






オンラインサロンの
お話の前に…



ビジネス全体における
お金の入り方



起業の基礎

どうすれば、

「お金」と「時間」の
両立を実現できる？



■お金の見え方

「お金」と「時間」の両立を実現させる手順

＝仕組みお金
お金の作り方や
入り方を理解する



お金は人が作ったものだから
「宇宙の法則（理）」などではない。

お金とはあくまでも「お金」であり
「仕組み」というものがある

■お金の見え方

「お金」と「時間」の両立を実現させる手順



■お金の入り方は２パターン

「お金」と「時間」の両立を実現させる手順

・フロー収入
・ストック収入



■フロー収入の特徴

「お金」と「時間」の両立を実現させる手順

・フロー：単発収入
単発セッション、単品販売、
セミナー等 → フロントエンド



■フロー収入の特徴

「お金」と「時間」の両立を実現させる手順

・始めやすいが安定が難しい
・ずっと売り続けないといけない
・高額じゃないと成り立たない
・他人の商品、サービスでもOK



■ストック収入の特徴

「お金」と「時間」の両立を実現させる手順

・ストック：継続収入
不動産、月間利用料、月会費、保険、
継続契約等→ミドル/バックエンド



「お金」と「時間」の両立を実現させる手順

・構築が難しいが完成すれば安定
・ずっと売り続けなくていい
・低額で継続してもらうことが大事
・自分がオーナーのコンテンツ

■ストック収入の特徴



■中間もある

「お金」と「時間」の両立を実現させる手順

・フローとストックの間

期限が設けられた継続契約
（更新されるかしないか不明）



■Softbankのストックビジネス化戦略

「お金」と「時間」の両立を実現させる手順

Softbank
PCソフト卸売事業

フロー収入

Yahoo!ジャパン
ネット広告事業

フローとストックの間

ボーダフォン（現ソフトバンク）
携帯電話事業

ストック収入



■Softbankのストックビジネス化戦略

「お金」と「時間」の両立を実現させる手順

ロボット事業のペッパーくんもかなりガッツリなストックビジネス！



【起業初期】
始めやすいフロー

【成長期】
フロー＆ストック

【安定期】
ストックに移行

■個人事業も仕組み化しよう！

「お金」と「時間」の両立を実現させる手順

オフェンス重視
＝ 新規開拓 ディフェンス重視

＝ 継続



ワーク

あなたが提供出来る…
・フローサービスは？（単発）

・フロー＆ストックは？（短期継続）

・ストックサービスは？（長期継続）



オンラインサロンってなに？



オンライン上に作る

会員専用サービス
教室、ファンクラブのこと

■オンラインサロンとは…

オンラインサロンってなに？



【月会費制】にすることで
安定した収益を得ることが出来る！

■オンラインサロンとは…

オンラインサロンってなに？

ストックビジネス



・構築が難しいが完成すれば安定
・ずっと売り続けなくていい
・低額で継続してもらうことが大事
・自分がオーナーのコンテンツ

オンラインサロンってなに？

■ ストック収入の特徴



オンラインサロン運営サービスでは

DMM.comが最大手です。

■オンラインサロンとは…

オンラインサロンってなに？

審査があり手数料も高い！
会費の1５％～25％ほど。
ただし管理面（集金など）を任せられるメリットもある！



【相談室型】
占い、診断結果などの情報提供。相談や悩みを特
有のスキルで解決。カウンセリング、直接鑑定など。

業種：カウンセラー・コーチ・占い師・スピリチュアル

■大きく４つのタイプに分けられます！

オンラインサロンってなに？

【私塾型】
知識や技能のノウハウ共有。専門分野の最新情報
の提供、会員との情報交換、セミナー開催など。

業種：専門家・講師・コンサルタント

【ファンクラブ型】
ファンとのオンラインコミュニケーションやオフショット
写真の配信、限定動画販売、イベント告知など。

業種：タレント・アイドル・芸能人・モデル・アーティスト

【クラブ活動型】
同志が集いディスカッションしたり、共にプロジェクトを
計画、実現。趣味嗜好が同じメンバーでオフ会など。

業種：どの業種でもいける



■ 私塾型

オンラインサロンってなに？

例）ホリエモンのオンラインサロン



■クラブ活動型

オンラインサロンってなに？

例）世界に4名しかいない
プロフィッシングデモンストレーター



■ 相談室型

オンラインサロンってなに？

例）「ADHDでよかった」著者 立入さん



■ ファンクラブ型

オンラインサロンってなに？

例）宮本佳実さんのオンラインサロン
個人事業主で500人以上の会員を
集める超売れっ子の女性（DMMなどでなくオリジナル）



ワーク

皆さんならどんな
オンラインサロン・教室が

作れそうですか？



オンラインサロンを
構築する

3つの柱



・決済システム

■ 一つ目の柱

オンラインサロンを構築する3つの柱

ペイパルやリザストの契約締結を使用
・ビジネス、金融系
5,000円～11,000円がオススメ
上限 30,000円程（プレミアム会員）
※広告OKやセッション付きなどもアリ

・その他のサービス
1,000円～5,000円がオススメ
上限 10,000円程（プレミアム会員）
※広告OKやセッション付きなどもアリ



・決済システム

■ 一つ目の柱

オンラインサロンを構築する3つの柱

自分で決済リンク作成も可能

【POINT】
リザストだと管理は楽だが、プランのアップグレードが必要になる場合も！
自分で作って一件一件管理するのも有り。また銀行入金（お振込み）制でもOK。



■ 二つ目の柱

オンラインサロンを構築する3つの柱

コミュニケーションと情報共有の場

・オンラインでの交流、リアルでの交流を行う。その情報共有の場。
・会員同士の交流、会員の宣伝告知もアリ（会員の参加メリットになる）

・会員専用Facebookページ



・会員専用サイト

■ 三つ目の柱

オンラインサロンを構築する3つの柱

WordPressなどを用い会員に
上質なコンテンツの配信を行う

・入会率を高め、脱退率を下げる重要な役割を果たす。



・必要なシステム

■ 三つ目の柱

オンラインサロンを構築する3つの柱

①検索にヒットさせない設定（NoIndex）

②会員専用サイトにするプラグイン
→会員個別にID/PWを発行
（住福は「Theme My Login」を使用）



他にも…

■ 三つ目の柱

オンラインサロンを構築する3つの柱

・一部の記事のみ会員限定のサイト
・記事の途中から会員限定になるサイト

などもプラグイン次第で構築できます！



・簡易会員専用サイト

■ 三つ目の柱

オンラインサロンを構築する3つの柱

サイトというより会員専用ページだが
ペライチやリザストでも作成可能！

【 POINT 】
URLを知らないと見れないページが作れます。検索にヒットしないようには出来ますが、
個別のパスワードなどは作れません。



Facebook
ページ

コミュニケーション

◆会員との交流、案内
・セミナー（自分、招致、会員に）
・イベント（オフ会）
・部活
・会員同士の交流
・会員の宣伝告知もアリ

決済システム

リザストの
契約締結

◆会費
・ビジネス、金融系
5,000円～11,０00円がオススメ
上限30,000円程（プレミアム会員）

・その他
1,000円～5,000円がオススメ
上限１0,000円程（プレミアム会員）
※プレミアムとは広告OKやセッション付きなど

◆ オンラインサロン（月額課金サービス）の概要

会員専用
サイト

ワードプレス

◆コンテンツ
・入会時の特典コンテンツ
・定期的にコンテンツ追加
・会員価格のセッション、サービス
・2年目から安くするなどもアリ



最初にやることは？
どうすれば会員が増える？



入会メリットを明確にし
継続する価値を伝える

■ 最初にやることは…

最初にやることは？どうやれば会員が増える？



・会員専用サイトに設置する
コンテンツの企画と作成

■ 最初にやることは…

最初にやることは？どうやれば会員が増える？

特典、動画、テキストなど



■ 最初にやることは…

最初にやることは？どうやれば会員が増える？

数千円～1万円で
こんなに学べるの！？

お得！



■どうやれば会員が増える？

最初にやることは？どうやれば会員が増える？

① 価値あるコンテンツ作成
② それを伝えるランディングページ
③ 常に新しい企画とメンバーの成果
④ サロンの募集期間を限定する



ワーク

最初にどんな
オンラインコンテンツが

準備できそうでしょうか？



スタートしたら
なにをやればいいの？



① オンラインでの交流
② オフラインでの交流
③ コンテンツの追加(頻度少でOK)

■ やることは大きく３つ

スタートしたらなにをやればいいの？



・動画の配信
・オンラインセミナー
・オンライングループセッション
・部活や相談室の作成

■ オンラインでの交流

スタートしたらなにをやればいいの？

オススメは
【学び】を優先！



・ グループセッション
・ セミナー、合宿 （ゲスト講師を呼ぶのもあり）

・ オフ会 （ランチ会、飲み会、お茶会etc）

■ オフラインでの交流

スタートしたらなにをやればいいの？

オススメは
【交流】を優先！
セミナーとオフ会を組わせても良い



期間限定のクラブ活動

サロンの目的と合うようなクラブから、
単にその中で趣味の合う人が
集まって行う部活なんかもあり

■ より成果を出したり盛り上げるために…

スタートしたらなにをやればいいの？



セミナー、オフ会などは

・ 毎月～数か月に一度開催
・ オンLとオフLの隔月開催でもOK

■ 頻度は？

スタートしたらなにをやればいいの？



オンライン教室などであれば

・ 毎週 平日や土日の
１～2回開催などもOK

■ 頻度は？

スタートしたらなにをやればいいの？



ワーク

セミナーやイベントは
どんなモノがあると

会員は満足できますか？



退会対策は？



与えて終わりだと意味が無い。

メンバーが自ら考えて行動する
オンラインサロン運営を意識する！

■ そもそもの話…

退会対策は？



参加型の

オンラインサロンをつくる！



・ ワークをこなしてもらう
・ メンバー間でコラボ企画
・ 分科会や部活など環境づくり

■ 参加型オンラインサロンをつくる

退会対策は？



・ 継続待遇を作る（プレゼントや会費割引）

・ メンバーの変化や成果をシェア
・ メンバー間の絆を深める

■ 交流をしっかりはかり成果を出し…

退会対策は？



入会金を

高めに設定する！



・ 入会金の目安は１～5万円程
・ 覚悟を決めた人が集まりやすい
・ 退会するのが勿体ない価格にする

■ 入会金を高めに設定する

退会対策は？



オンラインサロン
よくある質問



オンラインサロンの
メリットは？



・ 安定収入になる
・ 最終的にバックエンドに繋がりやすい
・ 自分自身が学びが多く成長できる
・ お客さんの悩みやニーズを知れる

■ オンラインサロンのメリット

住福の経験談



オンラインサロンは
どのタイミングで始める？



・ 自分が伝えられるコンテンツが沢山ある
・ メルマガやLINE公式のリスト300人以上
・ 起業初期でももちろんアリ（収益は低いかも）

■オンサロを始めるタイミング

住福の経験談
住福は起業3年目で
スタートさせました！

メルマガ1000人程
セミナーコンテンツ10個程



実際のところ
運営は大変なのでは？



・ 早い段階で事務方は手放す（サポートを入れる）

・ 先生ではなく主催者という立ち位置
→ 完璧でなくていい。参加者と共に

サロンを盛り上げていくという感覚で！

■運営は大変なのでは？

住福の経験談
一人でやると大変！
メンバーに任せるから

メンバーの成長の場に！



退会されたら
凹みませんか？



・ コンテンツ見直しのキッカケと思う
・ 参加者側の問題なことも多々ある
・ 辞めても、後からまた戻ってくることがある

■退会されたら凹みませんか？

住福の経験談
全力でやってるからこそ
入退会は必ずある！
循環してるだけ！



質疑応答タイム





【8月開催】

8/3 am10-12
Macパソコン使いこなしセミナー

8/10 am10-12
愛と信頼を深める！パートナーシップ高める部

8/17 am10-12
あなたの成功パターン発掘ワークショップ

8/24 am10-12
３～５万円でもしっかり売れるワンデイ講座の作り方


