
【お伊勢さん】起業副業のゼロイチを解説 

伊勢です、 

今日は、ゼロイチの起業や 
副業についてです。 

ゼロイチは、聞きたい方も 
多いのかなと思いました。 

ただ、何が聞きたいのかを 
もっと詳しく知りたいので、 

起業と副業についての 
質問を募集します。 

質問募集： 
https://docs.google.com/forms/d/
1VelNAC0gbMtU6NUBMVKyCaukTpWZ1axmThG8EZXvGb0 

起業や副業をしたいけれど、 
全く、何がなんだか分からない、、。 

今日は、そんな方に向けて 
お伝えしていきます。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
仕事には2つの種類がある 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

基本的に、二種類の仕事が 
あると思っています。 

なので、 

起業をする場合も、副業をする場合も 
どちらかからスタートするケースが多いです。 

1つは、代行業。 
2つ目は、代行業以外です。 

https://docs.google.com/forms/d/1VelNAC0gbMtU6NUBMVKyCaukTpWZ1axmThG8EZXvGb0
https://docs.google.com/forms/d/1VelNAC0gbMtU6NUBMVKyCaukTpWZ1axmThG8EZXvGb0


＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
簡単なのは代行業 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

世の中の社長さんのほとんどは 
代行業だと思います。 

私自身もスタートは代行業でした。 

代行業とは、名前の通り 

「誰かの代わりに何かをする仕事」 

です。 

「お金を払ってもらい誰かの 
やりたいことを、代わりにしてあげる仕事」 

ということになります。 

世にはたくさんの代行業があります。 

・弁護士 
・税理士 
・行政書士 
・司法書士 
・お医者さん 

これらは、資格がある人たちの 
代行業です。 

この分野の代行は、資格が必要なので 
ハードルが高いです。 

・WEB制作 
・チラシ制作 
・ビデオ制作 
・コピーライター 
・プログラマー 
・セールス代行 
・広告代行 
・浮気調査探偵 
・カメラマン 



・ブツ撮り代行 
・エステ 
・ネイル 

これらは、スキルを持っていれば 
誰でもスタートできる代行業です。 

逆に言えば、スキルを学びさせすれば 
すぐに仕事を始められるとも言えます。 

全ての人にチャンスがある職業です。 

起業や副業でお金を稼ぐなら 
このスキルを使った代行業が一番 
スムーズです。 

他にもあまりスキルがなくても 
切り口だけで成り立つ代行業もあります。 

・犬の散歩代行 
・家政婦 
・誕生日サプライズ代行 
・メルカリ出品代行 
・テレビ番組の録画代行 

などは、明日からスタートできます。 

（たくさん稼げるかどうかは別問題ですが 
ゼロからイチは何でもやるのがおすすめです） 

スタートしやすい副業、起業の 
代行業ですが、 

メリットとデメリットを整理しましょう。 

代行業のメリット 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
1.お金になるのが早い 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 



お金になるのが早いです。 

困っている人を見つけて 
「私やりますよ」 

で、スタートできます。 

また、ランサーズなどの 
マッチングサイトもあるので 
仕事を見つけやすいです。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
2.月30万円～100万円ぐらいに 
到達したら10年は安心できる 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

つまり、一度、稼げるようになると 
10年ぐらいは、安定します。 

昔はよく言われた 
「手に職をつける」 
というヤツで 

スキルが落ちない限り 
安定的に仕事の依頼が来ます。 

なぜかとうと、 

頼む側も、新しい人に頼むと 
面倒が多いわけです。 

コミュニケーションの問題が 
発生したり、 

クオリティーが思ったより 
低かったり、 

納期を守ってくれなかったり、 

と、色々な問題が起きることが 
あるのです。 

なので、信頼できる人に 



ずっと頼み続けるようになります。 

結果、一度、ある程度稼げるように 
なると収入が安定します。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
3.実はスキルよりも人間力で勝負できる 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

スキル代行の場合、 

スキルが一番重要な気がしますが 
実は、人間力で勝負できてしまいます。 

めちゃくちゃスキルが高くでも、 
プライドが高くて融通がきかない人には 
仕事を頼みません。 

逆に言うと、多少下手でも、 
一生懸命やってくれたり 
自分のできる事を精一杯やってくれる人には 
何度でも仕事を頼みます。 

仕事を頼みながら、成長してもらえば 
良いと考えるからです。 

ちなみに、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
人間力とは何か？ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

ですが、一番は、 

自分から仕事を探し出して 
前のめりでやってくれる事です。 

日本人の多くは指示待ち人間なので 
言われたら動く、という基本姿勢です。 

しかし、 

仕事を頼まれる人気者は、 



1.自分から課題を見つける 
2.その課題を解決する提案をする 
3.自分から動く 

という姿勢が徹底しています。 

逆に言えば、スキルが低くても 
自分から動く人は重宝されます。 

最初は誰しもスキルは低いです。 

その状態で、スキルが高い人に 
対抗するなら、 

「自分から仕事をつくる人になる」 

これしかないと思います。 

マインドセットとして大事なのは、 

「クライアントの事を、自分事として 
とらえている、一心同体マインドセット」 

です。 

クライアントの会社を自分の会社 
と思って、やれることを全部 
やっていこう、という姿勢です。 

これが出来るだけで 
ライバルが多い業界でも 
簡単にのし上がれます。 

他にも、 

・いつも明るい 
・元気がある 
・子供に好かれる 
・動物に好かれる 

などのナチュラルに人や動物に 
好かれる才能がある人も人気がでます。 



スキル以上に、人間力の評価の方が 
仕事を頼む上での重要視されているのが現実です。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
人間力がない人とは 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

先程の逆です。 

・言われた事だけやる 
・いかに働かず収入を得るかを考えている 

・プライドが高くて反論が多い 
・できない理由を言う 

・偉そうに問題を指摘するけど 
　解決するアクションをしない 

・すぐにキレる、被害者意識を持つ 

不思議なのですが、 
8割ぐらいのフリーランスは 
上記のような人です。 

当然、稼げていません。 

自分の時給をコントロールすることが 
できるビジネスマンだと勘違いしている人が 
いかに多いかです。 

だれか、出し惜しみをすることを 
推奨している大物とかがいるのでしょうか？ 

特に大企業から起業した人に多いです。 

自分の快適さにフォーカスが 
向いていて、 

自分の才能やスキルを誰かのために 
使い切ろうというマインドがありません。 

一言でいうと、 



「クライアントの成功に興味がない」 

ということです。 

相手に興味がないのです。 

自分にしか興味がないのです。 

実際、8割から、9割の人が 
この状態ですのでスキルがなくても 
全然いけます。 

次はデメリットです。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
1.ライバルが多い 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

誰でもできるということは 
参入障壁が低いということです。 

そうなるとライバルが多くなります。 

なので、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
2.仕事が安くなる 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

という問題が出てきます。 

実際、ランサーズを見ても 

・動画編集 
・ライター 
・ロゴ制作 

など、ものすごい安いです。 

しかも、若い人たちは 
ナチュラルに制作ソフトを 
使いこなすので、 



今後もライバルは増え続けることに 
なります。 

では、どうすれば良いかですが、 

先程の話のように、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
人間力で勝負をすれば大丈夫 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

です。 

もし、自分が必死にやっても 
金額があがらない場合は、 

その時点で、自分からお断り 
すればいいのです。 

まずは、自分から全力で提供する 

その上で、金額交渉、 

この順番です。 

多くの人は、順番が逆か、 
もしくは、安いなりの仕事しかしないので 
給与が上がりません。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
お金のもらえるスキルを身につける 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

比較的、ライバルが少ない 
スキルを身につけるのも手です。 

今だと、 

・広告代行 

は、これからも、稼げる仕事だと 
思います。 



アメリカだと、 

・電子書籍出版代行 

は、めちゃくちゃ流行っていて、 
これから稼げるフリーランスラインキングでも 
上位にきています。 

・プログラミング 
・データ解析 

理系が好きな人は、この 
2つが、鉄板です。 

・アーディレクター 

SNSやWEBサイト 
店舗、レストラン、ホテル 
イベント 

などの世界観をつくって 
カッコよくする仕事も 
世界的に需要が高まっています。 

・・・・ 

私自身は、文章を書くライターが 
最初の仕事でした。 

ただ、当時からライターはたくさん 
いたので、その中で、どう差別化を 
していったのか？ 

については、また、聞きたい方がいたら 
お話しようと思います。 

・・・・・・・ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
代行業以外の起業副業 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 



代行業以外の起業副業ですが 
色々あります。 

代表的なものとしては、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
代行するのではなく 
やり方を教える先生業 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

代行して上げるのではなく 
やり方を教える仕事です。 

・セミナー業 
・コンサルタント業 

などになります。 

＝＝＝＝＝＝＝＝ 
商品仕入れ販売 
＝＝＝＝＝＝＝＝ 

商品を仕入れて販売する 
ものです。 

・せどり 
・転売 
・輸入販売 

それから 

・アフィリエイト 

も、これにあたります。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
自社商品の製造販売 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

・アパレル 
・クラフトワーク販売 
・手作りアクセサリー製造販売 
・ドライフラワー販売 



・スイーツ 

などなどです。 

これらについては、プレスリリースを 
使ったり、SNSでの拡散をしながら 
販売をしていくことになります。 

ひとつ言えるのは、 

最近のインスタは、人よりも 
商品紹介の方がフォロワーが 
伸びやすいです。 

物撮りをアップしているだけの 
インスタで人気が出ているものが 
増えています。 

・・・・・・ 

このように色々なビジネスが 
あります。 

それぞれ、攻略法も違います。 

どのビジネスも、ユーチューブなどで 
無料でノウハウが落ちているので 
興味があるものは探してみると良いと思います。 

今日は、代行についてをメインに 
お話しているので、 

最後にステップをまとめます。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
ステップ1 
困っている人を見つける 

ステップ2 
自分で代行するか 
代行できる人を斡旋する 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 



以上です。 

例えば、犬の散歩で 
困っている人がいたら 

・自分で代行するか 

・暇な学生や爺さん婆さんを派遣するか 

ということです。 

その仕事をしているうちに、 

・しつけももっときちんとしたい 

とお客さまが思うかもしれません。 

そうしたら、 

・自分でしつけをするか 
・しつけをできる人を斡旋するか 

ということになります。 

「とはいえ、犬の散歩じゃ 
たくさん稼げないのでは？」 

と思うかもしれません。 

それについては、そのとおりです。 

たぶん、100万円もいかないと 
思います。 

しかし、 

全ての人は、最初の一歩を経験する 
必要があります。 

なので、儲からなくても 

「誰かの困りごとを解決して 
お金をもらう」 



という最初の一歩を経験することに 
価値があります。 

ゼロイチの経験値を積む中で 
見えてくることがあります。 

まずは、 

身近な人のお悩みを解決することから 
一歩を始めてみるのはいかがでしょうか？ 

例え500円でも、その一歩があると 
ないとでは、大違いです。 

ハードルを高くしすぎずに 
できることからやってみましょう。 

その上で、 

最終的には収入が青天井の 
ビジネスにシフトしていくのを 
おすすめします。 

同じ代行業でも、契約次第で 
青天井のビジネスにする方法も 
具体的にありますので、 
また、お話できればと思います。 

それでは、また、メールします。 

伊勢隆一郎 

追伸： 

デンマークのビデオです。 
https://youtu.be/Zi26ZsuI9RU 

感想はこちらからお願いします 
https://docs.google.com/forms/d/1BkC861_-
U2mQw2TI2YrlirTocoV1nQ1KxHwGmpaXYNk 

https://youtu.be/Zi26ZsuI9RU
https://docs.google.com/forms/d/1BkC861_-U2mQw2TI2YrlirTocoV1nQ1KxHwGmpaXYNk
https://docs.google.com/forms/d/1BkC861_-U2mQw2TI2YrlirTocoV1nQ1KxHwGmpaXYNk


次回は来週9日火曜日です。 

それまでに見ておいてくださいね。 


