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ナレッジ起業ナレッジ起業ナレッジ起業ナレッジ起業とはとはとはとは    

 

 

■ナレッジ起業とは■ナレッジ起業とは■ナレッジ起業とは■ナレッジ起業とは    

 

ナレッジ起業とは、分野を問わず自分自身が保有しているナレッジ（知識・ノウハウ）を

もとに、コンサルタントや情報プロバイダー（情報提供サービス業）として起業すること

を言います。 

 

ここで言うコンサルタントとは、いわゆる経営コンサルタントに限定するものではありま

せん。分野や手法を問わず、専門知識を活用して顧客の問題解決を支援することを意味し

ます。 

 

 

■■■■ナレッジ起業はナレッジ起業はナレッジ起業はナレッジ起業は低リスク低リスク低リスク低リスクでででで持続性持続性持続性持続性があるがあるがあるがある    

 

ナレッジ起業は、低リスクかつ持続性のある起業法です。その理由は以下のとおりです。 

 

１．社会人としての経験があれば誰にでもできる１．社会人としての経験があれば誰にでもできる１．社会人としての経験があれば誰にでもできる１．社会人としての経験があれば誰にでもできる    

 

ナレッジ起業に唯一欠かせないものはナレッジです。社会人として仕事をした経験があれ

ば何らかのナレッジを持っているので、社会人経験さえあれば誰にでもナレッジ起業は可

能です。ただ、そうは言っても多くの人は自分のナレッジなんか大したことはない、まし

てやコンサルタントなんて無理と思うでしょう。でも、それは自分のナレッジを自分の尺

度で評価しているからに過ぎません。実はそのナレッジには大きな価値があるかもしれな

いのです。 

 

例えば、書店で売られているマニュアル本やノウハウ本を読んで、「こんなこと誰でも知っ

ているんじゃないの？」と思ったことはありませんか？あるいは、転職をして前の会社で

はあたりまえにやっていたことが、新しい会社では重宝がられたなんて経験はありません

か？このように、自分では価値が無いと思っているナレッジでも、それを必要としている

市場はどこかにあるものなのです。 
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また、もしナレッジが不十分と感じていても問題ありません。たとえナレッジが不十分で

あってもコンサルタント名乗り、世間に対して専門情報を発信し続けてください。それに

よってナレッジは加速度的に増えていくのです。 

 

 

２．開業資金が小額ですむ２．開業資金が小額ですむ２．開業資金が小額ですむ２．開業資金が小額ですむ    

 

ナレッジ起業は、準備から起業後７～８ヶ月までの活動はすべてインターネット上で行い

ます。その期間に必要な設備はパソコン、ＭＳオフィス、ブロードバンド接続、ＨＰ作成

ソフトおよびＰＤＦ作成ソフトです。その他必要な費用はドメイン利用料、レンタルサー

バー利用料およびＳＥＯ対策としてヤフーなどの検索エンジンに登録するための審査料で

す。 

 

パソコン、ＭＳオフィス、ブロードバンド接続が保有済みであれば、開業資金は下表のよ

うに￥７５，５００で、これに参考図書などの購入費用を加えても１０万円あれば起業が

可能になります。 

 

項目 主な商品 価格（概算） 

ホームページ作成ソフト ＩＢＭホームページビルダー \10,000 

ドメイン取得料（年間） ムームードメイン、お名前.com \3,000 

サーバー利用料（年間） さくらインターネット、ロリポップ \10,000 

検索エンジン登録 ヤフービジネスエクスプレス \52.500 

合計  \75,500 
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３．事業の展開性がある３．事業の展開性がある３．事業の展開性がある３．事業の展開性がある    

 

ナレッジ起業には下表のように３つの切り口あり、それぞれ異なるビジネスモデルが考え

られます。つまり、一つのナレッジから複数のビジネスモデルが創出できるわけです。よ

って、もっとも取り組みやすいモデルで起業をスタートし、別モデルで段階的に事業を展

開していくことが可能になります。 

 

切り口 ビジネスの概要 

ナレッジをマニュアルやＤＶＤなどモノで提供する。 ①ナレッジを提供する 

ナレッジをコンサルティング、セミナー、教育、など、

サービスで提供する 

②ナレッジを実践する ナレッジを実践して、顧客の業務を代行する 

③ナレッジを仲介する ナレッジを持っている人と、そのナレッジを必要として

いる人をマッチングさせる。 

 

 

４．会社を辞めず、週末起業でもできる４．会社を辞めず、週末起業でもできる４．会社を辞めず、週末起業でもできる４．会社を辞めず、週末起業でもできる    

 

前述のように、ナレッジ起業は準備から起業後７～８ヶ月までの活動はすべてインターネ

ット上で行います。その期間は原則的に対面セールスや顧客訪問は原則行いません。その

後もやり方次第でインターネット上の活動だけでビジネスを完結させることが可能になり

ます。パソコンとネット接続環境があれば、いつでもどこでもビジネスが可能なので、会

社を辞めずに週末起業で行うことも可能です。 
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プログラムの内容プログラムの内容プログラムの内容プログラムの内容と料金と料金と料金と料金    

 

 

■ナレッジ起業完全支援プログラムとは■ナレッジ起業完全支援プログラムとは■ナレッジ起業完全支援プログラムとは■ナレッジ起業完全支援プログラムとは    

 

ナレッジ起業完全支援プログラムは、ナレッジ起業で起業する個人を対象に、起業に必要

なすべてを低価格で支援するプログラムです。 

 

このプログラムを利用すれば、社会人として仕事をした経験がある方ならどなたでも起業

することが可能になります。 

 

必要なものは、あなたが今までの仕事を通じて身につけた知識やノウハウだけです。その

知識やノウハウでお金を稼ぐ手法をすべて提供するのが、ナレッジ起業完全支援プログラ

ムです。 

 

 

■■■■プログラムプログラムプログラムプログラムの種類と内容の種類と内容の種類と内容の種類と内容と料金と料金と料金と料金    

 

 

プログラムの種類と内容は、以下のとおりです。必要なプログラムだけをお申し込みいた

だくことが可能です 

 

①起業のネタ決め支援 

②ビジネスモデル作成支援 

③中期事業計画作成支援 

④実行計画作成支援 

⑤商材作成支援（マニュアル編） 

⑥商材作成支援（セミナー＆コンサル編） 

⑦Ｗｅｂサイト構築ノウハウ提供 

⑧集客・受注支援 

 

各プログラムの詳細および料金は以下のとおりです。 
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①起業のネタ決め支援①起業のネタ決め支援①起業のネタ決め支援①起業のネタ決め支援    

 

対象 ・起業のアイデア（起業ネタ）が見つからない方 

・アイデア（起業ネタ）がたくさんあって絞り込めない方 

内容 ナレッジ起業のアイデア抽出と決定を支援します。 

・事業領域の選定 

・起業のネタ出し 

・起業ネタの評価 

・起業ネタの決定 

成果 起業する事業領域およびアイデア（起業ネタ）の決定 

必要期間 約 10 日 

支援方法 ①当方より送付するワークシートにご記入いただきます。 

②ご記入いただいたワークシートに基づいて当方より案を作成します。 

③作成した案について、メールおよび電話で確認・検討しながら起業ネタを

決めていきます。 

料金 1 万円（税込み） 

 

    

②ビジネスモデル作成支援②ビジネスモデル作成支援②ビジネスモデル作成支援②ビジネスモデル作成支援    

 

対象 ・アイデア（起業ネタ）をビジネスモデルにしたい方 

内容 決定したナレッジ起業のアイデアを、独自性のあるビジネスモデルに仕上げ

る支援をします。 

・ビジネス基本要素の明確化 

・差別化・集中化の検討 

成果 独自性のあるビジネスモデルの完成 

必要期間 約 10 日 

支援方法 ①当方より送付するワークシートにご記入いただきます。 

②ご記入いただいたワークシートに基づいて当方より案を作成します。 

③作成した案について、メールおよび電話で確認・検討しながらビジネスモ

デルを完成させます。 

料金 1 万円（税込み） 
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③中期事業計画作成支援③中期事業計画作成支援③中期事業計画作成支援③中期事業計画作成支援    

 

対象 ・中期事業計画を作成したい方 

内容 作成したビジネスモデルをもとに、中期事業計画を作成する支援します。 

・ミッション・ステートメント作成 

・中期ビジョン（将来像）作成 

・ＳＷＯＴ分析の実施 

・戦略オプション作成 

・戦略課題作成 

成果 中期事業計画の完成 

必要期間 約 10 日 

支援方法 ①当方より送付するワークシートにご記入いただきます。 

②ご記入いただいたワークシートに基づいて当方より案を作成します。 

③作成した案について、メールおよび電話で確認・検討しながら中期事業計

画を完成させます。 

料金 3 万円（税込み） 

 

    

④実行計画作成支援④実行計画作成支援④実行計画作成支援④実行計画作成支援    

 

対象 ・実行計画を作成したい方 

内容 作成したビ中期事業計画をもとに、実行計画を作成する支援します。 

・ＰＬ計画の作成 

・アクションプランの作成 

成果 実行計画の完成 

必要期間 約 10 日 

支援方法 ①当方より送付するワークシートにご記入いただきます。 

②ご記入いただいたワークシートに基づいて当方より案を作成します。 

③作成した案について、メールおよび電話で確認・検討しながら実行業計画

を完成させます。 

料金 3 万円（税込み） 
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⑤⑤⑤⑤商品商品商品商品・・・・サービスサービスサービスサービス開発開発開発開発支援（マニュアル編）支援（マニュアル編）支援（マニュアル編）支援（マニュアル編）    

 

対象 ・自分のナレッジをマニュアルにして販売したい方 

内容 ご自身のナレッジをマニュアルにして商品化する支援をします。 

・企画作成 

・目次・本文・ワークシート作成 

・デザイン・推敲の実施 

・ＰＤＦの作成 

成果 マニュアルの完成 

必要期間 約 10 日 

支援方法 ①当方より送付するワークシートにご記入いただきます。 

②ご記入いただいたワークシートに基づいて当方より案を作成します。 

③作成した案について、メールおよび電話で確認・検討しながらマニュアル

を完成させます。 

料金 3 万円（税込み） 

    

⑥⑥⑥⑥商品商品商品商品・・・・サービスサービスサービスサービス開発開発開発開発支援支援支援支援（セミナー＆コンサル編）（セミナー＆コンサル編）（セミナー＆コンサル編）（セミナー＆コンサル編）    

 

対象 ・自分のナレッジをもとにセミナーやコンサルティングを実施したい方 

内容 ご自身のナレッジをセミナーやコンサルティングなどのサービス商品にする

支援をします。 

・企画作成 

・シナリオ作成 

・ツール作成 

成果 ・セミナーの完成 

・コンサルティングの完成 

必要期間 約 10 日 

支援方法 ①当方より送付するワークシートにご記入いただきます。 

②ご記入いただいたワークシートに基づいて当方より案を作成します。 

③作成した案について、メールおよび電話で確認・検討しながらセミナーお

よびコンサルティングの内容を完成させます。 

料金 3 万円（税込み） 
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⑦⑦⑦⑦Ｗｅｂサイト構築ノウハウ提供Ｗｅｂサイト構築ノウハウ提供Ｗｅｂサイト構築ノウハウ提供Ｗｅｂサイト構築ノウハウ提供    

 

対象 ・業者に頼らずに、自分でＷｅｂサイトを構築したい方 

内容 Ｗｅｂサイト構築に必要なノウハウをすべて提供します。主な内容は以下の

とおりです。 

 

・ＩＢＭホームページビルダーによるホームページ作成方法 

・メールフォーム（ＣＧＩ、ＡＳＰ）の設置方法 

・ZenCart（フリーウェア）によるショッピングサイト構築方法 

・XoopS（フリーウェア）による会員制サイト 

・クレジットカード決済の導入方法 

・ＳＥＯ対策のやり方 

 

なお、お客さまのスキルやご希望に沿った内容で実施するので、メールでお

問い合わせください。 

成果 Ｗｅｂサイトの構築ノウハウ 

必要期間 お問い合わせください 

支援方法 当方またはお客さまの指定する場所で、個別に講義をします。 

 

（注１）お客さまが場所を指定する場合は、インターネットに接続できる 

    ＰＣがあることが条件です。 

（注２）お客さまが場所を指定する場合は、現地までの交通費を請求させて 

    いただきます。 

料金 お問い合わせください。基本料金は１時間 5 千円（税込み）です。 
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⑧⑧⑧⑧集客・受注支援集客・受注支援集客・受注支援集客・受注支援    

 

対象 売上げを拡大したい方 

内容 集客と受注の支援をします。主な内容は以下のとおりです。 

【ネット】 

・Webサイトのアクセスアップ 

・サイト訪問者の見込み客化 

・ステップメール・メールマガジンの活用 

・ネット広告の活用 

【非ネット】 

・商工会議所や商工会の活用 

・他社との提携 

・非ネットメディアへの広告 

成果 売上げの拡大 

必要期間 6 ヶ月 

支援方法 ①当方より送付するワークシートにご記入いただきます。 

②ご記入いただいたワークシートに基づいて当方より集客・受注拡大案を作

成します。 

③作成した案について、メールおよび電話で確認・検討しながら実行計画を

作成します。 

④お客さまに実行計画を実施していだきます。 

⑤毎月、メールおよび電話で効果を確認し、効果が薄い場合は修正案を提案

します。 

料金 6 ヶ月で 12 万円（税込み） 
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講師略歴講師略歴講師略歴講師略歴    

  

 講師：武藤一成 

 

１９６０年生まれ。青山学院大学経営学部卒業。大手都市銀行勤務後、東証１部の大手画

像処理機器メーカーにて経営企画室および経営再生プロジェクトの責任者を歴任。その後、

外資系証券、ＩＲコンサルタント、自動車部品メーカーの経営企画室を経て、２００８年

３月に、コンサルタントのノウハウ公開とサラリーマンの起業を支援する「誰でもコンサ

ルタント」を主催、代表を務める。 

 

    

    

お申し込み・お問い合わせお申し込み・お問い合わせお申し込み・お問い合わせお申し込み・お問い合わせ    

 

セミナーのお申し込み・お問い合わせは以下のページよりお願いします。 

 

hthththttp://www.darecon.com/tp://www.darecon.com/tp://www.darecon.com/tp://www.darecon.com/kigyousienkigyousienkigyousienkigyousien////    
 

誰でもコンサルタント誰でもコンサルタント誰でもコンサルタント誰でもコンサルタント    

 

代表者 ：武藤一成 

住 所 ： 〒158-0094 東京都世田谷区玉川 2-24-11 藤和二子玉川園コープ 407 号 

ＴＥＬ ： 050-8016-3024 

ＵＲＬ ： http://www.darecon.com/ 

メール ： info@darecon.com 

 

 


