
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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！」。

オススメの副業（プチ起業）とは

    

ここ数年、「女性起業家」や「起業女子」といった言葉をよく耳にするようになりました。そもそ

も起業することに男性

こして大成功したという話はよく聞きます。

例えば、自転車のハンドルに傘を固定する留め具を発明して大ヒット商品にしたのは女性で

すし、歴史を遡ればビールを発明したのも女性だと言われています。

 

最近では

ンスキル」や「作業効率化のスキル」などが大いに役立つと特集されていました。

実際、私のところにも「主婦」の方や「働く女性」が相談に訪れ、スキマ時間をうまく使ったプ

チ起業からスタート、やがて大きく収入アップされたという事例が多くあります。今回は、そんな

女性向けの副業（プチ起業）と、その実践方法をお伝えしましょう。

 

「主婦」や「働く女性」が副業（プチ起業）する時間

    

そもそも、「主婦」や「働く女性」は忙しくて時間がない、だから副業なんて無理というイメージ

があります。確かに、ガッツリ取り組む副業は難しいかもしれませんが、スキマ時間を使うプチ

起業なら話は別です。１日に１～２時間割くことができれば、取り組むことが可能だからです。

主主主主婦や働く女性にオススメの副業（プチ起業）とは婦や働く女性にオススメの副業（プチ起業）とは婦や働く女性にオススメの副業（プチ起業）とは婦や働く女性にオススメの副業（プチ起業）とは
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それも

間の片道２０分、往復での４０分に、お風呂上がりから寝る前ま

での３０分を加えた合計７０分（１時間１０分）や、ご主人と子ども

さんを見送ったあとの１時間と、家事を終えたあと昼下がりの１

時間で合計２時間など、言葉通りスキマ時間の合計で１～２時

間確保できれば取り組めるのがプチ起業なのです。

 

実際にどんなプチ起業が女性に向いているのか

 

果たしてそんなスキマ時間で取り組める副業などあるのでしょうか。ここでその具体的な内

容を見てみましょう。

 

副業といっても、ここではプチ起業のことを指していますので、ポイントサイトでポイントを貯

めるとか、フリマアプリで不用品を出品するといった場当たり的なお小遣い稼ぎの話ではあり

ません。あなたが持っている趣味や、得意なこと、経験値を生かして、それをお金に変えていく

という方法です。

 

具体的な

 

● ハンドメイド作家

● カウンセラー

● お教室の先生

● イベントや講演会の主催

 

そのほか、アロマ

キリがありませんが、総括すると

 

≪ 自分で

スタイルの副業です。

 

そしてこれらを大きく
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間の片道２０分、往復での４０分に、お風呂上がりから寝る前ま

での３０分を加えた合計７０分（１時間１０分）や、ご主人と子ども

さんを見送ったあとの１時間と、家事を終えたあと昼下がりの１

時間で合計２時間など、言葉通りスキマ時間の合計で１～２時

間確保できれば取り組めるのがプチ起業なのです。

実際にどんなプチ起業が女性に向いているのか

たしてそんなスキマ時間で取り組める副業などあるのでしょうか。ここでその具体的な内

容を見てみましょう。

副業といっても、ここではプチ起業のことを指していますので、ポイントサイトでポイントを貯

めるとか、フリマアプリで不用品を出品するといった場当たり的なお小遣い稼ぎの話ではあり

ません。あなたが持っている趣味や、得意なこと、経験値を生かして、それをお金に変えていく

という方法です。 

具体的なジャンルとしては・・・

ハンドメイド作家

カウンセラー 

お教室の先生

イベントや講演会の主催

そのほか、アロマ

キリがありませんが、総括すると

自分で付加価値

スタイルの副業です。

そしてこれらを大きく

モノを売る 

教える 

相談に乗る 

という３つのジャンルに分けることができます。

まとまった時間でなくて構いません。例えば、通勤時

間の片道２０分、往復での４０分に、お風呂上がりから寝る前ま

での３０分を加えた合計７０分（１時間１０分）や、ご主人と子ども

さんを見送ったあとの１時間と、家事を終えたあと昼下がりの１

時間で合計２時間など、言葉通りスキマ時間の合計で１～２時

間確保できれば取り組めるのがプチ起業なのです。

実際にどんなプチ起業が女性に向いているのか

たしてそんなスキマ時間で取り組める副業などあるのでしょうか。ここでその具体的な内

容を見てみましょう。 

副業といっても、ここではプチ起業のことを指していますので、ポイントサイトでポイントを貯

めるとか、フリマアプリで不用品を出品するといった場当たり的なお小遣い稼ぎの話ではあり

ません。あなたが持っている趣味や、得意なこと、経験値を生かして、それをお金に変えていく

 

ジャンルとしては・・・

ハンドメイド作家 

 

お教室の先生 

イベントや講演会の主催

そのほか、アロマ、ペットシッター

キリがありませんが、総括すると

付加価値のある商品やサービスを提供して、お客様からお代金をいただく

スタイルの副業です。 

そしてこれらを大きく 

という３つのジャンルに分けることができます。

まとまった時間でなくて構いません。例えば、通勤時

間の片道２０分、往復での４０分に、お風呂上がりから寝る前ま

での３０分を加えた合計７０分（１時間１０分）や、ご主人と子ども

さんを見送ったあとの１時間と、家事を終えたあと昼下がりの１

時間で合計２時間など、言葉通りスキマ時間の合計で１～２時

間確保できれば取り組めるのがプチ起業なのです。

実際にどんなプチ起業が女性に向いているのか

たしてそんなスキマ時間で取り組める副業などあるのでしょうか。ここでその具体的な内

副業といっても、ここではプチ起業のことを指していますので、ポイントサイトでポイントを貯

めるとか、フリマアプリで不用品を出品するといった場当たり的なお小遣い稼ぎの話ではあり

ません。あなたが持っている趣味や、得意なこと、経験値を生かして、それをお金に変えていく

ジャンルとしては・・・ 

 

ペットシッター、ヒーリング

キリがありませんが、総括すると 

商品やサービスを提供して、お客様からお代金をいただく

という３つのジャンルに分けることができます。

まとまった時間でなくて構いません。例えば、通勤時

間の片道２０分、往復での４０分に、お風呂上がりから寝る前ま

での３０分を加えた合計７０分（１時間１０分）や、ご主人と子ども

さんを見送ったあとの１時間と、家事を終えたあと昼下がりの１

時間で合計２時間など、言葉通りスキマ時間の合計で１～２時

間確保できれば取り組めるのがプチ起業なのです。

実際にどんなプチ起業が女性に向いているのか

たしてそんなスキマ時間で取り組める副業などあるのでしょうか。ここでその具体的な内

副業といっても、ここではプチ起業のことを指していますので、ポイントサイトでポイントを貯

めるとか、フリマアプリで不用品を出品するといった場当たり的なお小遣い稼ぎの話ではあり

ません。あなたが持っている趣味や、得意なこと、経験値を生かして、それをお金に変えていく

ヒーリング、占い

商品やサービスを提供して、お客様からお代金をいただく

という３つのジャンルに分けることができます。 

まとまった時間でなくて構いません。例えば、通勤時

間の片道２０分、往復での４０分に、お風呂上がりから寝る前ま

での３０分を加えた合計７０分（１時間１０分）や、ご主人と子ども

さんを見送ったあとの１時間と、家事を終えたあと昼下がりの１

時間で合計２時間など、言葉通りスキマ時間の合計で１～２時

間確保できれば取り組めるのがプチ起業なのです。 

実際にどんなプチ起業が女性に向いているのか 

たしてそんなスキマ時間で取り組める副業などあるのでしょうか。ここでその具体的な内

副業といっても、ここではプチ起業のことを指していますので、ポイントサイトでポイントを貯

めるとか、フリマアプリで不用品を出品するといった場当たり的なお小遣い稼ぎの話ではあり

ません。あなたが持っている趣味や、得意なこと、経験値を生かして、それをお金に変えていく

占い、スポーツ教室・・・などなど

商品やサービスを提供して、お客様からお代金をいただく

まとまった時間でなくて構いません。例えば、通勤時

間の片道２０分、往復での４０分に、お風呂上がりから寝る前ま

での３０分を加えた合計７０分（１時間１０分）や、ご主人と子ども

さんを見送ったあとの１時間と、家事を終えたあと昼下がりの１

時間で合計２時間など、言葉通りスキマ時間の合計で１～２時

たしてそんなスキマ時間で取り組める副業などあるのでしょうか。ここでその具体的な内

副業といっても、ここではプチ起業のことを指していますので、ポイントサイトでポイントを貯

めるとか、フリマアプリで不用品を出品するといった場当たり的なお小遣い稼ぎの話ではあり

ません。あなたが持っている趣味や、得意なこと、経験値を生かして、それをお金に変えていく

スポーツ教室・・・などなど

商品やサービスを提供して、お客様からお代金をいただく

たしてそんなスキマ時間で取り組める副業などあるのでしょうか。ここでその具体的な内

副業といっても、ここではプチ起業のことを指していますので、ポイントサイトでポイントを貯

めるとか、フリマアプリで不用品を出品するといった場当たり的なお小遣い稼ぎの話ではあり

ません。あなたが持っている趣味や、得意なこと、経験値を生かして、それをお金に変えていく

スポーツ教室・・・などなど、

商品やサービスを提供して、お客様からお代金をいただく

たしてそんなスキマ時間で取り組める副業などあるのでしょうか。ここでその具体的な内

副業といっても、ここではプチ起業のことを指していますので、ポイントサイトでポイントを貯

めるとか、フリマアプリで不用品を出品するといった場当たり的なお小遣い稼ぎの話ではあり

ません。あなたが持っている趣味や、得意なこと、経験値を生かして、それをお金に変えていく

、挙げだすと

商品やサービスを提供して、お客様からお代金をいただく ≫という

たしてそんなスキマ時間で取り組める副業などあるのでしょうか。ここでその具体的な内

副業といっても、ここではプチ起業のことを指していますので、ポイントサイトでポイントを貯

めるとか、フリマアプリで不用品を出品するといった場当たり的なお小遣い稼ぎの話ではあり

ません。あなたが持っている趣味や、得意なこと、経験値を生かして、それをお金に変えていく

挙げだすと

という



 

 

一つずつ見ていきましょう。

 

 

 

まず、「モノを売る」パターンですが、これにはハンドメイドした自作品を売るケースと、商品

を仕入れて売るいわゆる「物販」とがあります。

スキマ時間でできるだけリスクを小さくしてプチ起業をするのであれば、オススメは前者です。

ハンドメイド作品を販売するケースですね。もちろん、作るための技術や、制作時間が必要に

なりますので、取り組んでから収入が発生するまでには少し時間を要します。

 

すでに何かを作る技術を持っている人であれば、その分時短できますが、一から作り方を

覚えなければならない場合は、根気よく取り組むことが必要となります。細かい作業やモノづく

りが好きな人に向いている

 

ハンドメイドにもさまざまなジャンルがありますが、実際に私のところで成果を出しておられ

る事例としては、

 

● ビーズアクセサリー

● 天然石アクセサリー

 

それぞれ月に数万円から、数十万円の収入をあげておられます。

 

 

 

次に「教える」です。これは自分が持っているスキルを他人に教えることで授業料としてお代

金をいただくというものです。

なります。

例えば、ハンドメイド教室やお菓子教室、ボイストレーニングや接客マナーなど、いずれも生

徒さんと向き合いながら

 

普段は、スキマ時間を使ってスキルアップに励んだり、生徒さんを集めるための活動を行っ

たりしながら、週末や休日などのまとまった時間で教室やレッスンを開催するという流れになる

でしょう。

 

ただ

時間にしばられることなく、全てをスキマ時間で実践することも可能になるでしょう。実際に、ハ

ンドメイドや、占い教室など、通信講座で成果を上げている方はたくさんおられます。

モ ノ を 売 るモ ノ を 売 るモ ノ を 売 るモ ノ を 売 る

教 え る教 え る教 え る教 え る

一つずつ見ていきましょう。

まず、「モノを売る」パターンですが、これにはハンドメイドした自作品を売るケースと、商品

を仕入れて売るいわゆる「物販」とがあります。

スキマ時間でできるだけリスクを小さくしてプチ起業をするのであれば、オススメは前者です。

ハンドメイド作品を販売するケースですね。もちろん、作るための技術や、制作時間が必要に

なりますので、取り組んでから収入が発生するまでには少し時間を要します。

すでに何かを作る技術を持っている人であれば、その分時短できますが、一から作り方を

覚えなければならない場合は、根気よく取り組むことが必要となります。細かい作業やモノづく

りが好きな人に向いている

ハンドメイドにもさまざまなジャンルがありますが、実際に私のところで成果を出しておられ

る事例としては、以下のようなものがあります。

ビーズアクセサリー

天然石アクセサリー

それぞれ月に数万円から、数十万円の収入をあげておられます。

次に「教える」です。これは自分が持っているスキルを他人に教えることで授業料としてお代

金をいただくというものです。

なります。 

例えば、ハンドメイド教室やお菓子教室、ボイストレーニングや接客マナーなど、いずれも生

徒さんと向き合いながら

普段は、スキマ時間を使ってスキルアップに励んだり、生徒さんを集めるための活動を行っ

たりしながら、週末や休日などのまとまった時間で教室やレッスンを開催するという流れになる

でしょう。 

ただし、これらを「通信講座」や「教材販売」というスタイルで

時間にしばられることなく、全てをスキマ時間で実践することも可能になるでしょう。実際に、ハ

ンドメイドや、占い教室など、通信講座で成果を上げている方はたくさんおられます。

モ ノ を 売 るモ ノ を 売 るモ ノ を 売 るモ ノ を 売 る

教 え る教 え る教 え る教 え る

一つずつ見ていきましょう。 

まず、「モノを売る」パターンですが、これにはハンドメイドした自作品を売るケースと、商品

を仕入れて売るいわゆる「物販」とがあります。

スキマ時間でできるだけリスクを小さくしてプチ起業をするのであれば、オススメは前者です。

ハンドメイド作品を販売するケースですね。もちろん、作るための技術や、制作時間が必要に

なりますので、取り組んでから収入が発生するまでには少し時間を要します。

すでに何かを作る技術を持っている人であれば、その分時短できますが、一から作り方を

覚えなければならない場合は、根気よく取り組むことが必要となります。細かい作業やモノづく

りが好きな人に向いているプチ起業

ハンドメイドにもさまざまなジャンルがありますが、実際に私のところで成果を出しておられ

以下のようなものがあります。

ビーズアクセサリー   ●

天然石アクセサリー    

それぞれ月に数万円から、数十万円の収入をあげておられます。

次に「教える」です。これは自分が持っているスキルを他人に教えることで授業料としてお代

金をいただくというものです。

例えば、ハンドメイド教室やお菓子教室、ボイストレーニングや接客マナーなど、いずれも生

徒さんと向き合いながら自分の

普段は、スキマ時間を使ってスキルアップに励んだり、生徒さんを集めるための活動を行っ

たりしながら、週末や休日などのまとまった時間で教室やレッスンを開催するという流れになる

、これらを「通信講座」や「教材販売」というスタイルで

時間にしばられることなく、全てをスキマ時間で実践することも可能になるでしょう。実際に、ハ

ンドメイドや、占い教室など、通信講座で成果を上げている方はたくさんおられます。

モ ノ を 売 るモ ノ を 売 るモ ノ を 売 るモ ノ を 売 る

教 え る教 え る教 え る教 え る

 

まず、「モノを売る」パターンですが、これにはハンドメイドした自作品を売るケースと、商品

を仕入れて売るいわゆる「物販」とがあります。

スキマ時間でできるだけリスクを小さくしてプチ起業をするのであれば、オススメは前者です。

ハンドメイド作品を販売するケースですね。もちろん、作るための技術や、制作時間が必要に

なりますので、取り組んでから収入が発生するまでには少し時間を要します。

すでに何かを作る技術を持っている人であれば、その分時短できますが、一から作り方を

覚えなければならない場合は、根気よく取り組むことが必要となります。細かい作業やモノづく

プチ起業といえるでしょう。

ハンドメイドにもさまざまなジャンルがありますが、実際に私のところで成果を出しておられ

以下のようなものがあります。

● がま口・革財布

    ● マクラメ編み

それぞれ月に数万円から、数十万円の収入をあげておられます。

次に「教える」です。これは自分が持っているスキルを他人に教えることで授業料としてお代

金をいただくというものです。そのため、

例えば、ハンドメイド教室やお菓子教室、ボイストレーニングや接客マナーなど、いずれも生

自分のスキルを伝授することになるからです。

普段は、スキマ時間を使ってスキルアップに励んだり、生徒さんを集めるための活動を行っ

たりしながら、週末や休日などのまとまった時間で教室やレッスンを開催するという流れになる

、これらを「通信講座」や「教材販売」というスタイルで

時間にしばられることなく、全てをスキマ時間で実践することも可能になるでしょう。実際に、ハ

ンドメイドや、占い教室など、通信講座で成果を上げている方はたくさんおられます。

まず、「モノを売る」パターンですが、これにはハンドメイドした自作品を売るケースと、商品

を仕入れて売るいわゆる「物販」とがあります。 

スキマ時間でできるだけリスクを小さくしてプチ起業をするのであれば、オススメは前者です。

ハンドメイド作品を販売するケースですね。もちろん、作るための技術や、制作時間が必要に

なりますので、取り組んでから収入が発生するまでには少し時間を要します。

すでに何かを作る技術を持っている人であれば、その分時短できますが、一から作り方を

覚えなければならない場合は、根気よく取り組むことが必要となります。細かい作業やモノづく

といえるでしょう。

ハンドメイドにもさまざまなジャンルがありますが、実際に私のところで成果を出しておられ

以下のようなものがあります。 

がま口・革財布   

マクラメ編み      

それぞれ月に数万円から、数十万円の収入をあげておられます。

次に「教える」です。これは自分が持っているスキルを他人に教えることで授業料としてお代

そのため、スキマ時間というよりは、少しまとまった時間が必要に

例えば、ハンドメイド教室やお菓子教室、ボイストレーニングや接客マナーなど、いずれも生

スキルを伝授することになるからです。

普段は、スキマ時間を使ってスキルアップに励んだり、生徒さんを集めるための活動を行っ

たりしながら、週末や休日などのまとまった時間で教室やレッスンを開催するという流れになる

、これらを「通信講座」や「教材販売」というスタイルで

時間にしばられることなく、全てをスキマ時間で実践することも可能になるでしょう。実際に、ハ

ンドメイドや、占い教室など、通信講座で成果を上げている方はたくさんおられます。

まず、「モノを売る」パターンですが、これにはハンドメイドした自作品を売るケースと、商品

スキマ時間でできるだけリスクを小さくしてプチ起業をするのであれば、オススメは前者です。

ハンドメイド作品を販売するケースですね。もちろん、作るための技術や、制作時間が必要に

なりますので、取り組んでから収入が発生するまでには少し時間を要します。

すでに何かを作る技術を持っている人であれば、その分時短できますが、一から作り方を

覚えなければならない場合は、根気よく取り組むことが必要となります。細かい作業やモノづく

といえるでしょう。 

ハンドメイドにもさまざまなジャンルがありますが、実際に私のところで成果を出しておられ

   ● レジンアクセサリー

     ● 羊毛フェルト

それぞれ月に数万円から、数十万円の収入をあげておられます。

次に「教える」です。これは自分が持っているスキルを他人に教えることで授業料としてお代

スキマ時間というよりは、少しまとまった時間が必要に

例えば、ハンドメイド教室やお菓子教室、ボイストレーニングや接客マナーなど、いずれも生

スキルを伝授することになるからです。

普段は、スキマ時間を使ってスキルアップに励んだり、生徒さんを集めるための活動を行っ

たりしながら、週末や休日などのまとまった時間で教室やレッスンを開催するという流れになる

、これらを「通信講座」や「教材販売」というスタイルで

時間にしばられることなく、全てをスキマ時間で実践することも可能になるでしょう。実際に、ハ

ンドメイドや、占い教室など、通信講座で成果を上げている方はたくさんおられます。

まず、「モノを売る」パターンですが、これにはハンドメイドした自作品を売るケースと、商品
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ハンドメイドアクセサリー教室を作り、やがて講師を育て、協会組織にして法人化してしまっ

法人化し

あなたもあなたの好きなことを活かしながら、将来を見据えたうえでのプチ起業にチャレンジ
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その後、手作りのスペイン語教材の販売を開始、これがヒットとなり再び独立。
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大手旅行会社に 12 年間勤務後、メキシコ雑貨店として独立するも半年で廃業。
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年より、好きなことを仕事にすることの楽しさと方法を世に広めるべく「趣味起業
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年より、好きなことを仕事にすることの楽しさと方法を世に広めるべく「趣味起業

」としての活動を開始。これまで約

「決定版！趣味起業の教科書」（マガジンランド）、「副業図鑑」（総合法令出版社）

「あさイチ」、フジテレビ「めざましテレビ」、朝日放送「ワイドスクランブル」、

テレビ「おはよう朝日です」、「キ

」「ケイコとマナブ」「週刊プレイボーイ」「

（社）全日本趣味起業協会代表理事。趣味起業コンサルタント（

経済産業省後援ドリームゲートアドバイザー。
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その後、手作りのスペイン語教材の販売を開始、これがヒットとなり再び独立。

年より、好きなことを仕事にすることの楽しさと方法を世に広めるべく「趣味起業

」としての活動を開始。これまで約

「決定版！趣味起業の教科書」（マガジンランド）、「副業図鑑」（総合法令出版社）
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（社）全日本趣味起業協会代表理事。趣味起業コンサルタント（

経済産業省後援ドリームゲートアドバイザー。

年間勤務後、メキシコ雑貨店として独立するも半年で廃業。

その後、手作りのスペイン語教材の販売を開始、これがヒットとなり再び独立。

年より、好きなことを仕事にすることの楽しさと方法を世に広めるべく「趣味起業
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（社）全日本趣味起業協会代表理事。趣味起業コンサルタント（

経済産業省後援ドリームゲートアドバイザー。 

年間勤務後、メキシコ雑貨店として独立するも半年で廃業。

その後、手作りのスペイン語教材の販売を開始、これがヒットとなり再び独立。

年より、好きなことを仕事にすることの楽しさと方法を世に広めるべく「趣味起業

名以上の趣味起業家を育て

「決定版！趣味起業の教科書」（マガジンランド）、「副業図鑑」（総合法令出版社）
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（社）全日本趣味起業協会代表理事。趣味起業コンサルタント（R)。

年間勤務後、メキシコ雑貨店として独立するも半年で廃業。 

その後、手作りのスペイン語教材の販売を開始、これがヒットとなり再び独立。 

年より、好きなことを仕事にすることの楽しさと方法を世に広めるべく「趣味起業

名以上の趣味起業家を育て

「決定版！趣味起業の教科書」（マガジンランド）、「副業図鑑」（総合法令出版社） 
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。

年より、好きなことを仕事にすることの楽しさと方法を世に広めるべく「趣味起業

名以上の趣味起業家を育て

「あさイチ」、フジテレビ「めざましテレビ」、朝日放送「ワイドスクランブル」、

「婦

」


