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商い支援物語㊥メダカ園たむら

夕有理ティ窪維持する
艦頭販売の童だ枯悔

栃木県南部に位置する、栃木市都

賀町。四季折々の自然を堪能できる

広大な公園「つがの里」から車を走

らせること2分。のぼりの立つ「メ

ダカ園だむら」が見えてくる。その

名の通り、メダカの繁殖や販売を行

っている事業所だ。大通り沿いでは

ないので、通りすがりの来訪は期待

できなさそうだが…‥。

「偶然で訪れてくださる方は、ほぼ

ゼロ。ここを目指して来てくださる

お客様ばかりです」と、代表の田村

呂司さん。

水槽にメダカを飼うアクアリウム

の趣味をもつ人の層は幅広く、顧客

の年齢層は10代から80代まで。住ま

いは、北は青森県から南は静岡県ま

でと、老若男女問わず潜在的なフア

ンが多くいるようだ。

田村さんがメダカの店を開業した

のは2013年。その前は、電気部品の

製造などを行う会社に勤務。その当

時から、田村さん自身が趣味でメダ

カや金魚の飼育にのめり込んでい

た。その趣味が高じて脱サラし、48

歳で「メダカ園だむら」を開業。経

営や値付けは、自らが常連客として

通っていた県内鹿沼市の花木センタ

ーや、そのほか競合サイトと比較検

討し、ほぼ独学で学んだ。現在は70

種類以上のメダカや金魚を飼育し、

販売している。

こだわりの一つは、通信販売をせ

ず、店頭販売のみにしていること。

顧客から通販の要望はあるものの、

1匹1匹の個性をその日で確かめて

田村さんのオリジナル品種。天女のような姿の「羽衣カブキ」

ほしいからだ。

「柄や表情、動きなどは、写真など

ではわかりません。実際にメダカに

会って選んでいただきたいんです」

（田村さん）

もう1つのこだわりは、業界内で

も珍しい、オスとメスのセット販売

だ。水質や水温を選ばず、小さな水

槽で育てられるメダカ飼育では、繁

殖も比較的容易。交尾をして卵を産

み、太陽の光を浴びながらすくすく

育っていく。そんなメダカ繁殖を楽

しむのも醍醐味。そう田村さんが考

えるからこその販売プランだ。

商材としてメダカを見るのではな

く、本当にメダカを愛している。そ

んな田村さんの情熱が、フアンの心

をつかんでいるのは確か。初心者か

らベテランまでが来店するが、一度

訪れるとリピート率は高い。売り上

げの9割は一般消費者への販売、残

り1割は同業者の仕入れ需要と地元

JA直売所への販売だという。

そして田村さんがとくに力を入れ

ているのが、オリジナルメダカの開

発だ。色々な種類を掛け合わせて、
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ほかにない柄や色合いをつくり出

す。ベテランのメダカフアンは、常

に目新しい種類のメダカを探し、希

少価値の高いメダカに注目してい

る。その需要に応えれば全国的な

知名度拡大も狙えると考えていた。

趣眠性が強いからこそ
地域性縛られ劃こ発信

田村さんは、全国の潜在顧客へ

PRするため、自身で探した制作会

社に依頼し、ホームページを作成。

品揃えの豊富さやオリジナルメダカ

を掲載したものの、1カ月で20－30

万円のコストがかかってしまう費用

対効果について、疑問を感じていた。

そんなとき、都賀町商工会から小

規模事業者持続化補助金を活用し

た、ホームページ作成支援の提案を

受ける。いつ訪れても新たな発見が

あるよう、「今月のお買い得品」を

掲載したり、他店よりも安価なセッ

ト販売の提案をしたりするをど、順

調な運営を進めていく。商工会の経

験値に基づくアドバイスを受け、ラ

ンニングコストを抑えることにも成



常時きれいな水を循環させている、メダカ売り場。メタガの他、希少な種類の金魚やザリガニも飼育

功しだ。

ただし、ホームページへの呼び込

みは、「インターネットで検索→当

店のホームページへたどり着く」と

いう導線のみ。さらにいるであろう

相当数の潜在顧客へのPRとしては、

まだ弱い。広告宣伝にかけられる資

金には限りがある。コストをかけず

に広範囲へのPRを行うのに、チラ

シやパンフレットでは、高い費用対

効果は望めない……。商圏の広いジ

ャンルではあるが、行き詰まりを感

じていた。

旧習魅埋る
蘭再会の難戦酷

ちょうどこの頃、都賀町商工会で

は、ITを使った支援を新たにスタ

ート。Webビジネスに特化したコン

サルティングを行う中小企業診断

士、加藤忠宏さんのもとで学んだ経

営指導員、相川将宏さんらが主体と

なり、‘‘魅せる’’支援に力を注いでい

た。

これは、会員事業者の強みや技術

力、商品・サービスのPRを動画で‘‘魅
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せる’’YouTube、情報整備した検索

ツー）レで‘魅せる’’Googleマップ、ビ

ジネス版のコミュニケーションツー

ルで‘‘魅せる’’LINE＠の3本柱で行

うもの。

YouTube動画の制作は、都賀町

商工会の会員事業者の動画制作クリ

エイターとロシア人女性リポーター

の夫婦へ依頼している。2人は

YouTuberとして活動しており、そ

の道の知見ももっている。都賀町商

工会は、「ココニアルミl）ヨク、ツガ」

をテーマに、公式チャンネル「ココ



商い支援物語㊨メダカ園た鎚

：、＝灘惹き／ i－1∴一 �∴：∴遠道∴㌣∴ ノ ∵一一∴「∴∴言 ．∴∴∴：∵∴ ��∴∴ � ���認 

紫、“ �言∵＿恕讃1、＼幾 �� 

醗i鸞灘潤＼i＼i＼二騒蜜蟻懸 ��� 

∴∴ �i騨 ��∴享、：∴∴千 言∴ �� 

※蒲漆器霧 　∴∴ 　I ��霧 �！＼ 　「． �� �＼法 
＼麗＿～ii ��∴ �＿一∴　　言∴ ��� 

地 �韻〃開‾’“’“’“○○鱒雪苧誓言一一一一㌧ ������ 

左／太陽の光を浴びて生育するというメダカ。屋外には生育場かある　右／客からの需要もあり、多肉植物も扱っている

【メダカ】一匹

〇〇〇〇円の美しす

ぎるメダカ「メダ…
栃木県商工会ココツガ
6496回視聴・8か月前

【メダカ】錦メダカ

の魅力「メダカ園た

むら」【錦メダカ】
栃木県商工会ココツガ
4万回視聴・11か月前

上／メダカ園たむらのYouTube動画。タイトルに【】を使うことも、アクセス数
アップのコツなのだとか。ホームページにも、YouTubeやGoogIeマップのリンク

が貼られている。すぐに視聴できたり、マップを確認できたりする親切なつくり
右／G00gieマップに写真やストリートビューを掲載。一般道からの道のりのすべ
てをストリートビューで見せているため、初来店客へ安心感を与えている

ツガ」を発足。人口約1万人の穏や

かな町から、全世界への情報発信を

始めた。YouTube動画の制作費用

の事業者負担は1本6000円。言葉で

は伝えづらかった魅力のPRが、安

価で実現可能になったのだ。

臨場感窪地アル忙
備える動画の莱土星ソト

この手法はメダカ園だむらが抱え

る課題にも効果的であると考えた相

川さんは、2018年、伴走型支援事業

として、メダカ園だむらのYouTube

動画の制作に着手。田村さんに話を

聞き、事業の強み、アピールしたい

ポイントを取材。それをもとに、動

画制作クリエーターと台本を作成し

た。動画はロシア人リポーターが店

舗を訪れ、田村さんにインタビュー

する紹介動画。店内の様子や品揃え

から、田村さんの温かな人柄までが

表れる内容となった。

この動画は、半年で再生回数3万

2000回を達成。どんなキーワードを

もとに訪れたかが解析できるため、

世間から見た自社の強みを知るきっ
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メダカ園たむら
44☆☆☆☆古　〈19〉

ペットン∵ヨッブ　箇1時筋34分

営業時間外　営業閑姶900金

＋フォロー　　①

頗受　　クチコミ∴∴写填

㊨　④　①　（D
経路　　　　ナビ開始　　　　題詩　　　　　保存

この場所の詳しい情報

の　　〒328の105栃木県栃木南都鎚町田久保32－1

⑱　営巣時間外宮菜開始900金〉

㌔　0282－92－8061

㊥　medaka一章。Ch刷り

かけにもなった。またアップロード

後にタイトル変更などもでき、より

視聴機会を増やすべく、効果検証を

重ねた。

第2弾として、オリジナルメダカ

にフィーチャーした動画も作成。こ

ちらも約半年で再生回数5000回を達

成し、メダカフアンへの認知度を上

げる一役となった。

「目で色や柄、動きを見たいメダカ

は、動画という表現にマッチしてい

たように思います」（相川さん）

「『YouTubeを見て来ました』とい
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「メダカの美しさを効果的に伝えられる方法を教えてもらい、感謝しています」と田村さん。
「動画に出るのは皆さん抵抗があるものなので、そこが一番の苦労かもしれません（笑）。で
も反響を聞くと、やってよかったiと喜んでくださいますね」（相川さん、左）

う新規のお客様もいて、客数が7－

8割増加したような感覚があります

ね」（田村さん）

来者荊醒代は舎栖世だ
莱癌率アップ作戦

さらに相川さんが行ったIT戦略

が、Googleマップの情報整備支援。

検索ツー）レとして定番化しつつある

Googleマップでは、店内や商品写真、

3600カメラを使ったストリートビュ

ー写真の掲載が可能。「目印がなく

場所がわかりづらい」「店の雰囲気

がわからない」という初来店時の心

Googieマップのストリートビュー写真の投稿で

使用した3600カメラを操作する、相川さん

理的障壁を取り除く役目を担った。

「実際に来店されるお客様の導線を

考えて、一般道からお店のなかまで

引き込める道筋に沿った写真に。

360度を撮影できるカメラは、2万

5000円ほどかかるものですが、商工

会の設備投資として購入。ほかの会

員事業者でも同様に使用していま

す」（相川さん）

Googleマップも効果検証ができ、

アップロード後約半年間で2万9000

ビューを達成。ビジネスアカウント

から、表示されるクチコミの順序や

店舗情報の変更も可能とあり、今後

も活用していく考えだ。　ホームペ

ージはインターネット検索でヒット

されるのみだったのに対し、

YouTubeなら同ジャン）レを視聴し

た人へ関連動画として自動再生され

る。また都賀町商工会のチャンネル

からの視聴も。Googleマップの地図

検索から閲覧される機会もできた。

ホームページ、YouTube、Google

マップと、メダカ園たむらを知って

もらうための3つの入り口が、イン
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クーネット上に存在したことにな

る。

商工会では、今やコミュニケーシ

ョンツールとして欠かせないLINE

のビジネス版、LINE＠の支援も展

開。一度、客に登録してもらえれば、

ニュースレターやメルマガのよう

に、こちらからセールス情報やクー

ポンを一括送信できるため、リピー

ターの獲得に役立つ。YouTubeも

GoogleマップもLINE＠も、動画の

制作費を除けば無料で使えるので、

広告費用を最小限に抑えた宣伝ツー

ルとして、役立てない手はないとい

えよう。アクセス数でダイレクトに

反応がわかるため、手応えにもつな

がる。

実際に田村さんは、ITでの支援

による販路開拓の実感をつかんだこ

とから、事業に対するモチベーショ

ンがさらに上がったという。

「お客様からの要望も多い、オl）ジ

ナ）レメダカの開発にこれからも力を

入れ、全国的に知られるメダカ専門

店として発展していけたらと意気込

んでいますよ」（田村さん）

メダカ園た強ち

所在地：栃木県栃木市都賀町臼久保32－1

電話：090－1840－2037

創業：2014年

URL：https：／／www．medaka－tOChigi．jp／
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