
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※少し、長いレポートですが、もし、あなたが「小さく起業して成功したい」と真剣に考えていらっしゃるなら、本レポー

トは２回３回と繰り返してお読み下さい。必ずあなたの起業の参考になる箇所があります。 
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起起業業独独立立研研究究会会  

There are risks and costs to a program of action, 
But they are far less than the long-range risks and costs of comfortable inaction. 

(John F. Kennedy) 



はじめに 

  
この度は無料特別レポート「小さな会社やお店の経営を初心者が成功させる３つのポイント」閲覧へのご希望を頂き誠に

ありがとうございました。 
 
私達、“起業独立研究会”は「９９９人に反対されても自らの可能性を信じて努力する真面目な中高年は、必ず１人の成

功者となる。」を理念とし、３０代、４０代、５０代の起業、独立志望者が起業して経営に成功し続けるための考え方、経

営戦略、マーケティング戦術を公開、提供しています。 
 
起業独立研究会の代表である私自身は２８歳で起業しましたが、すぐに大きな負債を抱え事業に失敗しました。その後、

１０年以上ビジネスでは成功することが出来ず生活費にも困る有様でしたが、４０歳を過ぎてあるきっかけからスモールビ

ジネス（初期投資は数十万円、従業員は２名）を軌道に乗せ、担当税理士さんに「地域で類を見ないほど頭抜けて収益力の

高い優良企業」とのお墨付きを頂くまでになりました。 
 
本レポートでは私が今までに経験した数え切れないほどの失敗と、事業計画書作成から僅か数年で億単位の売上げを実現

した事業の成功から学んだ知識や考え方を書かせていただきました。本レポートが起業を目指すあなたのお役に立てたなら

望外の喜びです。 
 

（※なお、本レポート内では３０代後半～６０歳位までを便宜的に「中高年」と表現させて頂きます。） 
 

起業独立研究会  代表 酒井利夫 
 



第一章／中高年の起業の現状 

中高年起業家の増大 

リストラ、年金問題、賃金カット、早期退職、失業率の高止まり、ニートの増加、終身雇用の崩壊、能力主義の採用、成

果比例報酬に基づく年俸制の導入、社会保障の危機、国家・地方財政の破綻・・・日本は昭和の高度成長期、平成バブル期

の右肩上がりの時を経てモノあまりの成熟社会、低成長の時代に突入しました。バブル崩壊以降あらゆる分野、局面での

「自己責任」は当たり前のこととなり、所得の２極化は進み、富める者は益々富み、貧しい者、弱き者は自己責任の

名のもとにバッサリ切り捨てられ、国や自治体が自分や

家族の人生を守ってくれる時代は終わりを告げました。 
 
このような状況の中、「自分と家族の人生は自分で守

り、自らの人生を自分の力で切り開くために起業する中

高年」が増えています。 
 
国民金融公庫総合研究所の「２００４年度新規開業実

態調査」によると起業開業時の年齢は平均で４２．６ 歳

であり、起業開業者に占める「４５歳以上」の

割合は４２．２％となり、これは９１年以降の統計過

去最高となった、と報告されています。（右図参照） 

（国民金融公庫総合研究所の「２００４年度新規開業実態調査」より） 



今後も、「日本は先進国の中でも起業数が最低レベルにあること」や「体力、気力の十分にある団塊の世代が定年を迎え

ること」、さらには「高年齢者等共同就業機会創出助成金」（高年齢者雇用開発協会）、「女性・中高年起業家資金」（国民生

活金融公庫）「起業家育成セミナー」（創業サポートセンター）、「DREAM GATE College（起業家育成プログラム）」（DREAM 
GATE 運営事務局／経済産業省外郭団体）をはじめとして、経済産業省 、産業技術総合研究所 、創業支援推進機構、中小

企業診断協会 、中小企業庁、（財）中小企業ベンチャー振興基金 、東京都産業労働局、東京都商工会連合会といった公的

機関でも起業支援、経営相談を行なうところが増えていることなどから３０代後半、４０代、５０代起業

家の益々の増加が予測されています。 

 

起業１０年後まで生き残れるのはわずか４人 

では、実際の起業後の実情はどのようなものなのでしょうか。全米で８０万部のベストセラーとなった「成

功する人たちの起業術 はじめの一歩を踏み出そう」（マイケル・Ｅ・バーガー著／世界文化社）の前書き部

分にはこう書かれています。「米国では驚くほど多くの人が、会社を立ち上げては失敗しているのである。毎

年百万人以上が会社を立ち上げる一方で、一年目に４０％の会社が、五年間では８０％以上、つまり八十万

社が姿を消している。そして、たとえ五年間生き延びたとしても、次の五年で残りの８０％が姿を消す運命

にある。」と書かれています。つまり、１００人が起業すると１０年後まで生き延びる人はわずか４人

ということになります。１０年間の起業家の生存確率はたった４％ということです。また、ランチェスター型経営の第一

人者として有名な竹田陽一氏は「失敗しない独立・起業」（ランチェスター経営（株）・カセットテープ版）の中で「日本の



場合、新規独立して一年以内に倒産する率が４割、十年間経営を続

けられる率は２割。」と述べています。 

 さらに日本では法人の中で赤字法人が好況時で４割、不況時で６

～７割を占めていますので、１０年間生き残った起業家であっても、

そのうちのおよそ半分は利益が出ていない状態です。ちなみに国税

庁（http://www.nta.go.jp/）の「統計情報」で平成１５年度の法人

税の課税状況を調べると「普通法人２，７９０，４８９社中、利益

法人は７８５，９５９社」となっています。割合にしてわずか２８％

です。また、総務庁発表の｢事業所・企業統計調査｣によると１９９

１年以降は、廃業率が開業率を上回る状態が続いてい

ます。（右図参照） 
 
つまり起業して経営を行なっても５年後、１０年後まで 

会社を存続させること、利益を出し続けるこ

とはとても難しいのが現実なのです。 

 

あなたは今、何歳ですか？もし、あなたがこれから起業して今から１０年後には何歳になるでしょう？今から１０年後で

もあなたは自分の会社を「存続」させ「利益」を上げ続けることが出来ないと、あなたは起業家や経営者としての立場を捨

てて、会社員に逆戻りしなくてはならなくなりますが、その時点のあなたの年齢では再就職はもちろん、面接を受けること

（総務庁｢事業所・企業統計調査｣より） 
 



さえ難しいことは容易に想像できるはずです。 

 

多くの中高年は「仕事の経験・知識や資格を生かしたかった」「自由に仕事がしたかった」「事業経営という仕事に興味が

あった」といった動機から起業を決意しますが、先にも述べたとおり 

１０年後まで生き残れるのはほんの一握りの起業家だけ

です。 
 
政府の経済財政諮問会議が未来の日本の将来像と経済の姿を示した「日本２１世

紀ビジョン」によれば２０３０年の日本の経済の姿は「２０３０年の推計値は、実

質国内総生産（ＧＤＰ）成長率が１％台半ばであるが、労働生産性は２％強の上昇、

１人当たりの実質ＧＤＰ成長率は２％程度。」となっています。但し、これは財政

の健全化や構造改革、少子化対策、生産性の向上などが達成されることを前提した

ものであり、少子高齢化、国際化における自由競争が進行する中でもなんとか労働

生産性を上げることで、経済成長を持続させるということを意味しています。 
 
国際化における自由競争の進行する中で労働生産性を上げるということは、ビジネスの現場では今以上のコスト削減と効

率経営が求められるということになります。その結果、結果を出せる有能な人材は引く手数多だが、それ以外

は人件費を抑えるために年齢や経歴に関係なく契約社員やアルバイトとして雇用され、一生を低賃金で過ごす労働者が多く

なります。 
 
その結果、さらに所得格差が広がり、所得の２極化が急加速することが予想されます。金持ちはますます金持ちとなり、

（開業動機：国民金融公庫総合研究所の 

「２００４年度新規開業実態調査」より） 



貧乏人はますます貧乏になるのです。日本はつい最近まで「一億総中流社会」と言われていましたが、実際には１９９０年

頃から低所得者層と高所得者層の格差が大きくっています。２００４末に発表された経済開発協力機構のリポートによると、

日本では１世帯あたりの平均所得（４７６万円）の半分以下しか稼げない貧困世帯が１５％を超え、この１０年で２倍近く

に膨らんでいます。そして日本の貧困率はメキシコ、アメリカ、トルコ、アイルランドに次いで５位となっています。以上

のようなことから考えても日本は今後益々能力主義、成果主義のはっきりした競争社会に突入していくことは明らかです。 
 
このような厳しい弱肉強食の社会環境が予測される中、起業を決意して独立するのは中高年の割合が圧倒的に多いのです。

彼らはこの状況の中、１０年後も生き延びることが出来る一握りの起業家となる決意と準備を行なっているのでしょうか？

彼らは事業に失敗して社会的弱者になりうるリスクを真剣に考えているのでしょうか？もし、本レポートをお読みいただい

ているあなたが起業独立を考えているのならここで大事なことを言います。よく聞いてください。 

 

3300 代代後後半半、、4400 代代、、5500 代代かかららのの  

安安易易なな
．．．．．．

起起業業独独立立ははととててもも危危険険でですす。。  
 
 現実には起業独立を志した１００人のうちほとんどの人は夢敗れて１０年以内に満員電車で会社に行く生活に戻るので

す。否、これからの時代は会社員に戻れれば良いほうです。４０歳後半、５０歳、６０歳になって起業家として失敗して、

社会に戻り、短期アルバイトを収入の柱にせざるを得なくなる人の方が多くなる確率が高いのです。あなた自身がフリータ

ーやニートになる可能性があるのです。これからの日本では３０代後半、４０代、５０代の「安易な起業」は本当に命取り

になります。 
 
 以下は、私の周りに実際にいる（いた）元起業家です。 



 ４０歳半ばを過ぎてデザイン事務所を設立した。しかし、３年後に仕事が激減し、再就職できずに土木現場で自分よ

り若い監督者に罵倒され、アルバイトを続けながら、今は夜間倉庫で荷積みを行なっている元起業家。 
 

 ３０代で独立し、工作機械の設計事務所を立ち上げる。５０代後半で放蕩経営から２億の借金を抱えて倒産。子供に

養ってもらう生活を今でも続けている元起業家 
 

 ４０代後半で印刷会社を辞めて独立。羽振りの良い数年間を過ごした後に５年後に倒産。事務所の郵便受けには税務

署や公共料金の督促状が束になって詰め込まれており、未だに行方知れずになった元起業家。 
 

 ３０代前半で映像制作会社を立ち上げる。３年後、同僚が資金を持ち逃げし、そのまま倒産。今はフリーランスにな

り、大手制作会社の外注に周っているが、単価が安く、毎月利益を出すのが難しいとこぼす元起業家。 
 

 ３０代後半で人材派遣会社を設立。２年後仕事がなく資金を食いつぶし倒産。今は日雇いで生活しているが、月の手

取りは１０万円代前半になっている元起業家。 
 

 大手宝飾品メーカー役員を辞めて５０代で独立。資金繰りに失敗し２年で倒産。今は催事場でワゴン販売を１人で行

なう毎日を過ごす元起業家。 
 

 ３０代後半に広告代理店を立ち上げる。その後、順調に成長し、注目の起業家としてマスコミにも取り上げられたが、

６０歳を目前にして取引先の倒産により連鎖倒産。６０歳にして数十億の負債を抱える元起業家。 
 

 ５０代で販社を立ち上げるが、数年後、身体を壊し透析を続けなければならない身となる。仕事も激減し、今は無職

になった元起業家。 



 資格を取得として独立するも、売上げが全く立たずに半年で会社員に逆戻りした元起業家。 
 

 ３０代で制作会社を立ち上げ、小説の題材にもなるほどの経営者として企業を成長させる。しかし、１０年後に取引

先の倒産により仕事が激減。会社を手放し、今はフリーとなった元起業家。 
 

 ４０代でコンビニフランチャイズに加盟、本部からの店内改装要求に応える資金が無く、契約更新できずに５０代で

無職になった元起業家。 
 

 ３０代でアイデア商品の販売会社を立ち上げる。１０年以上大手 GMS の催事場で売上げトップを誇るも、不況とと

もに売上げが減り、資金繰りに行き詰まる。５０代で、病気が発覚し、一年後に死去。家族には負債だけを残した元

起業家。 
 

 退職金を元に飲食店を起業。内装にお金をかけ、食材にこだわり店をオープンさせるも、１年で資金繰りが続かなく

なり閉店。退職金を失い、負債も抱えることになった元起業家。 
 

 
 
・・・これらは私自身が２８歳で起業後、私が実際にお付き合いのあった方たちです。ここでもう一度言っておきます。 

3300 代代後後半半、、4400 代代、、5500 代代かかららのの  

安安易易なな
．．．．．．

起起業業独独立立ははととててもも危危険険でですす。。  
 



第二章／何故、ほとんどの３０代後半、４０代、５０代の起業家が失敗するのか 

起業失敗の原因 

世の中には「起業して上手くゆく人」と「上手くゆかない人」がいます。つまり成功する人と失敗する人です。 

ここでは何故ほとんどの起業家が事業に失敗するのか、その原因をいくつかお話します。 
 
原因その 1 自分の能力、才能、強み、弱み、弱点を理解していない。 

 

経営は短期決戦ではなく長期戦です。起業後は５年、１０年、２０年といった長きに亘り事業を継続することになります。

そのため「自分に向かない仕事」「自分の能力を活かせないビジネス」「自分の強みや好みを考慮していない事業」は長期的

には失敗します。「長期戦では無理は続かない」のです。 

 

起業に際して「自分の能力や才能、強み、適性」を考えずに、「儲かる商品」「儲かるフランチャイズ」「成功するノウハ

ウ」を探す方が多くいますが、例え「儲かる商品」が見つかったとしても、その商品の販売においてセールスが必要である

場合にはセールスが嫌いな人やセールスが苦手な人は成功できません。また、「儲かるフランチャイズ」があったとしても

スタッフの管理が苦手な人はやはり結局は長く続きません。「成功するノウハウ」が見つかったとしても、パソコンの苦手

な人にはインターネットビジネスは続きません。これらはみな「最初の半年～１年程度は頑張れる」のですが、それ以降に

なると「やっぱり自分には合わないのではないか？」という思いや、「こんなことをやるために独立したんじゃないのに。」

という感情が湧き出てきて、結局はドロップアウトします。 

 



そのため、起業セミナーでもよく言われるように、起業に際してのスタートはまず自分を理解することです。

これは本当です。起業を成功させるには、自分の能力や強み、弱みが明確になってから、その能力や強みを活か

したビジネス上の戦略やノウハウが必要になってきます。だから成功した人はみな「自分の好きな事を

やりなさい。」と言うのです。でも、多くの人は「好きなことで飯が食えるほど世の中甘くない！」と言いながら「儲かる

商品」「儲かるフランチャイズ」「成功するノウハウ」を探しては、「自分に合わないこと」や「自分の能力を活かしていな

いビジネス」を「我慢しながら」行なうので、結局、幸せにも金持ちにもなれません。 

 

起業する前に一番力を入れて探さなくてはいけないものは「儲かる商品」「儲かるフランチャイズ」「成功するノウハウ」

ではなく、「自分の能力や才能、強み、適性」なのです。 

 
 
原因その 2 良い物を作れば売れるという思い込み。 

 

起業志望者のほとんどの方はビジネスにおける売上げの最大要因は商品にあると考えています。こ

れは起業志望者の多くが「何かいい商品ないかなあ？」「いい商材あったら教えてください！「何を売

れば儲かるのでしょうか？」と質問することからも分かります。でも本当に「質の高い商品」「質の良

い商品」が売上げの最重要ポイントなのでしょうか。もちろん質の悪い商品であってはいけませんが、

「商品の質の良さ」が売上げを作る最大要因なのでしょうか。 
 



 結論から言うと「良いものを作りさえすれば我が社は儲かるはずだ」とか「良い商品を扱いさえすれば店の前に行列が出

来るはずだ」と考えるのは単なる思い込みです。何故なら、同じ薬を扱う薬局でも儲けている店と儲けていな

い店があります。同じ商品を扱う電気店でも儲けている店と儲けていない店があります。同じ生鮮食料品を扱う小売店で

も儲けている店と儲けていない店があります。同じ業種に属する工務店でも儲けている会社と儲けていない会社があります。

同じ内容を教えるフランチャイズ制の学習塾やパソコン教室でも儲けている教室と儲けていない教室があります。 
 

つまりどんな商品を扱おうとも、必ず儲けている店と儲けていない店が存在するのです。 

 
もし「商品の質の良さ」が売上げを作るなら、研究開発費に多くの資金と優秀な研究員を投資している一流有名メーカー

の商品ばかりを扱えば売上げはグングン伸び続けることになります。でも一流メーカーの商品を取り扱っている会社やお店

は世の中に沢山あります。それらの会社やお店は全て儲かっているのでしょうか？デパートや家電量販店では一流メーカー

商品を多く扱っていますが、全てのお店が黒字でしょうか。もし「商品の質」が売上げを作るなら、一流講師を揃える予備

校はどこも黒字のはずです。「商品の質」が売上げを作るならブランド物を扱うショップはどこも黒字のはずです。 
 

もし、そうであれば法人の６割が赤字申告することは有り得ないはずです。 

ちょっと立ち止まって考えてみれば、「いい商品」「売れる商材」「儲かる商品」というのは存在しないことが分かるはずで

す。良い商品さえ見つかれば起業が上手く行くと考えるのは単なる思い込みでしかありません。 

「商品」を「上手に売る」から、それは「売れる商品」になるのです。 



原因その３ 資格に走る。 

 

「資格を取って独立！！」「独立に有利な資格はこれ！」雑誌や書籍でこんなコピーをよく目にしま

す。でも税理士の資格さえ取れば独立開業が成功し、ずっと事業を継続できるでしょうか？行政書士の資格

さえ取れば独立開業が成功し、ずっと事業を継続できるでしょうか？中小企業診断士の資格さえ取れば独立

開業が成功し、ずっと事業を継続できるでしょうか？ 
 
もし、そうなら「赤字の税理士事務所」「資金繰りに困る中小企業診断士」というのは存在せず、皆一生

安泰なはずです。でもあなたの周りにいる公認会計士、弁理士 、司法書士、不動産鑑定士、宅地建物取引

主任者、土地家屋調査士、建築士、獣医師資格、理容師、調理師、あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅ

う師、整復師はみんな継続的に利益を計上して事業を１０年以上続けているのでしょうか。では、何故、「廃業率が開業率

を上回る」のでしょうか。 
 
「良い物を作れば売れるという思い込み」の項で説明したことと同様に、世の中には「資格を取って独立し事業を成功さ

せている人」と「資格を取って独立し事業を失敗させる人」が存在することから、「いい資格」「儲かる資格」というのは存

在しないことが分かるはずです。資格は単なる「技能の証明」に過ぎません。 
 
原因その４ 士業に教えを請う。 

  
日本では法人設立の手続きが煩雑なので法人設立時の事務手続きは行政書士、司法書士さんに手続きの代行を依頼するこ

とが多くなります。そして、法人登記後にそのままこれら「士業」の方に経営アドバイスを受ける方が



多くいらっしゃいます。また、日本の場合、税務書類作成も専門知識が必要なため、会社の売上げが順調に推移してある程

度の売上げ規模になると、地元の税理士さんと契約して毎月の帳簿や税務書類の作成を依頼することになります。そして月

に一度は税理士さんと顔を合わせることになりますが、ここでも多くの経営者が税理士さんからもっともらしい経

営指導を受けます。 

 
また、巷の多くの「起業独立」セミナーでは講師を務める人の多くは行政書士、司法書士、税理士、会計士、中小企業診

断士といった「士業」の方です。特に自治体や公的機関が主催する「起業独立セミナー」や「独立相談」「経営相談」とい

ったセミナーではほとんどの場合、講師は「士業」の方です。しかし、行政書士は「他人の依頼を受け報酬を得て、官公署

に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類（実地調査に基づく図面類を含む。）を作成することを業とする。」

（行政書士法）人であり、司法書士は「登記又は供託に関する手続について代理すること。 裁判所、検察庁または法務局

若くは地方法務局に提出する書類を作成すること。 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の

手続について 代理すること。」（司法書士法）を業とする人であり、税理士は「税務に関する専門家として、独立した公正

な立場において、申告納税制度の理念にそって、 納税者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正

な実現を図ることを使命」（税理士法）とし納税者の求めに応じて、「税金」について、税務代理、税務書類の作成、税務相

談の税理士業務並びに会計業務を行なう人です。社会保険労務士は労働社会保険関係の法令に精通し、適切な労務管理その

他労働社会保険に関する指導を行い得る専門家です。中小企業診断士は、企業を調査・分析・診断・

助言するカウンセラーです。「日本マンパワー」や「大原学園」で学んで「試験に合格するとなれ

る」のです。 

つまり「士業」の方たちは「経営者として優秀」だから「士業」になるの



ではありません。経営者の経験が無くて、実際に儲けたことが無くても「試験に受かれば」誰でもなれるのです。 

 
 つまり「士業」の方たちは法律に基づき正しい書類作成、事務処理、カウンセリングを行なう専門家であり、経営のプロ

ではありません。彼らは社会的、法的な書類作成や手続き、または労務管理の専門職です。

ところが起業家セミナーで講師を務める人の多くが「士業」の方です。 
 

もちろん「士業」の方の中にも経営のプロがいるかもしれませんが、基本的には彼らは代書屋さん、事務屋さ

んです。経験上、「士業」の方の中で経営戦略やマーケティング戦術のノウハウを持つ方は極めて少数派です。経営、マー

ケティングセミナーに参加すると「士業」の方も多く参加しています。「士業資格」と「経営」「儲け」は全く関係ありませ

ん。 
 
また、ある経営セミナーに参加した際に「日本の士業の平均月収は２０万円で、士業を営みながら従業員を雇える経営者

は一握りしかいない。」という話を聞きました。これを裏付けるデータはありませんが、もしそうであれば多くの起業志望

者や経営者はセミナーや著作物を通して「社員も雇えず、給与が会社員並の先生」に頭を下げて

経営指導を受けていることになります。 

何事においても「先生」や｢師匠｣を間違えると、欲しい結果は手に入りません。 
 



原因その５ 戦術依存、テクニック、ノウハウ依存 

 

原因その２｢良いものを作れば売れるという思い込み｣で説明したように、世の中に「いい商品」「売れる商材」「儲かる商

品」というのは存在しません。あなたが経営者ではなく、いつまでも「物やサービスを買う立場の人間」でいるのなら「い

い商品だから→お客さんが買う」という思考ままでもＯＫです。但し、起業独立を目指すということはあなたは「買う立場

の人間」ではなく「売る立場の人間」になります。「売る立場の人間」はビジネスを行なう限り、「お客さんが買う」からそ

の商品は「いい商品」なのです。 
 

ビジネスでは「商品」を「上手に売る」から、それは「売れる商品」「いい商品」になるのです。ここを理解しな

いと経営者としてビジネスで儲けることは難しくなります。 

ビジネスでは「上手に売る」＝「経営戦略と経営戦術」になりますが、「戦術で戦略は修正できない」

と言われるように、ビジネスでも継続的でまとまった利益を効果的に生み出すには「経営戦略」の方がより重要にな

ります。短期的な利益は運や偶然や戦術でも発生しますが、長期にわたる継続的な利益を発生させ

るには運や偶然や戦術ではなく「経営戦略」が必要になります。（戦略については後述します。） 

 

巷に溢れる起業本や、マーケティング関連のセミナーでは経営コンサルタントやマーケッター達が「驚異のセールストー

ク」「売れるチラシ・文章の書き方」「管理会計入門」「優良商材の探し方」「財務分析」「メールを使ったセールス」「会計と

税務」「棚卸と在庫管理」「成果報酬制度に基づく給与制度の構築」「電話応対トレーニング」「企画発想法・売れる企画書の

書き方」「コーチングセミナー」「決算書の読み方」「マーケティングの基礎」「エクセルを使った原価計算」「パワーポイン



トを使ったプレゼン」「社会保険作成書類の作成法」「ロジカルシンキング」「危機管理」「対人コミュニケーション」「定性

セグメンテーション」「キャッシュフロー計算書の読み方」といったテーマを展開しています。 

 

「売れるセールストーク」「利益を増大させる管理会計」「反応率が上がるマーケティングノウハウ」といったテーマには

多くの起業家が興味を持ちます。もちろんこれらも個々には大切な知識なのですが、これらは全て経営の「戦略」ではなく

「戦術」です。これらの書籍やセミナーで学んでも、結局多くの経営者が儲からないのは「戦略」ではなく「戦術＝テ

クニック」に捕らわれているからです。これは「木を見て森を見ず」の状態です。 

 

経営は掛け算です。「商品製造、広告宣伝活動、セールスプロモーション、経理、人事、財務活動」がどんなに正しくて

も、「ターゲットの選定」が間違っていれば長期的な収益は見込めません。つまり、人間国宝級の技を持つ「匠が作った商

品」を、マーケッターの言うように「売れるコピーとチラシの作り方」を駆使して、コンサルタントの言うようにセールス

プロモーションをかけて、有能な経理マンと社員採用のプロと財務の専門家を雇ったとしても、経営者に戦略能力が無いた

めに「間違ったターゲットの選定」しかできないと、売上げは立たずにコストばかりがかかってしまい、いつかは倒産する、

ということです。こんな実例はビジネス社会には掃いて捨てるほどあります。 

 

つまり１つか２つの個々の戦術が「１００点」でも、経営を行なう人間に経営全体を体系的に捉える能力がないと 

「経営の掛け算の答え」は常に「０（ゼロ）」になるのです。戦国時代の戦においてどんなに優秀

な兵がいても、どんなに優れた武器を保有していても、どんなに軍資金があっても、大将が馬鹿で「戦い方の戦略」を知ら

ないと、戦に負けるのと同じです。 

 



「自社が継続的な収益を上げるために効果的な経営戦略」を構築しない限りどんなに「売れるセールストーク」「利益を

増大させる管理会計」「反応率が上がるマーケティングノウハウ」といった戦術、テクニック、ノウハウを学んでもそれだ

けでは短期的な目先の売上げにしかつながらず、継続的な収益をビジネスから生み出すことが出来ないのです。 

ビジネスにおいて「戦術＝テクニックやノウハウ」がその効果を発揮するのは「経営戦略」が正しく設定さ

れている場合のみです。 

 

ところが多くの起業家は「売れるセールストーク」「利益を増大させる管理会計」「反応率が上がるマーケティングノウハ

ウ」といった戦術、テクニックに眼を奪われてしまうのです。何度も言いますが、「戦略が間違っていたら、戦術では修正

できない」のです。 

 

それまで何もマーケティングや広告戦術を行なっていなかった中小零細企業が「売れるセールストーク」「利益を増大さ

せる管理会計」「反応率が上がるマーケティングノウハウ」を行なえば当然一時的に売上げは上がります。「今まで何もして

いなかった」のだからこれは当然のことです、 

 

でも、経営コンサルタントやマーケッター達の言葉に踊らされて「戦術＝ノウハウやテクニック」を追っても、それは一

時的なものです。せいぜい長くて２、３年の効果です。経営では「戦術で戦略はカバーできない」のです。だから、起業後

３～５年で淘汰される起業が多くなり、１０年間生き残れる企業が少ないのです。 

 
 
 
 



原因その６ 先生が少ない現実 

  

思い出してください。あなたは昔、ゴルフが上手くなりたい！と思った時に誰にレッスンを受けましたか？

あなたがテニスが上手になりたいと思った時に誰をお手本にしましたか？あなたが釣りを始めた時に上手にな

るために誰に手ほどきを受けましたか？あなたが英語の習得をする時に誰に習いましたか？あなたが習い事を

始めた時に誰に教えてもらいましたか？あなたが仕事を覚える時に誰に指導を受けましたか？ 
 

 勉強、スポーツ、習い事、仕事・・・何であれ過去においてあなたが「○○が上手に行ないたい！」「○○をものにした

い！」「○○をマスターしたい！」と思ったときには、必ず「○○を既に上手に出来る人」を見つけて、教えを請うて、学

び、練習したはずです。これはビジネス、経営でも同じです。つまり起業して経営を軌道に乗せるには「既に起業して経営

に成功している人」を見つけて、その人から学び、練習すれば良いだけなのです。 
 
 但し、ここで問題なのは冒頭に述べたように起業して１０年間生き残り、経営で成功を収めて、継続した利益を出してい

る人は極めて少ないということです。つまりお手本となる先生の数自体が少ないのです。しかも、ゴルフ

でも、テニスでも野球でもそうですが、世界で通用するレベルを目指す場合に師事する先生と、地区大会で優勝するレベル

を目指す場合に師事する先生が異なるように、ビジネスでも「自分が望むレベルに応じた先生」が必要です。 
 
つまりあなたがビジネスで「１億円プレーヤー」を目指すなら、それを既に実現している人に師事し、「１００億円プレ

ーヤー」を目指すなら、それを実現している人から教えを受けることが、自分の望むものを手に入れる最も効果的な方法に

なりますが、現実問題としてそれを実現している人を探すこと自体が難しいのです。 
 



例えば私の場合で言えば、私は起業してなんとか１５年以上生き延び、社員数は２～５名程度、年商数億円、個人年収８

桁規模にするためのビジネスの考え方、経営戦略、戦術論は経験をベースに教示することはできますが、社員数が１００人

規模で年商数百億といった規模のビジネスは戦略、方法論、考え方が全く異なるため、教えを請われても自らの経験と知識

からは教えることが出来ません。 
 
勉強でも、スポーツでも、習い事でも、ビジネスでも「自分が望むレベルに応じた先生」が必要なのですが、その人を見

つけ出すのが難しいのです。また、運良く見つけ出したとしても、その人に「先生」となってもらい手ほどきを受けること

は現実問題としてもっと難しいのです。 
 
 １０年以上生き延びて利益を出し、ちゃんと毎年法人税を納めることの出来る企業は少ないのです。だから、「起業独立

の成功事例」を説く士業やコンサルタントではなく、「起業独立を成功させた経営者」というのは極めて稀な存在なのです。

しかも「民力・２００４年度版」（朝日新聞社編）によれば「日本の総従業員数」は６０，１５８，０４４人であり、「年間

１０００万円以上の申告所得者数」は７９２，２４５人です。これは率にして１．３％、つまり労働者１００人中に約１人

の計算です。さらに「年間３０００万円以上の申告所得者数」は１１４，３５２人です。率にして０．２％、つまりあなた

が仕事で日々接する人のうち１０００人中に２人しかいないのです。 

 
だから本当の意味で起業家として成功し、事業を継続させ、しかも本人も経済的にも十分な収入を得ている「先生」を探

し出すこと、さらに教えを請うて「必要な考え、戦略、方法論」を聞くこと、手ほどきを受けることは非常に困難なのです。

かくして、自己流、我流、無計画、無鉄砲、不勉強な起業家や経営者が多く現れては消えることになります。 
 
 
 



原因その７ 「何を学ぶべきか」を理解していない 

 
 私自身、会社員のころから自己啓発書や自分の仕事関係の書籍には良く目を通していましたし、人より勉強家だと思って

います。でも、今だから理解できますが、「会社員としての学ぶべき知識」と「経営者、起業家としての学ぶべき知識」は

全く異なります。「どれほど学ぶか」も大切ですが、「何を学ぶか」はもっと大切です。会社員としては広く浅く「どれほど

学ぶか」は武器になりますが、経営者や起業家として成功するにはまず最初に「何を学ぶか」を慎重に選択した後

に、「深く学ぶ」必要があります。 
 

ゴルフでもスキーでも、英会話でも、車の運転でも、将棋でも、囲碁でも同じですが、上手くなるには「何を学ぶ

か」が重要なのです。ゴルフがうまくなりたい時に「一生懸命ゴルフクラブの歴史や知識を学ぶ」ことはないはずです。

車の運転が上手くなりたい人が「一生懸命にエンジンの仕組みを学ぶ」ことや、「車の領収書の保存の仕方を学ぶ」ことは

ないはずです。 
それなのに起業独立志望者の多くは「法人化するための事務手続きの方法」「社会保険事務所へ提出する書類の書き方」「経

営理念の書き方」「就業規則の作り方」「法人と個人事業主のメリット、デメリット」「オフィスの借り方」「帳簿のつけ方」

「会計ソフトの使い方」「融資のコツ」「雇用保険について」「税金の種類」等を一生懸命に学びます。しかし、これらは何

度もいうようにビジネスで利益をもたらす要因ではありません。単なる業務知識です。 

 
自治体や士業主催のセミナー、ホームページ、書籍はほとんどが「業務知識」の解説です。これらをどんなに吸収しても

稼ぐことはできません。ゴルフ（経営）が上手くなりたいのに「ゴルフクラブの作り方（法人設立の方法）」や「ゴルフク



ラブを綺麗に箱詰する方法（経営理念、就業規則、オフィス契約）」や「ゴルフクラブを作るときのお金の借り方（銀行と

の付き合い方）」や「ゴルフクラブの伝票の書き方（帳簿）」を一生懸命に学んでいるだけです。 
 
 もし、あなたがこれらのセミナーに行こうと考えているのなら私が２０秒でその要点をお教えします。 
『「法人化するための事務手続きの方法」はビジネスが軌道に乗って儲かって利益が出てから考えることです。利益が出

たら士業の方にお願いしてやってもらえばよいのです。「社会保険事務所へ提出する書類の書き方」も同じです。「経営理念

の書き方」が利益を作ることはありません。「就業規則」は市販の規則集に加筆修正すれば十分です。正社員が採用できる

ようになってからオリジナルのものを作っても十分に間に合います。「法人と個人事業主」はどちらでもいいのです。年間

経常利益で２０００万円を超えるようにならないと法人化しても大きなメリットはありません。資金が無ければ「オフィス」

は不要なのです。資金がないのにオフィスが必要な事業計画を立てること自体が経営者として間違っています。「帳簿のつ

け方」「会計ソフトの使い方」「融資のコツ」は毎月 1 万円～３万円で地元の税理士がやってくれます。エクセルで売上げと

仕入れデータを入力して、領収書を日付ごとにノートに貼って年度末に商工会議所に行けば、法人としての必要書類の書き

方は数千円で教えてくれます。その費用も捻出できないような経営者は事業をしてはいけないのです。「雇用保険」は利益

が出て社員やパートを雇えるようになってからのことです。最初は１人または家族を役員にして事業を行なうべきです。そ

れなら雇用保険は関係ありません。まだ利益も出ていないのに「税金の種類」や「法人税の算出基準」を覚えるのは全く無

意味です。』 
以上です。 
 
これらをどんなに一生懸命に学んでも、経営が上手くなることはありません。だから独立して何年経っても利益を生み出

すことはできないのです。次の章で詳しく説明しますが、ビジネスで利益を生み出す根本は全く別のものです。 
 
 



原因その７ 「プロにまかせるよ！」と広告宣伝を制作会社や印刷会社に丸投げする 

 
 私は２０代のころ都内の中堅広告代理店で営業を行なっていました。大手ＧＭＳから中堅の旅行会社、老舗の高級料亭を

担当していました。その当時クライアント（お客さん）からよく言われた言葉が「デザインや広告のことは良く分からない

からプロに任せるよ。」というものです。 
 
 正直に言いますが私は広告代理店に勤務しながら広告、デザイン、ＰＲ、販促、コピーライティング、撮影に関しての書

籍はただの一冊も読んだことがありません。でもお客さんの目から見ると広告代理店の営業マンや制作会社のデザイナー」

やコピーライターは「広告のプロ」なのです。 
 
 だから私はプロとしてお客さんにこう言ってアドバイスしていました。 

「今時、大量の文字なんかで説明しても誰も読みませんよ。だからモデルを使って撮影した

方がいいんです。沖縄で撮影しませんか？商品イメージもピッタリだし！」「広告は何度も繰

り返し行なわないと効果が出ません。来月も出稿しましょう。」「その部数では割高なのでも

っと折り込みエリアを広げましょう。印刷も最低でも１０万部は印刷しないとコスト高です

よ。」 

 



上記はすべて良く考えれば分かりますが、「お客さんの見込み客を増やしたり、問合わせや商品の申し込みを増やすため

のアドバイス」ではありません。私の売上げを増やすためのアドバイスです。 

 
本当の話ですが予算５００万円かけて問合わせが２件というポスターを作ったこともあります。それでも、ほとんどのお

客さんは「デザインや広告のことは良く分からないからプロに任せるよ。」といい続けます。 
 
私は独立後、自分で広告の制作会社を立ち上げて制作ディレクターとしてデザイナーやコピーライター、カメラマンを取

りまとめてポスターや折り込みチラシ、新聞広告、カタログ、ＤＭ、会社案内、ビデオを作っていました。これも正直に言

いますが制作会社のディレクターやデザイナー、コピーライター、カメラマンはキレイな広告宣伝物やイメー

ジの良い作品は作れますが、客を呼べるものはほとんど作れません。これも当たり前ですがディレクターや

デザイナー、コピーライター、カメラマンは経営なんてしたことが無いのです。だから集客に必要なマーケティング知識や

人を動かす広告文章の書き方やテクニックを知っている人はほとんどいません。 
 

彼らが理解しているのはマーケティングや効果的な広告宣伝ノウハウではなく、キレイで丁寧で斬新なデザ

イン・レイアウト・版下（今はデータ）作成の技能です。 

 

 彼らはデザイン・レイアウトのプロではあるかもしれませんが、集客・経営のプロではありません。 



 小さな会社や小さなお店は人件費という固定費を投入しながら営業部隊を組織して見込み客にアプローチすることが出

来ません。通常は固定費ではなく変動費である広告宣伝によって見込み客へアプローチを行い、自分の会社やお店への集客

や問合わせ、申し込みを実現します。この延長線上に売上げが生まれることになります。 
 

 従って大きな会社以上に、小さな会社やお店にとって広告宣伝は経営の命綱になります。この命綱を経営制限

の潤沢な大企業と同様に「デザインや広告のことは良く分からないからプロに任せるよ。」と言って自分の手から離しては

絶対に会社やお店の収益力を高めることは出来ません。 
 
 小さな会社やお店の広告宣伝は経営者であるあなたが文章を考え、構成を考え、訴求方法を構築すべきです。 
 
 
原因その８ 目先のことしか考えず、長期的視野と計画がない 

 
 多くの起業家は５年計画、１０年計画といった計画を持っていません。そして、目先の利益だけを追い続けます。何度も

言いますが、中高年からの起業では一年だけ、目先だけ、数年だけ利益が出てもダメなのです。起業して事業を興すという

ことは「継続した利益を生む事業体の構築」に他なりません。最低でも１０年計画程度の長期的な視野は持っていないと目

先の美味しい話につられて「あっちへフラフラ、こっちへフラフラして」しまいます。 
 
 こういった事業の展開をおこなっていると、起業して数年後に「一体、この５年間で自分は何を蓄積してきたのだろう

か？」という思いに至る時が必ず来ます。若いうちの起業は行き当たりばったりの遠回りでもそれはリカバーする時間的、

体力的な余裕がありますが、中高年では「あっちへフラフラ、こっちへフラフラ」する近視眼的な経営では５０代後半、６

０代といった人生の後半戦に入った時に失敗する確率が高まります。 



第三章／小さな会社やお店の経営を初心者が成功させる３つのポイント 

 
 では、社会経験を積み、理論的に物事を考える力のある３０代後半、４０代、５０代が起業独立して事業を軌道に乗せ、

自分の夢を実現させるためには何を学べばよいのでしょうか。私達は勘や根性で何とかなると考える学生気分の抜けない 
２０代の社会人ではありません。そのため「ビジネスが運や勘や根性で成功する」と考えている人はいないと思います。 
ビジネスはどんな要素で成功するのか考えて見ましょう。 
 

他者に勝る自分の能力、才能、経験の見極め 

 
 起業独立を成功させる要因の一番目は「他人（他社）には無い自分（自社）の強み」を見極めることです。「なーんだ、

そんなことか。」と思われた方もいらっしゃるかもしれません。でも、本当にこれは成功のための重要な要素なのです。 
ちょっと次の質問を考えてみてください。 

野球業界に長く携わり、自身でも野球選手の経験があり、野球のとても上手い人が

「自分はこれから相撲の世界で力士として成功したい。何故なら入門は簡単で、誰

でもＯＫで、身体検査だけだし、師匠が一から稽古をつけてくれるし、力がつけば

実力次第でかなり儲かるからね。」と言ったら、 



あなたは彼に何とアドバイスしますか？ 

 

 いかがでしょうか？おそらく「野球の世界で仕事を続けた方が良いのではないのですか。」

とか「せっかく野球の才能と経験があるのだからそれを活かした方がいいよ。」「も

う野球選手としては活躍できないかもしれないけど、その経験を後輩に教えてあげ

たり、伝えてあげたり、コーチとして取り組んだ方が成功する確率が高いよ。」「ど

うしても相撲の世界に入りたいのなら、今までの経験を活かして、モチベーション

の高め方とか、目標の設定の仕方とか、トレーニングの方法について力士の人にコ

ーチングしたり、相談にのる方が上手く行くのではないかな。」とアドバイスするのではな

いでしょうか。 
 
彼がこれから相撲の世界で力士としての道に進んでも、失敗するのは明らかだからです。もちろん可能性は０ではありま

せんが、常識的な社会経験を積んできたあなたなら彼に「相撲の世界では力士として成功する確率は低いよ。」とアドバイ

スするはずです。 
 



 でも、起業する時に多くの人は 

「経験も能力も自分には無いけど新しい分野で起業しようと思う。何故なら簡単で、

誰でもＯＫで、検査もないし、本部が一から指導してくれるし、力がつけば実力次

第でかなり儲かるから。」と言って起業するのです。 

 
具体的には「クリエイティブな制作の才能があるのに、マネジメントの必要な起業」を試みたり、「建築業界での知識と

経験が豊富で法人営業が数珠なのに、退職金でコンビニのフランチャイズに加盟して一般客相手の接客で成功しよう」とし

たり、「運動の知識と経験が豊富なのに、それを活かさずに資金のかかる事業を計画」したり、「教えることが上手なのに、

身体を使う仕事」をしたり、「マネジメントが得意なのに、接客の仕事」を選んだり、「ソフトの企画の能力があるのに、物

販に携さわるビジネスで起業」したり、「交渉や折衝が得意なのに、物作りの仕事」に取り組もうとする人が多いのです。 

つまり、「野球が上手で経験も豊富なのに、わざわざ違うことで起業する人」がとても多いのです。 

 
傍から見ていると「この人には○○な才能と能力があるなあ。」「この人は△△の業界での優れた経験がある。」と思って

いても、本人は全く自覚していないことが多いのです。そして「あなたには○○な才能と能力があるよ。」とか「あなたは

△△で＊＊＊な仕事をするときっと上手くいくよ。」教えてあげると、大抵「自分の○○なんて大したことないよ。」とか「△

△の経験なんて役に立たないよ。」と言いながら、自分の実力では他者（社）に勝てないような分野へ参入しようとするの

です。これでは野球の能力と経験が豊富にあるのにわざわざ力士になろうとする人と同じです。どうしてこのようなことが

起こるのでしょうか？ 
 



それは自分の人生の棚卸をしていないからです。他者に勝る自分の能力や才能や経験を客観的に把

握していないから、こういったことが起こります。 

 

「自分の内面」を探らない限り自分の能力や才能や他社に勝る経験は見つからないのに、ほとんどの人が「初心

者でも簡単に出来る」とか「未経験でもＯＫ」「楽して儲かる」といった「自分の外の世界」を探してしまうので

す。その結果、接客能力が人よりも劣っているのに、「飲食店でもやるか・・・。」、製造一筋できたのに「早期退職金でコ

ンビニをやろう・・・。」、営業経験もないのに「法人相手の事業をやってみよう・・・。」といったように起業を考えます。 
 
 もちろん、それで成功する確率も０ではありませんが、先ほどの質問を考えてみてください。 

野球の経験があり、野球の上手い人が「相撲の世界に入って成功したい」と言った

らあなたは彼に何と言ってアドバイスしますか？ 

 

だから、あなた自身が起業して成功の確率を高めようと思ったら最初に行なうのは簡単、楽に、すぐに、手

軽に、誰でも出来るビジネスを探すことではなく、他者に勝る自分の能力や才能や他



者に長じた経験を探すことなのです。 

 

この見極めが出来たならば、その次に、その能力や才能や経験をお金に買える＝ビジネスとして

成立させることを考えるのです。つまり、ホームページにも書きましたが、もしあなたが「パンが好き」「パン

作りが得意」で、これから起業、独立、副業を行ないたいと考えている場合には、パン作りの先生として教室運営もできる

し、パンに関する調査会社を経営することも出来ますし、パン屋さんに経営指導するコンサルタントにもなれます。パン作

りのマニュアルを販売する情報起業家にもなれます。パン屋さん専門のデザイン会社、パンの世界事情を日本に広める会社、

パン屋さんに特化した広告制作会社、パン好きな会員が集まる組織の維持運営、パンに関する講演会の企画運営、出張指導、

出張パン作り、全国のパン屋さんの地図を作成する会社、美味しいパン屋さんを巡るツアー専門の旅行会社、パン屋さん向

けの情報誌作成会社、パン屋さんのデリバリー請負をするアウトソーシング会社、パンのサイドメニューを考案する会社、

パンを使った造形アーチスト、パン屋さんの店頭実演販売会社、移動式パン屋、パンと身体の関係を研究する栄養士、創作

パン料理家、パン屋向けのＢＧＭを作曲するアーチスト、パン屋さんへ出資する投資家、パン屋さんにスタッフを派遣する

人材会社、新商品の開発会社、パンに特化したメルマガ発行者、パン評論家、パン料理を美味しく美しく撮影できるカメラ

マン、パンの試食調査スタッフ派遣会社、パンメーカーの社外モニターの組織化、パン屋職人のヘッドハンティング会社、

パン屋さんの社員教育会社・・・・・等で起業すると能力や才能や経験をお金に変えることが出来るわけです。 
 
 「建設会社に長年勤務しているが、自分の経験なんか何の役にも立たないような気がします。開業資金もあまりありませ

ん。」という相談を受けたこともありますが、彼の経験や知識を活かして起業の成功確率を高めようと考えるなら、家を建

てようとする人の相談にのる、時給制で電話相談を受ける、欠陥住宅を避けるためのアドバイスをする、建設業界への就職

支援をする、建築費を１割削減するためのノウハウを販売する、アパートオーナーに代わって入居者の募集を歩合で請け負



う、不動産業者に入居の募集広告のアドバイスする、建築素人には分からない施工進行のチェックを請け負う、住宅のチェ

ックポイントを解説する見学会ツアーを開催する、建設業界の裏話を情報商品にする、建設業界情報のメルマガを発行する、

初めてのマンション購入者向けセミナーを行なう、業界誌に寄稿する、業界紙の広告を取る、今の会社の業務をアウトソー

シングで受注する、といったビジネスなら開業資金数十万円で明日からでも起業できます。しかも、今までの経験と知識と

人脈は無駄にはなりません。  
 
 このように自分の能力や才能、経験値の高いものが何かが明確に分かっていれば、それをお金に変える＝ビジネスに変え

る方法論なんて無限にあるのです。「まとまった資金を投入しないと成功できない。」「事務所が無いと成功できない。」と考

えている人がいますが、それは間違いです。 
 
 私自身は資本金が１０００万円であったのに事業に失敗しました。フランチャイズに加盟して店舗をオープンさせました

が失敗しました。東京２３区内に事務所を構えましたが失敗しました。でも、人口が１万人にも満たない小さな地方都市で

開業資金約３０万円で、自分の好きなことで始めた事業は起業後一年で１億を実現しました。だから、あなたが起業を成功

させようと思うなら「資金の多い少ない」「フランチャイズに加盟しての本部からの指導の有無」「事務所の有無」は成功と

は何の関係もありません、と断言できます。 
 
 小さな会社やお店の経営を初心者が成功させる要因の１つ目は 

他者に勝る自分の能力、才能、経験の見極めること。その後、その才能をお金に変

える方法論を見つけること。 

なのです。 
 



経営戦略の理解 

経営で「最大のアウトプット（結果）」を実現するためには「経営戦略」が必要です。ビジネスでは短期的な利益は運や

偶然でも発生しますが、長期にわたる継続的な利益を発生させるには運や偶然ではなく経営上の「戦略」が必要

になります。 
 
戦略というとつかみ所がないような感じがする方もいらっしゃるかもしれませんが、次のことを考えてみてください。 

私が受ける起業志望者の方からの質問で次のようなものがあります。「どんな商品を扱えば儲かるでしょうか？」「花屋を始

めたいのですが大丈夫でしょうか？」「飲食店を始めたいのですが成功するでしょうか？」と。 
 
ここで大切なことを言います。花屋をやるから儲かるのではありません。輸入雑貨ショップをやるから儲かるのではあり

ません。レストランをやるので儲かるのではありません。ダイエット食品を扱うので儲かるのではありません。インターネ

ットショップをやるから儲かるのではありません。花屋にも儲かっているお店と、儲かっていないお店があります。輸入雑

貨ショップにも儲かっているお店と、儲かっていないお店があります。レストランにも儲かっているお店と、儲かっていな

いお店があります。ダイエット食品を扱っていても儲かっている会社と、儲かっていない会社があります。インターネット

ショップにも儲かっているショップと、儲かっていないショップがあります。あなたがどの商品、どのサービスを選んでビ

ジネスを行なおうが、その業種では必ず「儲かっているお店（会社）」と「儲かっていないお店（会社）」があります。 

だから、何を扱うか、何をするかは起業の成功にはあまり関係ない、ということです。 

 

花屋を「上手に経営する」から、結果として儲かるだけです。輸入雑貨ショップを「上手に経営する」から、



結果として儲かるだけです。レストランもダイエット食品も、インターネットショップも上手に経営するから儲かるのです。

つまり、「何を」ではなく、「どう運営するか」が重要なのです。このどうするかに相当する部分が経営で

は「経営戦略」になります。 

 

そのため「起業したいのですが何をしたら良いでしょうか？」という質問に対する答えは「あなたの能力のあ

ることをやるのが良い。」ということになり、「但し、どう運営するか（経営戦略）につ

いては良く考える必要がある。」ということになります。 

 
では、もう少し具体的に経営戦略について説明しましょう。ほとんどの経営者は儲けようと思ってはいますが、本書の冒

頭で解説したとおり大半の会社は儲けを継続的に出せずに、起業家のほとんどは生き残れません。ビジネスでは「儲かる」

というのは「結果」です。「結果」には「原因」があるはずです。利益を出すための「原因」とは何でしょう。これに

ついて考えるためにはマーケティング関連の本に必ず紹介される「２０：８０の法則」を理解する必要があります。 

いわゆる「パレートの法則」です。 

 

「パレートの法則」をご存知でない方のために簡単にご説明すると「パレートの法則（２０：８０の法則）」とは「会社

の売上げの８０％を、上位２０％の社員が売り上げている。」とか「上得意客の２０％がお店の売上げの８０％をもたらす。」

「本当に重要な２０％の事柄に集中すれば、結果の８０％が手に入る。」といった法則です。これを会社が儲かるか儲から



ないかという現象に当てはめて考えた時には下記のようになります。ある業界に企業が１００社あったとして、業界全体の

市場規模を金額に換算した場合に１００万円だとしましょう。ここにパレートの法則を当てはめると下図のようになります。 

 

市場規模１００万円の市場に１００社の企業が存在した場合、上位２０社の企業が売上げの８０％＝８０万円を手に入れ

ます。さらにこの８０万円を細かく見ると、この８０万円のうちの８０％に相当する６４万円を上位２０社の中でさらに上

位にランクされる２０％＝４社で手に入れていることになります。 

 

上図の一番右を見ると、上位４社で市場規模の６４パーセントにあたる６４万円を押さえ、残りの３６パーセントにあた

る３６万円を９６社で競争して奪い合っていることになります。９６社で３６万円を分け合っているのです。これでは競争

が激しいため忙しくなりますが、１社当たり３，７５０円しか手に入らないことになります。これではほとんどの企業が儲

かるはずがありません。 

上 位 ２ ０

他８０社 

８０万円 

２０万円 

６４万円

＝ 

８０万円

の 

４社＝ 

上位２０社の

うちの 

２０％ 

企業数 市場規模 市場規模 企業数 



つまり理論的にはあるマーケットでは、上位４社以外の企業では理論的には「ほとんど儲からない」というこ

とです。 

 

一般的には市場規模が大きいほど儲かりそうに思えます。そのため起業セミナーに参加したり、起業関連書籍を読むと「大

きな市場を狙え！」と言われます。それを真に受けてほとんどの起業家は大きなマーケットへ参入します。大きな需要のあ

る商材を扱おうとしたり、大きなマーケットをターゲットにしたビジネスを展開しようとしたりします。また、大手企業が

運営するフランチャイズの説明会に参加すると「大きな市場ですから将来性があります。」と説明を受け、その気になりま

す。でも、上述したパレートの法則からも分かるように、自社が狙うマーケットで上位４社以外はほとんど利益は出ません。

「働けど働けど我が暮し楽にならず・・。」状態です。これが大半の会社が儲けを継続的に出せない大

きな原因の一つです。だから、独立後の経営者を追いかけたレポートでは「独立後は会社員時代より長時間労働になるが、

収入は減る傾向がある。」と報告されているのです。 

 

あなたは一日中忙しく身を粉にして働くために起業するのではないと思います。逆に、今より自由な時間と多くの収入と

充実感を得るために起業するのだと思います。でも、独立した人の多くは「働けど働けど我が暮し楽にならず・・。」状態

にいるのが現実なのです。 

 

「俺は大きな組織を創り上げる。」「会社を上場させる。」ということを求める場合には別ですが、中高年が「時間的

な自由」と「経済的な豊かさ」を求めて起業する場合には「大きな市場を狙う」より、「自社（自



分）の能力で勝てるマーケット＝上位４社になれるマーケットを探す」ことの方が理にかなっていることになりま

す。（だから、小さく起業してちゃんと儲けようと思うなら、自分の能力や才能を理解することが必要なのです。） 

 

こういった思考で「ビジネスという戦場」で自軍（自社）の規模、資源を使って効果的にライバル（競合）に勝ち、戦利

品（利益）を手に入れ、領土（シェア）を広げることが出来るように、勝てる戦い方（経営）を構築したり、対戦相手との

力関係を見極めて戦（経営）の本質を見抜くことが大将（経営者）の仕事＝「経営戦略」なのです。そのため「小さく起業」

して「ちゃんと儲けよう」と思うなら、起業セミナーや起業本に書かれているような「大企業向けの一般論に則った経

営戦略」ではいつまでも儲けることはできません。成功しよう、儲けようと思うなら「小さな企業」が「大きな企業」に勝

てる経営戦略を頭を使って考え、視点を変えて考える必要があります。小さな会社（小さな起業）で成

功するにはノウハウやテクニック、資格、商品よりも、こういった 

「戦略」が重要になるのです。 

 
 私自身が今現在ビジネスを行なう

際には「スタッフ数名で、数億円規模

の事業」を考えますが、その時には右

図のような 

９つの経営戦略がベースにな

っています。 

スモールビジネスの 

収益力を高めるための 

９つの経営戦略 

悩み解決型 

先生ありがとう！型 

売れちゃった！型 

 ミュージシャン型 

３倍型 

テストマーケティング 

サイコロジカル・マーケ 

ランチェスター型 



 
これは今までの自分自身の起業、経営の経験とその間にセミナーや書籍、メンターから学んだものがベースになっている

「小さく起業して数億円儲けるための経営戦略」です。 
 
ビジネスでは「とにかく前に進む！」「数打ちゃ当たる！」「とりあえずやってみる。」といった考えで成功することはほ

とんどありません。あなたも起業独立に際しては「経営資源が限られた小さな企業」が勝つための「経営戦略」をしっかり

と構築してください。 
 
小さな会社やお店の経営を初心者が成功させる要因の２つ目は 

小さな会社やお店が効果的に儲けることのできる経営戦略を構築すること。 

になります。 
 
 

戦術としての広告宣伝 

 
 小さな会社や小さなお店にとって効果的な経営戦略が構築できた後に行なうのは「小さな会社やお店にとって有効な戦

術」の実行です。これは具体的には見込み客の集客や、見込み客からの問合わせ、申し込みを増やすための広告宣伝になり

ます。 
 

 大きな会社では経営資源（具体的には資金）が豊富なために広告宣伝に際しては「大量配布」と「繰り返し」と



いう方針が基本です。しかし、経営資源の限られている小さな会社や小さなお店の広告宣伝は「少量・一回」が原則です。

つまり、少ない予算で、一回で効果的な広告を行なうということです。 

 
 では、まず大きな会社の広告宣伝とはどんなものになるのか考えて見ましょう。週末にあなたの地区の新聞には大量の折

り込みチラシが入っているはずですが、その中に大手量販家電店や大手ホームセンター、大手スーパー、大手自動車メーカ

ーのチラシはありませんか？それらのチラシの

特徴は一言で言うと「多くの商品と価格の羅列」

です。 
 
 実例を挙げると左のような広告物です。こうい

うタイプの広告物はデザイン･レイアウトを得意

とするデザイナーやコピーライター、カメラマン

の仕事です。広告制作会社、広告代理店、印刷会

社が最も喜ぶ広告物になります。何故なら、高

く、大量に、何も考えずに簡単

に、キレイに作れるからです。 

 

 ということは小さな会社や小さなお店の経営者であるあなたは絶対にこのような広告宣伝物を作って



はいけないということになります。 

 
 小さな会社や小さなお店がこのような広告宣伝物を作り始めると資金が減り続ける底なし沼にはまったことになります。 
年間の広告アカウント（広告予算）数億円を代理店の営業として扱い、制作会社の経営を行なっていた私が言うのだから間

違いありません。 
 私自身は代理店営業、制作会社経営の後にはアイデア商品販売、パソコン教室経営等を行なうことになり、自分で広告を

出稿する側になりました。ここまで述べたように私は広告制作者が経営の素人であることは分かっていましたので、広告物

の制作に当たっては自分で構成を考えて、原稿を書き、時には自分で撮影して広告原稿を作りました。 
 
 しかし・・・・・実は私自身が構成を考えて、原稿を書き、時には自分で撮影して広告原稿を作成してもなかなか集客は

出来ませんでした。 
 
 その後、（後にも書いていますが）私自身があるきっかけからマーケティングや社会心理学を学ぶことになり、そのノウ

ハウを広告に利用するようになってから反応率がとても良くなったのです。今では新聞に折り込まれているチラシや新聞広

告を見ると大体その会社が儲かっているかどうか私には分かります。 
（実際に「この会社は広告が上手だなあ。きっと収益性が高いはずだ。」と思って調べると、納税額が 4000 万円以上有る優

良法人で税務署から表彰されている企業であったり、その折込チラシを見つけた半年～一年後にはＴＶＣＭで全国放送を行

うような企業が何社もあります。） 
 
 広告が上手な小さな会社やお店簡単な具体例を一つあげましょう。 
人間は快楽を求め、苦痛を避ける生き物です。そして快楽を求めて行なう行動より、苦痛から逃れるための行動の方がパワ



ーが強いと言われています。そのためマーケティングでは「意図的に見込み客に恐怖を与え、それに対する救済措置を提

示する。」というフィア・アピールと呼ばれるセールス手法がよく使われています。 

 

 生命保険会社のＣＭで「一家の大黒柱であるあなたがガンになったら家族は路頭に迷ってしまいます。備えあれば憂いな

し。今すぐ資料請求を！」というのは明らかにフィア・アピールです。 

 

一時的に不安、恐怖を抱く状態を作り出し、その不安や恐怖から逃れるための救済措置を提示しているのです。 

 

不安な状況下では親和要求が発ししやすく、そこで救いの手を差し伸べると、「地獄に仏」状態となり、見込み客を意図

する方向へ誘導することが比較的容易になります。 

（フィア・アピールは使い方を間違えると、悪徳商法や詐欺につながります。絶対に社会規範や人間倫理に反する使い方は

しないで下さい。） 

 フィア・アピールとビジネスを関連付けて話をすると、「人を不安にさせて商売するなんで邪道だ。」という人がいます。

でも、これは良い悪いの議論ではなく人間心理と事実についての話です。 

 

意識する、しないに関わらず、セールスの現場では「今どき英語も話せないようでは、リストラ候補ですよ。」とか「パ

ソコンなんか使えて当たり前の時代ですよ。未だに使えないのですか。」「他のライバル企業はとっくの昔に導入済みですよ。

早くしないと負けますよ。」という会話が日常的に使われており、こういったセールストークに続いて英会話教材の申し込

みやパソコンの導入が薦められます。これもフィア・アピールです。フィア・アピールを知っていて意図的に使っているの

か、経験的に無意識に使っているのかの違いだけです。 

 



  下図はシロアリ駆除会社のチラシですが、一般的に害虫駆除会社のフィア・アピール利用は次のようなパターンで多く

目にすることができます。 

 

 

セールスのストーリーとしての基本は上記の流れですが、これ

は明らかにフィア・アピールです。このように広告宣伝の上手な

会社というのは人間の感情を動かすことが上手なのです。 

 

つまり、小さな会社やお店が限られたコストで効果的な広告宣

伝を行なうには、人間の心を動かすことがポイントです。 

 

 心理学を広告宣伝に応用するとその効果

害虫は知らない間にあなたの大切な家を破壊しています。 

害虫被害はこんなに大変です。（実例紹介） 

 

あなたのお家は大丈夫ですか？ 

無料点検にお伺いします。 

 



が現れやすいのです。私自身は社会心理学を学んで、それを広告に応用するようになってからほとんどの広告出稿で

コストの３～４倍のリターン利益を実現しています。 

 

一般的に企業の収益性を悪化させる要因は固定費（人件費と店舗代等）と、コストに見合ったリターンを得ることの出来

ない変動費＝広告宣伝費だと言われます。従って、経営資源の乏しい者が起業して儲けを出そうと思うなら、小さく起業す

ることが基本となり、さらにコスト以上のリターンをもたらす広告宣伝戦術を実施することになります。 

 

小さな会社やお店の経営を初心者が成功させる要因の３つ目は 

小さな会社やお店が効果的に集客するための広告戦術を理解すること。 

になります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



小さな会社やお店の経営を初心者が成功させる３つのポイント 

 
 前段までに述べたように本レポートのタイトルである「小さな会社やお店の経営を初心者が成功させる３つのポイント」

をまとめると以下の３つになります。 
 

① 他者に勝る自分の能力、才能、経験の見極めること。その後、その才能をお金

に変える方法論を見つけること。 

② 小さな会社やお店が効果的に儲けることのできる経営戦略を構築すること。 

③ 小さな会社やお店が効果的に集客するための広告戦術を理解すること。 

 
今現在の時点で人生やビジネスがなかなか自分の思い通りにならず、失敗の渦中にいる起業家や経営者に上記の３つにつ

いて説明すると「世の中はそんなに理屈通りにはいかない。」と言います。 

 

確かに世の中には理屈に合わないこともあります。但し、それは１０回に２、３回のことです。ほとんどの場合は理屈に

合ったことをやらないから上手く行かないことが多いのです。やはり理屈や道理に合わないことは長くは続かないし、再現

性がないのです。 



多くの場合、手に入れたい夢や欲しい目標を実現できない人は己を知らずに、道理に合わない事を、思い

つきで実効します。だから結果として失敗するのです。種が間違っているので、実がならないのです。 

 

逆に言うと、自分を知り（自分の能力や才能、経験を理解し）、道理に沿ったこと（効

果的な戦略と戦術）を計画的に行なえば、成功する確率は飛躍的に高まる、というこ

とになります。 

 

当たり前のことですが正しく種を植えるから、欲しい実が手に入るのです。 

 

 たったこれだけのことを起業する１００人のうちの９６人は出来ないのです。たったこれだけのことをやらないのです。 

 

だから、あなたがたったこれだけのことを理解して、実行できれば１００人中の４人の成功する起業家になる確率が飛躍

的に高まるのです。 

 

 

 

 

 



第四章／ 

自分のやりたい事を見つけ、人に喜ばれながら、経済的にも精神的にも自由になる 

 
ここまでに「起業の現状」「何故、ほとんどの起業家が失敗するのか」「小さく起業して成功するための３つのポイント」

について説明を行なってきました。如何でしたでしょうか。これらは私の起業の経験、失敗の経験、そして成功の経験から

素直な考えを述べたものです。これらの全てがあなたの考える起業や経営には当てはまらないかもしれません。でも、本当

にこれらは机上の空論ではなく実体験と実際に学んだ知識に基づくものです。１つか２つでもあなたの起業独立の参考にな

る事柄があれば幸いです。 
 
ここで少し私自身のことについてお話をさせてください。 

私は２８才で独立し広告代理業務、制作業務、モデル派遣、撮影手配、制作ディレクション、アイデア商品販売、ネットビ

ジネス、データ販売、露天販売、キャラクターグッズ販売、インストラクター派遣、出張パソコン設定、パソコン教室運営

等様々な商売をしましたが結局どれも軌道に乗せることが出来ずに１０数年が過ぎました。 
 
実は私は「自分の能力を活かし、目的・目標を明確にすること」「戦略を考えること」の重要性を２０代後半に聞いて知

っていました。当時、ある成功した青年実業家と会い、その人から自分の能力や才能、長所を知ることの大切さ、目的、目

標の重要性、戦略の重要性を聞いたのです。しかし、当時の私は「そんなお題目はいらないから、すぐ早く簡単に儲かる方

法を教えてくれ！俺を助けてくれ！！」と思っていました。 

 

彼は私の目の前で今後１０年間の予定が書き込める手帳に予定を書くことや、自分を深く見つめること、本質を見ること

を教えてくれましたが、それらの話は２０代の私の耳には全く入りませんでした。そして、そのまま私は１０年以上、無目



的に、勘や運や根性にまかせて会社経営を行い、当然そこからまとまった利益を出すことは出来ませんでした。 

 
その後、私が４１歳の時に大怪我をして長期入院を余儀なくされたのですが、その時になってやっと私は「人生の棚卸し」

を行ないました。大学ノートに今までの人生を思い返して「好きだったこと」「得意だったこと」「やったこと」「お金にな

ったとこ」「人に言われたこと」「その時代に気がついたこと」「自分の長所」「短所」「失敗の原因」「成功の原因」「失敗の

共通パターン」「成功の共通パターン」「人生でやりたいこと」「やりたくないこと」「なりたい人物」「なりたくない人物」「自

分の才能」「自分には備わっていない才能」「得意分野」「手を出してはいけない領域」「理解していること」「理解できてい

ないこと」「興味のあること」「興味のないこと」「職業」「自分の強み」「弱み」「社会的追い風」「向かい風」「人生の目的」

「目標」「１０年計画」「５年計画」「３年計画」「１年

計画」「成功するための考え方」「敗者の考え方」「儲け

とは」「ビジネス」・・・・・などを書きなぐりました。 
 
結局、大学ノート数冊分の分量を書き上げて、自分

自身や自分の今までの人生、これからの人生をじっく

りと棚卸ししました。（右図） 
 

この作業を通して、自分に存在する能力

と、自分には無い能力、長所と短所、成功するときのパターン、失敗する時のパタ

ーンが徐々に分かり、それにつれて人生での目的や目標が明確になってきました。 

 

（私自身の人生の棚卸し



 そして、私は社会人になって以来ずっと、「好きでもないこと」を「思いつき」や「勘」や「人から聞いた儲け話」を頼

りに、「無計画」「無目的」「なんとなく」「惰性」だけビジネスを行なってきたことを理解しました。そして、もう一つ、「私

はビジネスを軌道に乗せるために必要なことを全然学んでいなかったこと」に気がつきました。 
 
 そこで手持ちの全てのクレジットカードの

利用限度額を眼一杯使って「経営戦略」「マー

ケティング」「心理学」「財務」に関する書籍

や一流の経営者の講演ビデオ、ＤＶＤ、カセ

ットテープを買いまくりました。そして、入

院中の２ヶ月間とちゃんと歩行が出来るよう

になるまでの６ヶ月のリハビリ期間を通して

経営戦略理論、マーケティン

グ、販売のための心理学、財

務にどっぷり浸りました。 

 
そして、再度ビジネスを立ち上げる決意を

しました。今度は「好きでもないこと」を「思

いつき」や「勘」や「人から聞いた儲け話」を頼りに、「無計画」「無目的」「なんとなく」「惰性」で行なうのではなく、「自

分の能力」を活かし、「目的・目標」を明確にして、「計画」を立て、小さな企業でも高収益を実現するための「９つの経営

戦略を構築」して、「数百ページに亘る事業計画書」を書き上げてから小規模な新会社を立ち上げました。そしてテストマ

スモールビジネスの 

収益力を高めるための 

９つの経営戦略 

悩み解決型 

 

先生ありがとう！型 

売れちゃった！型 

 ミュージシャン型 

３倍型 

テストマーケティング 

サイコロジカル・マーケ 

ランチェスター型 

 



ーケティングを行い、心理学をベースにした広告戦術を実行しました。 
その一年後にビジネスから発生した私の年収は８桁を超え、会社の累計売上げは

２年を経ずして９桁を超えました。今でも税理士さんからは「役員報酬を今の３倍

にしないとほとんど節税できない」と言われるぐらい強固な収益体質の会社になっ

ています。（右図）正社員はわずか２名です。 
 

 また、２００４年秋には「ロバート・アレンの実践億万長

者入門(フォレスト出版)」、「ワン・ミニッツ・ミリオネア（徳

間書店)」、「実践的オンラインマネー獲得法(東急エージェン

シー)」の著者であるベストセラー作家として有名なロバート・アレンの新作本（日本語版出版未定）

で紹介される「成功者の一人」としてインタビューも受けました。 
（インタビュアーはロバート・アレン氏とマーク・ビクター・ハンセン氏の２人のプロジェクトチー

ムのメンバーであるインフォスクール代表の金井信次氏） 
 
  ２０代、３０代の頃の事業の失敗と、４０代での再起業後の成功を振り返った時に、その両者を分けたものは 

① 他者に勝る自分の能力、才能、経験の見極めること。その後、その才能をお金

に変える方法論を見つけること。 

② 小さな会社やお店が効果的に儲けることのできる経営戦略を構築すること。 

③ 小さな会社やお店が効果的に集客するための広告戦術を理解すること。 

当社の月次決算書の業績推移 



この３つであったのです。 
 
 このことを理解して以降、同年代の方からの起業独立相談を受ける度にこの３つについて何度も説明を行なってきました

が、最近この３つの要素を守って起業独立や副業を始めた人、または既に会社を経営しているが赤字で悩んでいた小さな会

社の社長が利益を徐々に生み出し始めてきたのです。当然、本人も家族も社員も喜んでくれています。 
 
 反面、本レポートの最初の方でも述べたように、私は２８歳の起業独立から自分自身の失敗とともに、多くの同年代の起

業家の失敗も数多く目の当たりにしてきました。かつて羽振りの良かった経営者がほんの数年で人目を忍び、世間に背中を

向けながら、小さくなって、自信を失いながら、細々と生きている姿を目の前で何人も見てきました。家族が崩壊した人も

多くいます。中高年での事業の失敗は本当に取り返しがつかず、家族にも多大な迷惑をかけ、本人も精神的・肉体的にかな

りつらい経験をすることになります。 
 
 どうか、これから起業独立をお考えのあなたは安易な儲け話に飛びつかずに、まず「自分を深く見つめて、自分の能力

や才能、経験、成功パターンを理解」して、「好きなことや自分の能力を活かし」て、小さな会社やお店に適した「戦略」

を構築し、効果的な「戦術」を実行してください。 
 
あなたが起業独立を通して、長期に亘り、継続的に、心が健やかで、身体が康らかで、経済的に豊かで、家族が幸せで、

自分の人生の目的を実現されることを祈っています。 

 

本レポートを最後までお読み頂きありがとうございました。                        

起業独立研究会 代表 酒井利夫 
 
 



ＰＲ／成功するアントレプレナー  

人生の夢を実現したい！経験や知識を活かして起業独立を成功させたい！自由な時間と、豊かなお金を手

に入れたい！小さな会社の経営を軌道に乗せたい！・・・そんなあなたのために。 

 私はここ数年、起業独立志望者の相談にのったり、地元の中小企業の経営者からの相談を受けてコンサルティングを行な

ったり、経営指導をしたりする機会が多くなりました。私は彼らから相談を受けると本レポートにも書いたように「自分の

人生の棚卸しをすること」「人生の目的や５年、１０年単位の目標を明確にすること」「スモールビジネスの効果的な経営戦

略を学ぶこと」「広告宣伝ノウハウを学ぶこと」の指導を行いますが、これらを通じて徐々に、「独立してビジネスを軌道に

乗せる人」「新規事業を立ち上げ、経営を立て直す人」「インターネットで起業して会社員時代よりはるかに多くの収入を手

に入れる人」「現在のビジネス戦略を再構築して売上げと顧客数を伸ばした人」「サイドビジネスを始めた人」等が徐々に出

始めました。 
 

 彼らに起業独立のアドバイスや経営指導する際には私が自ら作成したオリジナルのレジメやマトリクス、表、シート、資

料等をマニュアルとして使用しながら指導していたのですが、今回、これらの資料に詳細な解説、図解を加えて、 

『成功するアントレプレナー【自分の才能を見つけるための35の質問とそれをお金に変える9つの方法】』 

『成功するアントレプレナー【小さな会社を成功させる９つの実践的経営戦略】』 

『成功するアントレプレナー【お客を買う気にさせる６３の心理学的広告・宣伝テクニック】』 

として完全マニュアル化を行いました。 



今なら６０日間 

完全返品・返金保証！ 

【自分の才能を見つけるための３５の質問とそれをお金に変える９つの方法】では、自分の能力、才能、成功

パターンを見極め、あなたにとって効果的な人生の目的、目標、中長期計画を定めることが出来ます。さらに自分の才能や

能力をお金に変換する９つの方法が分かります。 

 

【小さな会社を成功させる９つの実践的経営戦略】では、社員数数名規模の小さな会社が効果的に収益を上げるた

めの９つの経営戦略が理解できます。 
 

【お客を買う気にさせる６３の心理学的広告・宣伝テクニック】では、 

小さな会社やお店が限られた予算で効果を出すために心理学をベースにした広告宣伝ノウ

ハウが理解できます。 

 

この３つの経営マニュアルは起業独立や副業を通して、自分の

人生の夢を実現し、成功したいと考えるあなたの道標となるはず

です。 
 
 
 
 

詳細をお知りになりたい方は今すぐこちらへ⇒ www.middleage.jp/infosale.html

http://www.middleage.jp/infosale.html


【自分の才能を見つけるための３５の質問とそれをお金に変える９つの方法】の対象者 
対象：１～３年後を目安に起業独立を考えている方 
『いつか起業したいと思っている。でも具体的な行動は何もしていない。』 
『自分はこのままでいいのか？でも、何から始めて何をしたら良いのか具体的に分からない。』 
『自分の能力や才能が分からない。』『起業独立を考えているが考えがまとまらない。進む道が見えない。』 
『どうやったら自分のアイデアや才能がビジネスになるのかわからない。』 
・・・そんなあなたには【自分の才能を見つけるための３５の質問と、それをお金に変える９つの方法】をお勧めします。 
【小さな会社を成功させる９つの実践的経営戦略】の対象者 
対象：半年～１年後を目安に起業独立を考えている方。既に起業独立している方 
『自分の能力や才能は分かっている。商材も決まっている。 でもどうやってビジネスを展開すればよいのか分からない。』 
『社員数２～５名規模の小さな会社が儲けるための経営戦略を知りたい。』 
『商材、商品は既に決まっているがどのように販売や経営を行なえば利益が出るようになるのか分からない。』 
『既に小さな会社を経営しているが売上げも利益も上がらずに困っている。』 
『一般客向けのお店を営んでいるが儲からない。打開策、新規事業を考えたい。』 
・・・そんなあなたには【小さな会社を成功させる９つの実践的経営戦略】をお勧めします。 
【お客を買う気にさせる６３の心理学的広告・宣伝テクニック】の対象者 

対象：既に起業準備を行なっている方。既に起業独立している方 
『小さな会社やお店が効果的に集客するためのチラシ、ＤＭ、ホームページ作りの 原稿の書き方、見せ方が分からない。』 
『ラーメン屋、居酒屋、定食屋、ケーキ屋、カフェ、雑貨、アパレル、インテリア 、 リフォーム、クリーン、防犯、リ

サイクル、塾・各種スクール、 健康、美容、 理容等の一般客向け商売を営んでいるがチラシやＤＭの広告宣伝費をまか

なえる 収益が出ないので困っている。』『問い合わせや申し込みが少なく、来店・成約に至らない。』 
『広告宣伝を行なっても問合わせも申し込みも来ないので悩んでいる。』 
・・・そんなあなたには【お客を買う気にさせる６３の心理学的広告・宣伝テクニック】をお勧めします。 



続続々々届届くく喜喜びびのの声声  

当会には、毎日続々と喜びの声が届いています。ここではひと足先に「成功するアントレプレナー」で学ばれた方の声を

ご紹介します。 
☆「今まで私も数々のセミナーに参加し、多くのビジネス書を読んできました。しかし、こ

こまで経営の本質を見抜いたものはありませんでした。」（長野県の 2 代目さん） 
 
☆「既に各編を２回ずつ読んでいます。実は初めは「ちょっと胡散臭いホームページだなあ」

と思っていたのですが。（すみません。）ダウンロードして、まずそのボリュームに衝撃を受

けました。ものすごいページ数！そして、内容に目を通してみてさらに大きな衝撃を受けま

した。」（千葉県のＤ輔さん・３８歳） 
 
☆「これはスモール・ビジネスのバイブルだ。」（富山県のＴ・Ｔさん） 
 
☆「私は今までにいくつかの起業セミナーに参加したことがあります。でも、参加したその時には「よし！やるぞ。」とモ

チベーションは上がるのですが、実際には「何から手をつけて、どうすれば良いのか」が分からず、結局今まで何も具体的

な行動は出来ていませんでした。・・・（中略）・・・成功するアントレプレナーでは解説の他に書き込み式の実作業があり、

「何から手をつけて、どうすれば良いのか」が明確になりました。」（東京都の復活さん・４３歳） 
 
☆「うちの社長はこんなに体系的に緻密に経営を考えていません！何故、うちの会社が儲からないか良く分かりました。」 
（青森県の副社長さん） 

・・・等々、毎日続々と届いています！次はぜひあなたの喜びの声を聞かせてください！ 
 

詳細をお知りになりたい方は今すぐこちらへ⇒ www.middleage.jp/infosale.html

http://www.middleage.jp/infosale.html


起業独立研究会 

“９９９人に反対されても自らの可能性を信じて努力する真面目な中高年は、必ず１人の成功者となる。” 
http://www.middleage.jp  
団体名：起業独立研究会 代表者：酒井利夫 会社名：ファーストアドバンテージ 有限会社  
所在地：〒949-0303 新潟県糸魚川市田海 2886-1 e-mail：info@1advantage.info tel 025-562-2715  
事業内容：IT・ビジネスコンサルティング事業／トレーディング・インストラクション事業／IT 講習事業 
 
起業独立研究会は「９９９人に反対されても自らの可能性を信じて努力する真面目な中高年は、必ず１人の

成功者となる。」を理念とし、真面目な中高年のインターネット起業家、ＳＯＨＯ経営者、ネットショップオーナーが成功

し続けるための考えた方、経営戦略、マーケティング戦術を公開、提供しています。中高年起業家、ＳＯＨＯ経営者、ネッ

トショップオーナーが目指すものは「起業すること」や「一時的な目先の売上げの増加」ではなく、「自らの才能、能力、

経験、知識を活かして人に喜ばれながら、永続的で安定した収益を手に入れ、自分の人生の目的を実現すること。」にあり

ます。これを達成するためには自分の能力や才能の理解、人生の目的・目標の明確化、計画立案、成功思考、経営戦略、経

営戦術、人間心理の体系的な理解と実践、検証が必要です。現在、私達は自らの成功や失敗の実体験、知識、ノウハウを本

書のような無料レポートや「成功するアントレプレナー」を通して提供しています。 
 
代表者略歴：

１９８６年 立教大学 社会学部卒業 
１９８６年 東京都港区 某中堅広告代理店入社 
１９９０年 起業、独立。広告、制作、販売、人材派遣、ア

イデア商品、ネットビジネス等を手がける 
１９９８年 東京都江戸川区 IT スクール運営開始 

２００１年 日本株短期売買研究会を発足。 
２００２年 田舎暮らしに憧れ、新潟に移住。 
２００４年 地元企業、ネットショップオーナーの経営指導

開始。起業独立研究会を発足。 
現在、三方を山に囲まれた田園地帯に妻と愛猫と暮らす。



付録（起業家一般常識テスト） 

 起業独立を目指している方へ下記の質問をします。 
 
■経営・マーケティング関連 
1. セグメンテーションとは何ですか？ 
2. ＳＷＯＴ分析とはどんな分析法ですか？ 
3. パレートの法則について説明してください。 
4. ポジショニングとは何ですか？ 
5. 流動資産とは何ですか？ 
6. 「売上総利益」「営業利益」「経常利益」「税引前当期利益」「当期利益」について説明してください。 
7. ランチェスター戦略の「弱者の戦略」とは何ですか？ 
8. ＬＴＶ（Life Time Value:顧客の生涯価値）について説明してください。 
9. ニーズ・ウォンツ分析とは何ですか？ 
 
 もし、あなたが起業独立を志しているのなら、この程度の質問には全て答えられなくてはなりません。経営者としては初

歩の初歩の知識です。このような質問に答えられないようであれば残念ながら起業独立は失敗する確率が高いと言えます。

あえて答えは書きませんが真剣に起業独立を考えるならこの程度は知識として学んでおかれることをお勧めします。 
 
※当レポートへのご感想を是非お寄せ下さい。皆さまからのご意見やご感想が私達の励みになります。また、起業、独立、

副業に関しての悩みや質問等がございましたら、下記宛にお送り下さい。全てのご質問にはお答えできませんが、お問い合

わせの多いご質問等はホームページ上やメールにて回答させていただきます。 
⇒メールはこちらまで ⇒ info@middleage.jp   
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（法律上の記述） 

本書の著作権はファーストアドバンテージに帰属します。 

 

本書の一部、あるいは全部を著作権者の事前の書面による許可なく、あらゆるデータ蓄積手段（印刷物、電子ファイル、

ビデオ、テープレコーダー、ＤＶＤ、ＣＤ等）により複製、流用、転載、転売（オークションを含む）、無料配布、再販

等を行なうことを禁じます。 

 

本書は適切な情報提供を目的としており、著者は本書の主題に精通していますが、本書の内容は専門的な経営上のアドバ

イスを提供するものではありません。また、企業経営における特定の利益、効果を保証するものではありません。法律上、

また経営上のアドバイスが必要な場合には専門家のサービスを受けてください。 

 

本書の読者が経営上の判断を行なう場合には、読者本人の責任において決断してください。本書の読者によってなされた

ビジネス上の決断に起因する結果についてはファーストアドバンテージ有限会社ならびに本書の著者は一切の責任を負

いません。 

 


