なアイデアを形にす

している製品は生姜収

なり︑これまでの研究

以前は﹁良いものを

いでいる︒

ど構造がシンプルにで

で直すことができるほ

噴霧器は30μ以下の 所を特定しお客様自身

に︑単に商品の説明だ

ファンを増やすため

に活路を見出し︑ピン

地域が求める商品開発

電磁弁を標準装備し

MF﹂を近々発売する︒

◇

てのものといえる︒

これまでの実績や独創

穫機﹁ショウガライザ

井澤社長は︑前職で

1年もすると他メーカ ー﹂︑超微粒噴霧散布機

言える︒また当社の特

作ればいい︑できれば

いると感じる︒

をとって販売するが︑

は超高圧送電線の外部

動小型噴霧器﹁モータ

ても電話対応で修理箇

許商品は︑例え故障し

の開発研究に役立って

機械の開発に務め特許

農機販売店を始めた︒

装置の設計︑強度計算︑

ーに特許に該当しない

化が今後進むと思い︑

当時親戚にヤンマー農

同様の商品を開発販売

システムなどがある︒

ーフォグ﹂や点滴灌水

﹁フォグジェット﹂︑電 の成果を証明できたと

特許出願等の仕事をし

た縁で︑ヤンマーの特

機に勤めていた人がい

ていたが︑結婚して2 されるなど開発・販売

理解してくれるファン

◇

r

器等はプロ農家から高
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社

年後の昭和58年11月︑競争も厳しく︑利益を

出すまでに至らず︑苦

粒子を噴霧するため︑

繋馬触舗利黙

土佐農機に入社した︒

例えばハウスの場合︑

ビニールと作物の間に

カー都合ではなく︑お

きている︒これはメー

っと農家に寄り添った め︑お客様を逃してし

カーだからこその︑も 最小限のスタッフのた

提案など︑小さなメー

まうことがある︒お一

3倍になり︑均一性の高

来機より一・5倍から

噴霧距離噴霧量は従

大約900㏄／分︒

小型ながら噴霧量は最

7・依黛︐客様から けでなく︑利用方法の
霧を吹く感じに設計さ

様への情報提供も不十

本体が6・9㎏と軽量
た先代社長と考え方の

難の時代が続いた︒ま

るなど︑さまざまな思

違いから意見が衝突す

客様の視点に立って設

営業を強化することが

現在従業員は8名︒
の視点で商品を見るこ

れていて農作物の成長

求められている︒今は

チを突破してきた︒

の経験は乏しく︑販売

当社に入るまでは販売

鰯ぬ艦悌
とはなかった︒

いが交差したが﹁この

証といえる︒

計開発していることの

め︑問題解決によって

る︒また配雷盤のタイマ

い微粒子を遠方に指向

る︒もともと営業は得

説明するときは苦にな

井澤社長は今後5年 しい商品となっている︒

簡単で静音で環境に優

ーによる遠隔操作がで

は︑﹁樹勢を

らず恥も外聞もなく一

井澤社長 発した商品をお客様に

高めること

◇

きる︒メンテナンスも

がはっきりしているた

受け夕方までに直さな

待している︒

分な面がある︒問題点

とで施設などでも導入

いと間に合わないが︑

将来が見えてくると期

主に井澤社長が営業も

しい人との出会いがあ

しやすいように改良さ

意ではなかったが﹁開

兼ね全国を回ってい
井澤社長が入社した

ナンスでは︑朝連絡を

ウス暖房機器のメンテ
独自に新たな農機開発

り︑数年にわたり販売

いている︒

◇

藷赴齪

タルで資材
入社後は︑研究・開

している︒噴霧器もエ

に最適な環境を作り出
ンジン式とモーター式

か﹂その思いで厳しい

を揃え︑モーター式は

まま沈んでなるもの

えた︒

時期を必死に持ちこた

ターのロータリーの改
たり︑生姜用の機械を

良をメーカーに提案し

発の経験から︑トラク

噂

性を持たせて噴霧でき
る騒音を抑え︑長所を

エンジン式の欠点であ 当時︑販売していたハ

厳しい状況にあった

◇

粕N前︑農作物に詳 活かした商品にするこ

開発・販売︑ハウス用
ナンスなどをしながら︑

暖房機の販売とメンテ

を先代社長とともに行
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