
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U・DRAFT

まちづくりプロデューサー・酒場社会学研究家

千葉県よろず支援拠点コーディネーター

上坂 理

はじめに

 

全６回

のコツやノウハウ

る今回

します。

ご覧ください。

 

みなさん、こんにちは。上坂

なりました。今回は、これまでの内容を振り返りながら、最後に私が一番伝えたい「世界観を売

ること」

 

販路開拓の手法

    

最終回になって挙げますが、一般的に販路開拓の手法は以下の表に分類されます。これら

の具体的な取り組み方については、インターネットや

過去、「起業家応援マガジン」でも専門家によって取り上げられてきましたので、あえて触れて

きませんでした。

改めて表の内容を見ると、販路開拓の手法は

の多様化と

路開拓がメインでしたが、今はインターネットを活用した情報発信に比重が移ってきました。

しかし、今までお話してきたように、これらの手法に取り掛かる前に、まずは自分らしさをしっ

かりと認識し、誰に対してモノ（商品・サービス）を売るかを考えることが大切です。
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シェアリングエコノミーとは、モノ・場所・スキルといった、使われずに眠っている遊休資産を
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アプリを通じて、場所の共有であるシェアオフィスやコワーキングスペース、使わない部屋を旅

行者に貸し出す民泊、移動手段のシェアライドなど個人間で貸し借りを行う様々なサービスが
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