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序章 

旅の始まり 

迷わず、最短で月商 100 万円を達成する起業ガイドブック『ベンチマーク起業術』 

～60 歳の私が、開業 2 週間で、500 万円の売り上げをあげた秘訣を公開～ 

を購入頂きありがとうございます。 

初めまして、Soul Bridge （ソウル・ブリッジ）代表の井上 康です。 

「経営者や個人事業主が Web 集客を仕組化して、理想のライフスタイルを実現する！」 

をテーマに、 Web マーケティングのコンサルタントをしています。 

これから起業していきたい人は、もちろんですが、特に、定年後の人生が不安な 

サラリーマン、育児がひと段落して、何かを始めたいママに読んで頂ければ幸いです。 

定年を迎えるサラリーマンや育児がひと段落したママさんが、 

起業して、最速・最短で、月商 100 万円・年商 1,000 万円を達成する秘訣を 

お伝えしたいと思います。 

私事になりますが、今年の 2021 年 5 月 10 日に定年退職を迎えました。 

会社で、定年退職記念式典をして頂き、盛大に祝って頂きました。 

参加される方々は、同年代で、数 10 年かぶりに懐かしい同期にも出会い、 

とてもいい思い出になりました。 
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通常は、定年まで勤め終えて、達成感で気持ちが高揚するところですが、 

しかし、お葬式に参列したような雰囲気があり、とても不思議な感じでした。 

その式典で、一緒に仕事をしてきた同期に、「井上は、良いよなぁー。 色々やること

があって。俺は、昨日、あまり眠れなかったよ。やりたいことも見つからず、 

将来の希望もなく、悶々としている」 

と言われて、定年前に、起業の準備を始めていて、本当によかったと思いました。 

オンラインでのネット集客では、リアルの対面販売とは違って、日本中、世界中の人々

が顧客です。 だから、起業法を分かっていれば、月商 100 万円・年商 1,000 万円を 

達成するのは、夢物語ではありません。 

実際に、サラリーマンだった 60 歳の私が、Web マーケティングの知識・実績  

”０”から起業して、開業 2 週間で、500 万円の売上げをあげることができました。 

そんな私ですが、実は、最初から順調だったわけではありません。 

私は、定年の 1 年前に、副業をスタートしました。朝 3 時頃起きて、出勤前に、 

サイドビジネスを行い、仕事を定時で終えて、また、サイドビジネスを行う生活を送っ

ていましたが、お金が稼げない時代が、1 年続きました。 

私の知り合いの中で、５年、10 年、全く稼げなかったという人が、あることをきっかけ

で、年商 1 億円超えたという人も多くいます。 

どのような考え方、どんな方法を取ったから、稼げるようになったのか？ 
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また、稼げなかったのは、どのような考え方が影響し、どんな方法を取ったから 

成果がでなかったのかを知って起業しないと、時間とお金を浪費するだけになります。 

『バックキャスティング』という言葉を聞いたことがありますか？ 

未来を予測する際、目標となるような状態を想定し、そこを起点に現在を振り返って、

今何をすべきかを考える方法で、いわば未来からの発想法です。 

一方、現状からどんな改善ができるかを考えて、改善策を積みあげていくような考え方

をフォアキャスティングといいます。 

私は、方向音痴で、よく道を間違えて、目的地に着くのが予定時刻を大幅に過ぎてしま

うことが度々ありましたが、カーナビのおかげで、今は道を迷うことがなくなりました。 

カーナビは、まず、目標点を決めて、その後に、道順を決定しますよね。 

道順は色々あるけど、必ず、目的地に到達します。 

そして、私は、Web マーケティングでも同じだと考えています。 

理想の顧客は、どんな人か？ どんな世界に行きたいのか？ 行くための課題は何か？ 

といったマップ（地図）を持った上で、その課題を解決するためには、 

どんなコンテンツが必要かを予め考えて、行動を起こす必要があります。 

そうすれば、必要なコンテンツに対して、現在、その知識、ノウハウを持っていなけれ

ば、その技術を学んで習得すればいいだけです。 現在、IT 業界の進歩が目覚ましい

ので、技術を身に付ける姿勢があれば、無料や安価で、技術が手に入る時代です。 
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通常、自分の得意分野でコンテンツを作ろうと思ってしまいますが、その考え方は、 

フォアキャスティングであり、残念ながら、集客に結びつくことはほとんどありません。  

だから、起業して、ビジネスを始めるために、まず、バックキャスティングという 

考え方を持っておく必要があります。 

そうは言っても、まだ、起業されていない方には、イメージがつかないと思います。 

そこで、今回、お金が稼げなくて、迷路に入ってしまう落とし穴を中心に、お伝えして

いきたいと思います。 

✓オリジナリティーが無いと売れないと思ってしまう 

✓お金を投資すれば、そのお金は必ず返ってくると思ってします。 

✓無料集客から初めてしまう 

✓売ることに罪悪感を持ってしまう 

✓オンラインでは、特別な売り方があると思ってしまう 

✓ホームページを作って、ブログを毎日書いたら、集客できると思ってしまう 

まだ、色々あると思いますが、私が、特に、起業する上で、最も知っておくべきことを 

お伝えしていきたいと思います。 
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ネットビジネスの世界では、情報商材や書籍を通して、多くの知識を持っているものの、

実際行動出来ないノウハウコレクターになってしまう傾向にあります。 

一旦、迷路に入ってしまうと抜け出せなくなって、時間とお金を浪費して、最終的には、

諦めてしまう人を多く見てきました。 

この起業ガイドブックを読んで頂き、迷うことなく、最速・最短で、 

オンラインビジネスで、月商 100 万円・年商 1,000 万円を達成するために、 

スタートダッシュをかけてください。 
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第１章 

ベンチマーク起業術 

あなたは、自分にオリジナリティーが無いと売れないと思っていませんか？ 

実は、私は、起業を決意して、自分のオリジナリティーがないと集客できないと 

思って、定年 1 年前の 59 歳の私は、ずっと自分探しをしていました。 

学生時代の受験勉強と同じぐらい勉学に時間を費やしましたが、受験勉強と違って、 

先が見えない勉学は、とても辛いものでした。 

簡単に表現すると、Web マーケティングで収入を得るには、 

① 自分のコンテンツを持つ ②SNS 集客し、成約してもらうことです。 

コンテンツとは、価値のある商品や情報のことで、お客様は、そのコンテンツの 

価値を感じて、その価値を得るために、対価を払っていただくことで商売が成立します。 

しかし、起業を決意して、まず、最初に、つまづくのが、『他にないオリジナルの 

コンテンツを持たないといけない』と思ってしまうところです。 

まれに、スティーブ・ジョブズのように、自分のオリジナルのコンテンツで 

大成功される人がいますが、起業して、成功するためには、他にないオリジナルの 

コンテンツが無くても大丈夫です。 

起業して、最初に行うべきことは、他にないオリジナルのコンテンツを持つのではなく、
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成功しているロールモデルを見つけるということです。 

私は、35 年前、車が好きだったので、広島のマツダ株式会社に入社し、入社以来、 

車の心臓部といわれるエンジンの設計を行っていました。 

大手企業になりますが、私の会社でも、欧州の車をモデリングしていましたし、 

世界 No.1 の自動車メーカーのトヨタでも、競合他社の車や部品を購入して、分析し、 

ベストなものを見つけ、それを真似ることからスタートしています。 

 

事業のスタートは、『ベンチマーク』から始まります。 

だから、何か自分のビジネスを行おうとしたり、社会に出てから成功していくために、 

一番簡単な成功法則というものは、成功しているモデルを見つけて、 

そこに真似して近づいていくということなんです。 

では、どうしたら、ロールモデルを見つけることができるか？ 
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1900 年代、バブル経済の崩壊での経営不振で、私が勤めていたマツダは、アメリカ

フォードの傘下に入りました。 そのなかで、アメリカのフォード車、イギリスの 

ジャガーやランドローバー、スェーデンのボルボ車、マツダ車に搭載する共同エンジン

開発に携わる機会がありました。 その中で感じたのは、海外の人は、個性的で独創性

に富んだことに取り組むことが得意。 一方、日本人は、茶道や武道などの芸道の思想

である『守破離』の文化で、基礎を師から学び、守る「守」。 基礎を繰り返す中で、 

それらを破る「破」。 我々日本人は、一流のものを学び、改善していく技術、精神に

優れていると強く感じました。 

日本語の改善という言葉は、“KAIZEN”という単語で世界に通用します。 

 

従って、独自のオリジナルのコンテンツではなく、海外の一流のものを見つけ、 

その基礎を学び、改善していくことで、価値の高いコンテンツを持つことが出来ますの

で、Web マーケティングで収入を得ることは、そんなに難しいことではありません。 
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第２章 

Web マーケティングの基本 

前章で述べましたが、Web マーケティングで収入を得るには、 

①自分のコンテンツを持つ ②SNS 集客し、成約してもらうことです。 

当然、成約してもらわないと自分の財布にはお金が入りません。 

だったら、オンラインでのセールスは、どうすればいいか？ ということですが、 

オンラインでは、特別な売り方があるのではないかと思っていませんか？ 

私は、起業するにあたって、自分のお店が必要で、早速、オンライン上でのお店であ

る自分のホームページを作りました。そして、毎日、ブログを書いて、SNS を更新し

ていましたが、残念ながら、お金を稼ぐことが出来ませんでした。 

実は、オフラインとオンラインでは、システム構成が変わりましたが、 

ブログ、ポッドキャスト、およびオンラインビデオ等の SNS は、 

昔ながらのオフラインメディアチャネルの単なる新しいバージョンに過ぎません。 
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そして、重要なことは、SNS を更新しているだけでは、 

「商品を売る場所になっていない」ということです。 

だから、ホームページを作って、SNS を更新しているからといって、 

必ずしもお金に変わるわけではありません。 

それは、オンラインの時代になっても、オフラインと同様に、 

そこに、ダイレクト・レスポンス・マーケティングの仕組みがないと、 

お金を稼ぐことが出来ないことを意味します。 

そこで、少し、Web マーケティングについて、述べていきたいと思います。 

ラッセル・ブランソンが書いた書籍『Dotcom Secrets』に、セールスファネル 

について書かれています。 

そして、その本の中で、ウェブサイトとセールスファネルを対比していて、 

並べて見ると、セールスファネルの特徴がすぐに分かると思います。 
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私の問題は、ウェブサイトの背後に戦略やプロセスがなかったことです。 

店の外に立って、通りかかった人にパンフレットを配ってもらうのと同じで、 

パンフレットを見て好きなものを見つけて、来てくれるという営業戦略 

しかありませんでした。 

あなたが、ビジネスオーナーだったら、パンフレットを配って、 

人が来るのを待っているだけの営業担当者がいたら、どうしますか？ 

ビジネスオーナーがデザイナーにウェブサイト制作を依頼する際、 

見栄えが良い Web サイトは素晴らしいものですが、そこに、戦略がないと、 

見た目が美しいだけで、ビジネスオーナー自身の自己満足に終わってしまいます。 

マーケティングの基本的なルールの 1 つは、「混乱した心は常にノーと言う」 

ということです。 
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ウェブサイトには非常に多くのボタン、行動を促すフレーズ、 

異なるページやメニューがたくさんあるので、人々を混乱させてしまいます。 

一方、セールスファネルはシンプルになるように作成されています。 

 

 

セールスファネルがあれば、SNS 経由で自分のことを知ってくれた見込み客を 

実際お金を払う「顧客」に制約することができます。 

「マーケティング」とは、あくまで、「お客様を集めること」です。 

「マーケティング」の目的は、 

「商品を買う可能性の高いお客様をセールスの前まで連れて行くこと」です。 

そして、「セールス」の目的は、 

「マーケティング活動の結果によって集められたお客様に商品をセールスし、 

商談を制約（クロージング）すること」です。 
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現在、歯のクリーニングのために、歯医者に行っていますが、検査⇒クリーニング⇒

歯槽膿漏の予防⇒虫歯治療といったように、自然と、漏斗（ファネル）のように、 

誘導されています。 

 

ビジネスにおいて、売上を最大限に高めるには、「マーケティング」と「セールス」 

が互いに協力して、相乗効果を生み出す必要があります。 

私たちが SNS 上でファンを集め、「詳細はここをクリックしてね～」と自社サイトに 

誘導しても、そこから訪問者をクロージングする流れが悪かったりすると、 

いくら濃いファンを集めたとしても、当然、売上は下がってしまいます。 

だからこそ、マーケティングとセールスが手を取り合い、 

適切にお客様を成約まで導く「セールスファネル」をつくることで、 

効率的に見込み客を顧客に制約させることが可能になるのです。 
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第３章 

セールスの基本 

前章では、少し、難しい話しになりましたが、結局、オンラインであっても、 

リアルでの販売と同様に、直接、セールスをして、商談することが必要です。 

しかし、営業職を経験されていないサラリーマン、ママさんが起業しようとした時

に、セールスして商談することの難しさがあります。 

収益を安定させていくためには、『セールス』ができるようになることですが、 

私の場合、34 年間技術職だったので、セールスの経験はありませんでした。 

例え、ロールモデル先が見つかり、魅力的なコンテンツが見つかったとしても、 

そのコンテンツをセールスすることが出来ないとお金を得ることはできません。 

しかし、セールスは押し売りや人を騙すというイメージがあって、長い間、 

無料集客を行っていました。そこに、二つの大きな落とし穴があります。 

①  無料集客の落とし穴  

私もそうだったのですが、Web 集客をする時に、多くの人がまずは無料集客から 

スタートをします。 ブログ、Facebook、Instagram 、Twitter を使ったり、 

最近では、YouTube に取り組む人も増えてきたのではないかと思います。 

ではなぜ、無料集客から始めるのかというとお金がかからないからです。 
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 でも、ここで少し疑問をもってみて欲しいのですが、無料集客って、 

本当に無料なのでしょうか？ 

何か忘れていませんか？ そう、あなたの人件費です。  

仮にあなたの時給が 3,000 円だとしたら、毎日、準備も含めて 3 時間、 

情報発信に費やしていたとしたら、1 日 9,000 円、1 ヶ月で約 30 万円の 

コストがかかっていることになります。 

確かに無料集客は手元のお金が出ていくことはないですが、見方を変えれば、 

毎月 30 万円を捨てているということにもなります。 

そして、無料集客する心理として、無料だったら、責任回避が出来るという心理 

があります。結局、責任を負う自信の無さがあると思いますが、お互い時間を浪費す 

ことになるので、目的の無い無料集客は辞めるべきです。 

 

２．売る罪悪感という落とし穴 

何かを売ることに対して、罪悪感を持たないで欲しいということです。 

何かを売る行為に対して、なんとなく嫌な感じというか、 

できればやりたくない気持ちって、誰にでもあると思います。 

その原因は、セールス、つまり何かを売るという行為は、「相手からお金をもらう」 

「相手の資産を奪う」というイメージを持っているからなんだと思います。 
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人は、何かを売られた時に、自分のお金を守るために「抵抗」するものです。 

だから、奪う・奪われるという関係性だと思ってしまうんですよね。 

でも、よく考えください。高価な服とか鞄を買った時、ワクワクしませんか？ 

実は、人はものを買うのが大好きです。 

じゃなかったらストレス解消でショッピングとか行かないでしょう。 

何か売ったら、相手からお金をもらいますよね。そしたら、奪って終わりですか？ 

違いますよね。あなたは、商品やサービスをその対価として提供しますよね。 

その商品やサービスの価値は、もらったお金よりも低いと思いますか？ 

YES だったら、罪悪感を感じると思いますが、でも、そんなことないですよね。 

なので、セールスの基本は、価値の交換です。 

なのに、なぜ、罪悪感を感じるのか？ 

セールスは押し売りや、（お金を奪う）って刷り込みが強すぎて、 

売ったら抵抗されるから、『いい人で居たい』という気持ちになってしまうから。 

でも、例えば、あなた自身も売られて、すんなりと商品を買うことってあると思うん 

ですよね。むしろ、何かを「欲しい」って思う事って日常茶飯事じゃないですか。 

その時に、抵抗なんかしませんよね？ 

つまり、抵抗が発生するのは、タイミングが悪かったというだけなんです。 

売ると言うのは、取引を持ちかけるということです。 
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相手が、その取引に対して、何の魅力も感じてないのに、相手の大切なものとの交

換取引を持ちかけたら、そりゃ誰だって抵抗しますよね。 

それと同じことです。逆に言えば、相手がその取引をしたくてしょうがない時に、 

取引を持ちかけなかったら、相手はガッカリしてしまうでしょう。 

そして、あなたの売ってる商品・サービスが相手のためになる、 

相手の役に立つと心から信じているなら、その取引に興味を示してもらって、 

取引を持ちかけないとだめですよね？ 

そうじゃないと、その相手は、お金を別の事に使ってしまいますよ。 

あなたが、売らなかったら、相手はその分のお金を蓄えるのでなく、 

他のどうでもいいものに使ってしまうかもしれません。 

売ることに関する価値を考え直してください。 

高いから売れないのかといったらそうではなく、人は価値を感じたものに、喜んで 

対価を支払う。 

高価でも、気にいったものを買って、家に帰るまで、ワクワクした気持ちになった 

ことはありますよね。 

セールスも貢献であり、価値を届ける。 

買ってもらって、お客様にワクワクを届ける。 

その背中を押してあげるのがセールスマンだと思ってください。 
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第 4 章 

起業応援 

繰り返しになりますが、オンラインでのネット集客では、リアルの対面販売とは 

違って、日本中、世界中の人々が顧客です。  

だから、起業法を分かっていれば、月商 100 万円・年商 1,000 万円を達成するのは、

夢物語ではありません。 

実際に、サラリーマンだった 60 歳の私が、Web マーケティングの知識・実績 

 ”０”から起業して、開業 2 週間で、500 万円の売上げをあげることができました。 

Web マーケティングで収入を得るには、インターネット上で、自分の知識、経験を 

動画などのコンテンツにして、それを売る仕組みに乗せ、販売していきます。 

Web マーケティングでは、価値のある商品や情報を届ける仕組みをインターネット上 

に構築していきます。 

商品はデジタルコンテンツであるため、一度作ってしまえば半永久的に使えます。 

売る仕組み、届ける仕組みも自動化の仕組みを一度作ってしまえば、 

あとは 24 時間 365 日働いてくれる優秀な営業マンになります。 

そして第２、第３の商品を作り、売る仕組みに乗せて、拡張していけば、 

あなたの資産を積み重ねることが出来ます。 



 

20 

 

パソコン 1 台で、好きな時間に、好きな場所で働いて、資産を積み重ねること 

が出来ます。世界を旅しながら仕事をして、ゴルフをしたり、ハンモックに揺られ

て、うたた寝したり、お洒落なカフェで好きな本を読んで過ごすことが出来ます。 

 

 

では、どうやって自分のコンテンツを作ればいいのか？ 

インターネット上で、自分のコンテンツを届ける仕組みをどのように 

構築すればいいのか？  

これらのことを学ぶ必要がありますが、 

どのように学んでいけばいいか分からないという方が多いのが実状です。 

お金を稼ぐことは、価値提供であり、お客様の問題を解決すること、そのためには、

何事も設計図を描いて問題解決するデザイン力が必要です。 
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35 年間設計開発に携わり、ブランディング、企画・構想、課題解決、物造り革新 

に取り組んで来て、最も重要なことは、「自分自身のデザイン力を身に付けること」 

だと考えています。 

起業や副業したら、制作会社に安易に頼んで、窃取される側になるのではなく、 

自分自身のデザイン力を身に付け、出資を抑え、お金を稼ぐ力を身に付ける必要があ

ります。 私は、そのお手伝いをしたいと考えています。 

そして、そのことが、ひいては人生 100 年時代を笑って活きる人を育てることになる

と考えます。 

Web マーケティングでは、パソコンの使い方、画像の撮り方や作り方、動画の作り

方、コンテンツの作り方、ブログやメルマガの発信方法、セールスファネル等色々学

ぶべきことが多いと思いますが、現在、IT 業界の進歩が目覚ましいので、デザイン力

を身に付ける姿勢があれば、無料や安価で、技術が手に入る時代なので、デザイン力

を磨き、問題解決の設計図を描いて、お客様に、価値提供していきましょう。 

また、起業して、成功していくには、強い意志とリーダーシップが必要になります。 

中国 4000 年の歴史の中で、特に平和な時代を築いた唐の第 2 代皇帝、太宗李世民。 

彼の優れた政治力、人間力は人々に平和と幸福をもたらし、貞観の治と呼ばれる 

太平の世を作り出しました。 そして彼について書かれた本が貞観政要です。 

この本は、帝王学の教科書として、数多くのリーダーたちに読まれてきました。 
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優れたリーダーは、3 つの鏡を持っているという記述があります。 

 

 

３つの鏡は、銅の鏡、昔の鏡、人の鏡です。 

銅の鏡とはいわゆる写し鏡のことで、それを見ることで自分の身だしなみを 

整えることができます。 

昔の鏡とは歴史を見ることであり、世の中の栄枯盛衰を知ることができます。 

人の鏡とは自分以外の人の姿や言葉を見聞きすることで、物事の善悪について 

知ることができます。 

1 つ目の銅の鏡での、身だしなみを整える、というのは内省をすることを指します。 

常に自分と向き合い、自己分析、自己内省を繰り返すことで自分がなりたい姿へ 

と近づいていくことができます。 

また自分の強みや弱みを把握することもできるので、人間的に成長していくこと 

ができます。 

2 つ目の昔の鏡では、世の中の栄枯盛衰、つまり発展と衰退を知ることの大切さを語
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っています。 

過去の歴史から、なぜある国は滅亡し、ある国は大きく発展したのか、を学ぶことで

自分の国にその学びを適応させることができるのです。 

特に、別国の成功を再現することは難しいですが、失敗を避けることはできます。 

全ての失敗や衰退には必ず理由があります。 

歴史を学ぶことでこれらを理解、自国で同じ過ちを繰り返さないようにしましょう。 

3 つ目の人の鏡では、他人の意見を聞くことの大切さを説いています。 

どんなに優れた人でも、その人の意見には必ず何かしらの偏見もしくは先入観が 

含まれているものです。他の人の意見を聞かずに、自分が絶対に正しいと 

思い込むほど滑稽なことはありません。 

物事というのは、ある人からすると善でも、別人から見ると悪になるのです。 

色々な方向からの視点や意見を理解することは、優れたリーダーにはなくてはならな

い能力です。そして、これら 3 つの鏡を意識することで、リーダーとしての心構えを 

整えられるのです。 

今回、お伝えさせて頂いた起業法はほんの一部で、 

基本は、みなさんの置かれている環境、人生ストーリをお話しさせて頂き、 

それぞれの方に応じて、起業して、収益をあげるためのコツをお伝えできる 

と思います。 
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これからご自身の経験・知識をお金に換えるコンテンツ作り、起業や副業として、 

ビジネスを始めようとしている貴方に、“理屈のみならず実践的な”内容をお伝えいた

します。 

Web マーケティングのスキルだけではなく、起業精神も一緒に学んでいけたらと考え

ています。 

「人生 100 年時代」に向けて、100 年という長い期間をより充実したものにするた

め、中高年はキャリアの築き方を再考する必要に迫られています。 

ぜひ、あなたも働き方を変えて、ピンチをチャンスに変えて、より豊かな人生、 

より意義のある人生というものをこれから一緒に作っていきましょう。 

 

 


