
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はじめに

 

全６回にわたって、趣味・特技を活かした副業（プチ起業）のコツやノウハウを

「売れる！副業（プチ起業）から独立開業のススメ！」。

起業」で好きなコトを仕事にしよう！

 

趣味起業の世界とは？

    

誰でも好きなことを仕事に

サルタント」として活動を開始した頃は、まだまだ「好きなことを仕事に？そんなことできるわけ

ないよ」「ふざけてんの？」などと言われたものですが、今ではあちこちで「好きを仕事に」的な

コラムを見かけます。また

を感じさせます。

 

ちなみに、趣味起業というとどのようなものをイメージされるでしょう。これまでに私が関わっ

た具体的なジャンルを挙げさせていただきます

 

【主な趣味起業のジャンル】

● ハン

● ハンドメイド（作り方を教える）

● カウンセリング

● 整体や美容

● お菓子や食品作り

● ヒーリングや占い

「趣味起業」で好きなコトを仕事にしよう！「趣味起業」で好きなコトを仕事にしよう！「趣味起業」で好きなコトを仕事にしよう！「趣味起業」で好きなコトを仕事にしよう！
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「売れる！副業（プチ起業）から独立開業のススメ！」。

起業」で好きなコトを仕事にしよう！

趣味起業の世界とは？

誰でも好きなことを仕事に

サルタント」として活動を開始した頃は、まだまだ「好きなことを仕事に？そんなことできるわけ

ないよ」「ふざけてんの？」などと言われたものですが、今ではあちこちで「好きを仕事に」的な

コラムを見かけます。また

を感じさせます。 

ちなみに、趣味起業というとどのようなものをイメージされるでしょう。これまでに私が関わっ

た具体的なジャンルを挙げさせていただきます

【主な趣味起業のジャンル】

ハンドメイド（作って売る）
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カウンセリング

整体や美容 
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ヒーリングや占い
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全６回にわたって、趣味・特技を活かした副業（プチ起業）のコツやノウハウを

「売れる！副業（プチ起業）から独立開業のススメ！」。

起業」で好きなコトを仕事にしよう！

趣味起業の世界とは？ 

誰でも好きなことを仕事に

サルタント」として活動を開始した頃は、まだまだ「好きなことを仕事に？そんなことできるわけ

ないよ」「ふざけてんの？」などと言われたものですが、今ではあちこちで「好きを仕事に」的な

コラムを見かけます。また、そうした関連の書籍も増えてきて、本格的な趣味起業時代の到来

 

ちなみに、趣味起業というとどのようなものをイメージされるでしょう。これまでに私が関わっ
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「売れる！副業（プチ起業）から独立開業のススメ！」。

起業」で好きなコトを仕事にしよう！』をお届けします。

誰でも好きなことを仕事にできる時代がやってきました。１０年以上前、私が「趣味起業コン

サルタント」として活動を開始した頃は、まだまだ「好きなことを仕事に？そんなことできるわけ

ないよ」「ふざけてんの？」などと言われたものですが、今ではあちこちで「好きを仕事に」的な

そうした関連の書籍も増えてきて、本格的な趣味起業時代の到来

ちなみに、趣味起業というとどのようなものをイメージされるでしょう。これまでに私が関わっ

た具体的なジャンルを挙げさせていただきます

 

ドメイド（作って売る） 

ハンドメイド（作り方を教える） 
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た具体的なジャンルを挙げさせていただきますと、
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全６回にわたって、趣味・特技を活かした副業（プチ起業）のコツやノウハウを

記念すべきシリーズ第１

できる時代がやってきました。１０年以上前、私が「趣味起業コン

サルタント」として活動を開始した頃は、まだまだ「好きなことを仕事に？そんなことできるわけ

ないよ」「ふざけてんの？」などと言われたものですが、今ではあちこちで「好きを仕事に」的な
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全６回にわたって、趣味・特技を活かした副業（プチ起業）のコツやノウハウを

記念すべきシリーズ第１回

できる時代がやってきました。１０年以上前、私が「趣味起業コン

サルタント」として活動を開始した頃は、まだまだ「好きなことを仕事に？そんなことできるわけ

ないよ」「ふざけてんの？」などと言われたものですが、今ではあちこちで「好きを仕事に」的な
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ちなみに、趣味起業というとどのようなものをイメージされるでしょう。これまでに私が関わっ

業家応援マガジンＶＯＬ．１０３（２０１９年１月２３

「趣味起業」で好きなコトを仕事にしよう！「趣味起業」で好きなコトを仕事にしよう！「趣味起業」で好きなコトを仕事にしよう！「趣味起業」で好きなコトを仕事にしよう！

売れる！副業（プチ起業）から独立開業のススメ！売れる！副業（プチ起業）から独立開業のススメ！売れる！副業（プチ起業）から独立開業のススメ！売れる！副業（プチ起業）から独立開業のススメ！    

（社）全日本趣味起業協会

戸田 充広

  

お伝えする

回は、『「趣味

できる時代がやってきました。１０年以上前、私が「趣味起業コン
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（社）全日本趣味起業協会 

充広 

伝えする

「趣味

できる時代がやってきました。１０年以上前、私が「趣味起業コン

サルタント」として活動を開始した頃は、まだまだ「好きなことを仕事に？そんなことできるわけ

ないよ」「ふざけてんの？」などと言われたものですが、今ではあちこちで「好きを仕事に」的な

そうした関連の書籍も増えてきて、本格的な趣味起業時代の到来

ちなみに、趣味起業というとどのようなものをイメージされるでしょう。これまでに私が関わっ

業家応援マガジンＶＯＬ．１０３（２０１９年１月２３日） 



 

 

● 絵画や音楽、イラストといったアート系

● PC

● セミナーや講演を開催

 

など、多岐にわたります。

 

 

人生の半分以上は仕事の時間。

    

誰しも、社会に出

たり、我慢しなければならないものであればどうでしょう？

人生の半分以上が、辛くて我慢を強いられる時間ということになります。

 

そんな中、副業を始めるとして、その副業までもが大変なものとなると、とてもじゃないです

が長続きはしません。ストレスフルな本業に加えて、さらにストレスを抱え込むことになるから

です。だからこそ

事にすべきなのです。結局それが人生の質まで左右してしまうことになるからです。

ということで今回は、

本当に好きなことが仕事になるのでしょうか？

 

私は趣味起業コンサルタントとして１０年以上活動していますが、そのなかで得た確信は、

「どんな趣味でもマネタイズは可能」だということです。

つまり、どんな趣味でも収入に変えることができるということですね。

 

もちろん、趣味のジャンル

間は違ってきますが、多かれ少なかれマネタイズは可能なのです。

 

例えば、私

業（プチ起業）から独立開業に至った方々が多くいます。その一部をご紹介します。

 

● 普通の主婦がキックボクサーのトランクスをハンドメイドして趣味起業。注文殺到で

月商１００万円を突破。とうとう本業に。

 

● 営業職のサラリーマンがサーフィン教室を会議室で開催、月収７０万円突破で脱サラ。

同じようにゴルフや英会話の教室を開催して、今ではコンサルティング会社を設立。

 

● 副業でドッグマッサージを伝えるセミナーを開催、やがて全国展開に。

絵画や音楽、イラストといったアート系

PC ソフトやスマホ、カメラといった技術系

セミナーや講演を開催
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たり、我慢しなければならないものであればどうでしょう？
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好きなことを仕事にするコツ

本当に好きなことが仕事になるのでしょうか？

私は趣味起業コンサルタントとして１０年以上活動していますが、そのなかで得た確信は、

「どんな趣味でもマネタイズは可能」だということです。

つまり、どんな趣味でも収入に変えることができるということですね。
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月商１００万円を突破。とうとう本業に。

営業職のサラリーマンがサーフィン教室を会議室で開催、月収７０万円突破で脱サラ。

同じようにゴルフや英会話の教室を開催して、今ではコンサルティング会社を設立。
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絵画や音楽、イラストといったアート系 

ソフトやスマホ、カメラといった技術系 
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するのはちょっと・・」と、趣味起業をためらってしまう傾向にあります。気持ちはわかりますが、
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ら、「もう少し極めてから」が都合のいい言い訳になり、いつまでたっても趣味起業しないまま
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例えば「イラストが得意」で趣味起業をするとします。しかし「私より上手
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ッホとシャガール、どっちが上手い？」みたいな話になってしまうのです。

だからこそ、レベルを上げてからではなく、今すぐ始めるのが正解なのです。もちろん背伸びす
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