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まちづくりプロデューサー・酒場社会学研究家

千葉県よろず支援拠点コーディネーター

上坂 理

はじめに

 

全６回

えるためのコツやノウハウ

回となる今回

します。

ご覧ください。

 

みなさん、こんにちは。上坂

ブランディングやネットワークづくり、ターゲットの重要性について触れました。今回は

ひょんなことから生まれた商品・サービスが新たな販路開拓に繋がった事例を

います。

 

「価値」が新たな商品・サービスを生み出す

    

仕事柄、

ンの相談が相次ぎました。その多くは

ので何となく事業のイメージが湧く

もとに、

業界の常識にとらわれず、見方を変えると意外なところに「価値」が生まれるときがあります。

その「価値」が新たな商品・サービスを生み出すのです。

今から紹介する事例は、最初から狙ったものではなく、結果的にできあがった商品・サービ

スで販路開拓に繋がった事例で

を上手く活かして「価値」を生み出したことです。
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塗装屋さんが黒ニンニクを売って売上が倍増

塗装業を柱とする、とある

この会社社長の

翌日すっかり治ったことから、この感動を分かち合いたいと畑を借りてニンニク栽培を始めまし

た。B さんは収穫したニンニクを、自分でレシピを工夫して黒ニンニクに加工し、自社の顧客や

近隣住民を対象に販売したところ思いのほか好評でした。翌年はさらに耕作放棄地を土壌改

良し、作付面積を増やして一大ニンニク生産者になりました。

この黒ニンニク事業は既に本業を追い越さんばかりの売上増となり、

産販売会社として分社化を検討していま

 

この話を聞くと簡単そうに思えて、それなら私も！と考えてしまいそうですが、職人気質の

さんの栽培へのこだわりと長年地元密着型でやってきた顧客からの信頼、建設業ならではの

リソースが奏功した結果です。

 

潰れそうな民宿がコスプレの館に

 

 異業種による農産物生産の話が続きましたが、最近相談を受けた中に

例があります。
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になる施設も特産品もなく交通の便も悪いため、開業当初から客足が伸びず集客に悩んでい
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そんな中、東京郊外でコスプレ撮影スタジオを経営している

影ができる宿泊施設

どうかと勧められました。コスプレの世界を全く知らない

所で上手くいくはずがないと思いましたが、他に集客の手立てもなく半信半疑でこの話に乗り

ました。

 

私も相談を受けたものの、コスプレの業界には疎く即答できなかったのですが、よくよく考え

てみるとコスプレ合宿ができる宿泊施設自体が都内に集中しており、

んのエリアは

 

結果的に、コスプレ合宿ができる民宿としてターゲットを絞った

が増えました。観光客が誰もいない海辺や

スプレイヤーにとっては独自の世界観を演出できる最高の撮影スポットだったのです。
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