
「おうちワークアドバイザー」
認定講座

感謝されながらブログで幸せになる人を増やせる！
あなたにもできる！

2期生 Day1 2019年10月9日(水) 13:00-15:00

(c)2018 一般社団法人 日本おうちワーク協会



おうちワークアドバイザー受講の際のお約束

１、積極的に参加する

２、お互いを尊重して認め合う

３、心を開く

(c)2018 一般社団法人 日本おうちワーク協会



今日のゴール

１．おうちワーク協会の理念と概要を理解する

２．目標を立てて発表する

３．講師ブログの構築方法を理解する

４．魅力的な自己紹介を作成する

(c)2018 一般社団法人 日本おうちワーク協会



自己紹介(1分で！)

(c)2018 一般社団法人 日本おうちワーク協会

１．お名前

２．今どんなことをしているか

３．最近あったよかったこと



非営利型一般社団法人

日本おうちワーク協会
理念

(c)2018 一般社団法人 日本おうちワーク協会



一般社団法人 日本おうちワーク協会

理念
「楽しくおうちで働く人を創り出す」

～家族の笑顔のそばで、自らも輝く人生を～



理念
「楽しくおうちで働く人を創り出す」

～家族の笑顔のそばで、自らも輝く人生を～

目的
１、おうちワークアドバイザーを職業として確立する

2020年までに、全国で55名のおうちワークアドバイザーを輩出する

２． 家族のそばで自宅で働くという選択肢を広め、おうちワークを職業
として確立する。2028年までに、おうちワーカーを15万人輩出する

（共働き世代の1,456万世帯の1％＝約15万人を目指す）



認定講座の全体

おうちワーク協会公式メルマガ

初級講座
ブログ de おうちワーク講座

Master
おうちワークアドバイザー

認定講座

Specalist
認定講座

教えることが
できる

初級講座を開設できる

マスター講座を開設できる

月3万円
ブログで
稼げるスキルを
身に着ける

3か月間 4時間×3回 12万円

・自分のWordpressブログを持ち
・アドセンスの審査に合格
・月3万円を稼ぐ基礎知識とスキルが身につく

3か月間 2時間×6回＋試験
認定試験料金
認定料金
年会費

2か月間 5時間×4回
認定試験料金
認定料金

・教材・教え方・集客・販売を協会がサポート
・自分1人では教えられないけれど、人の役に立ちたいと思っている人

無料の情報提供



おうちワーク協会の認定講座



到達レベル

時間

【無料セミナー】人に感謝されながら収入も得られる「おうちワークアド
バイザー」になる方法
・おうちワークアドバイザービジネスモデル ・情報発信、講座開設をす
ることで得られるメリット（お金はもちろん、自信、感謝、仲間など）

Step１【おうちワークアドバイザーのGoalと情報発信の基礎】
・褒めるワーク
・どんな人に感謝されたい？過去の自分を振り返る
・情報発信の基礎（目的と方法）
・おうちワークアドバイザーの集客、販売ステップ

ゴール

Day1

Day2

Day3

Work：
・24秒自己紹介の作成

自ら集客し、講座を開催できる

おうちワークアドバイザーになるまでの道のり

Step２【無理せず集客♪ブログ、SNSの効果的な活用】
・情報発信ブログ、Twitter、Line＠、メルマガ
・それぞれの目的と活用方法、開設

Step３【自然体セールス♪ネット上の仕組み作りと対面販売】
・販売LPの構築 ・お茶会での対面販売方法

Step４【オウンドメディア完成、情報発信のスタート】
・オウンドメディア（ブログ、LP）の基本設定と情報は記入済
・SNSの開設と基本情報、ブログとの連携

Day4

Step５【講座の開催手順、分かりやすく教えられる先生になる方法】
・講座の開催方法（準備物、流れなど）
・教え方のコツ

＜講師用＞

Copyright ©2018 (社）日本おうちワーク協会 All Rights Reserved



⇒認定講師として活動していく上で全てのステップで協会のサポートが得られます



• ブログdeおうちワー
ク講座の講義のデモ
講義動画マニュアル

• はじめてでもできる
プレゼンテーション
練習と基本

• 認定講師としてのふ
るまい

• 生徒さんへのマイン
ドセットの教え方

• おうちワークアドバ
イザー認定講座メン
バーサイトへアクセ
ス

• ブログdeおうちワー
ク講座のテキスト

• 生徒向け学習用動画
コンテンツの利用可
能・特典配布可

• GoogleAdsense合
格最新情報シェア

• 講師ブログ専用テン
プレートでブログ開
設＆SEO集客

• SNS方法
(Facebook,Twitter
集客活用方法）

• セミナーポータル活
用方法

• リアル地域集客方法
(協会集客用チラシ＆
ポスターテンプレ）

• 協会メルマガ・理事
メルマガによる紹介

・SNS・リアル集客実践

• 魅力的な20秒自己紹
介作成ワーク

• 講座販売方法

• 講座販売の為のセミ
ナーセールス手法
（レジュメ提供・セ
ミナー解説動画）

• 協会独自LP利用によ
る販売ページによる
講師の販売ページ作
成

・営業（ロールプレイ）
研修

• 認定講師コミュニ
ティへの参加権利

• 認定講師同期生コ
ミュティグループご
招待権利

• 認定講師質問（生徒
さんからのQ&A対
応）グループチャッ
ト参加権利

• 隔月定例の集客・販
売のオンライン勉強
会への参加権利

• 年1回の協会総会へ
の参加権利

おうちワークアドバイザーになると得られるもの
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＆

講師会員

ビジネス実践講座



（ｃ）2019 非営利型一般社団法人日本おうちワーク協会

おうちワークアドバイザー
認定講座開催日程
2019年【第2回】講座開催予定
• １日目：2019年10月9日（水）13:00～15:00
• ２日目：2019年10月23日（水）13:00～15:00
• ３日目：2019年11月6日（水）13:00～15:00
• ４日目：2019年11月20日（水）10:00～12:00
• ５日目：2019年12月4日（水）13:00～15:00
• ６日目：2019年12月14日（土）13:00～17:00

（実施場所：首都圏＋オンライン受講可能です。後日動画での受講もできます。）
※申込締め切り：２０１９年１０月３日（木）まで

おうちワークアドバイザー認定講座



（ｃ）2019 非営利型一般社団法人日本おうちワーク協会

認定講座のスケジュール（予定）

(c)2018 一般社団法人 日本おうちワーク協会

1日目
・将来の「自分ビジョン」をつくるワーク
・講師プロフィール作成（ヒーローズジャーニーインタビュー）

2日目
・講座開催の心構え
・ブログdeおうちワーク講座の内容理解＆教え方伝授

3日目
・ブログ講師として講座練習実践ワーク
・はじめてでもできるブログ添削＆アドバイス実践ワーク

4日目
・フロントセミナーの内容
・フロントセミナーの開催方法
・フロントセミナー実演練習

5日目
・講師の為のWEB集客＆販売方法
・先輩講師の実体験やアドバイス会（集客・セミナー・販売までの流れ）

6日目
【筆記試験】＆【プレゼンテーション試験】
（プロフィール写真撮影）



（ｃ）2019 非営利型一般社団法人日本おうちワーク協会

「おうちワークアドバイザー」資格認定までのプロセス
おうちワークアドバイザー（®申請中）認定講座 受講（計 2時間×6日間）

認定試験申し込み

『おうちワークアドバイザー認定試験』

プレゼンテーション試験／筆記試験（講座最終日に実施）

認定試験合格

『おうちワークアドバイザー』として活躍

おうちワークアドバイザー認定

おうちワークアドバイザー講師会員入会



一般社団法人日本おうちワーク協会

子供のそばで家族の笑顔の為に
「おうち」で働けるようになる

「ブログdeおうちワーク」
認定講座

資格名：おうちワークアドバイザー
®申請中



１．アフィリエイトが成長市場だから（前年比10％以上）

２．初期投資が低コストではじめて、リスクが少ないから

３．ＷＥＢ上にブログ資産をつくることで、自動収入を得られる

４．自分で働く時間を管理できる

５．WEBマーケ、Ｗｏｒｄｐｒｅｓｓ構築、ＷＥＢ集客のスキルが身につき、
他のビジネスにもつながるから

今あなたがブログを始めるべき5つの理由
～ブログはＷＥＢ上の不動産～

2020年までに
3,500億円



＜2級講座概要＆ベネフィット＞

＜Ａさんはどんな人？＞
小さい子供がいるなど「制約」があり、外に働きに行けない人。
子供の第一子出産後、育児休職中。子供の教育費、マイホームのローン返済中、老後の資金など自
分も家族の為に働きたいが、実家が遠く頼れる人が周囲におらずワンオペ育児＆家事と、仕事を両立
できるか不安に思っている人。

【講座概要】3か月間、4時間×3回対面講義とオンラインサポート（12万円・15万円）
初心者でもWordpressブログの設定完了、Googleアドセンスの審査合格
SEOの基礎と月3万円稼げるスキルが身につく

【独自性】 業界はオンラインが中心なので対面講義と少人数制ワーク。
普通の主婦が稼げるようになったブログノウハウをコンテンツ化。

【ベネフィット】
• ブログで月3万円の自動収入ブログの作り方を学ぶことができる
• 生徒や講師のコミュニティに所属することで仲間ができる
• 自分のペースに合わせて自宅で働くことができるようになる



ブログdeおうちワーク講座

• 3回（4時間×3回）、6回（2時間×6回）

• 講義内容

レッスン内容
LESSON-1 ブログを仕事にして成功するためのマインド構築法
LESSON-2 検索で上位表示して、ファンを増やすためのSEOライティング
LESSON-3 ブログネタ戦略とネタの探し方
LESSON-4 関連キーワードと連想キーワードでブログの訪問者を増やす

キーワード選定方法
LESSON-5 効率的にブログを育てるブログ運営方法
LESSON-6 ブログが楽しくなる継続方法



ブログdeおうちワーク講座の進め方

１講義の時間が２時間 講義×ワークで受講生の理解を深める

1. 挨拶（ Opening ）「これからブログdeおうちワーク講座のLesson1をはじめます。」＆アイスブレイク
Good and New！：10分（講座の初回は受講生の自己紹介があるので15分）

2. 講義（Lessonを説明する）：45分
3. 講義部分の振り返り：5分
-------------------------休憩--------------------------------
1. ワークの時間：45分
2. 1日の振り返り：10分
3. 写真撮影（必ず毎回集合写真を撮って、SNSにUPするようにしてください。

2枚（普通のポーズとおうちワークポーズを撮るようにしてください。）3分
4. 次回までの連絡事項：2分



ブログでの稼ぎ方を理
解する

Lesson0
Wordpressブログ

を開設する

Lesson0
Google Adsenseの

審査に合格する

ブログスクールを
最大限活用する方法

SEOとは？
キーワードの理解

を深める

ブログの成⾧曲線
を理解する

作業量・記事数

SEOライティング
で記事が書けるよう

になる

Wordpressの基本操作
記事投稿ができる

タイトルが
つけられるようになる

ブログの記事を
書く（継続）

ブログを育てる

ブログで成功する秘訣
正しいノウハウ

×
継続する力

キーワード選定が
できるようになる

自分のブログの育て方
基本方針を決める

ライバルチェックが
できるようになる

ブログ運営の
ステップを理解する

ネタ選定が
できるようになる

目標設定
計画をたてる

STARTSTART

GAOLGAOLGAOLまでの道のり



ブログdeおうちワーク講座
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ブログ運営の
ステップを理解する

ネタ選定が
できるようになる

目標設定
計画をたてる

STARTSTART

Wordpress構築講座

Google Adsense合格サポート講座

Lesson1

Lesson2

Lesson3

Lesson4

Lesson5

Lesson6

GAOLまでの道のり GAOL：月3～10万円を稼げるようになるGAOL：月3～10万円を稼げるようになるブログで成功する秘訣
正しいノウハウ

×
継続する力

ブログdeおうちワーク講座の目標とゴール
1. 『ブログを仕事にする』ことについて理解し、成功する

ためのマインド身に着ける
2. ブログを収益化するための正しい知識をつける
3. ブログで月3万円～10万円の収益を目指すための作業が

できるようになる



状況

・子育て中の専業主婦で働きたくでも
働きにいくことができない
・転勤族の旦那の為場所を選ばずにで
きる仕事をしたい
・旦那の収入に頼らずに自立した収入
がほしい

数字
・自分の収入がない

キーワード

・一人でさみしい、孤独な子育てマ
シーン、学費やマイホームローンなど
のお金の不安がある、自分の為にお金
を使うことに引け目がある、自立した
い

イラスト

【Before】 【After】

状況

・自分自身の収入が得られるようにな
る
・金銭的な余裕から精神的にも余裕を
もつことができ、家族に優しくできる
ようになる
・ブログを書くことで社会とのつなが
りを持つことができる
・ブログからの収入を得るノウハウを
知ることができる
・ブログを書く仲間ができる
・仕事をする時間と場所を選ばないた
め、子供の病気や家族の転勤などに対
応できるようになる

数字
・月3～10万円稼ぐノウハウ身に着けら
れる

キーワード
・経済的自由、プチ贅沢、自分へのご
褒美、家族旅行、外食、

イラスト

STARTSTART

GAOLGAOL



• 社会貢献に貢献することができる

• 認定講師という社会的信頼性にあるポジションが得られる

• 情報発信として自分1人でコンテンツ作成、集客のリスト取り、セールスプロモーションを行わないとできないが

、協会のバックアップのもと、認定講座を受けるだけですぐに講座を開設できるようになる

• 業界の最新情報を、実際に講師・生徒から得られることができる

• 同じ認定講師の仲間ができ、コミュニティの中で活躍することができる

• 協会ＨＰに講師として掲載ができる

• 協会ＨＰや公式メルマガにて初級講座やイベントの案内を掲載できる

• 認定講師が参加できる「勉強会」を定期開催し講師としてのスキルアップができる

• 実績を出した認定講師を表彰する。

• 認定講師に対してのブログ収益アップの為の勉強会や相談会を実施

• ASP特単やTOPアフィリエイターからの情報提供がもらえる

認定講師になることのメリット



＋月10万円の収入を得るためのシュミレーション

■現在の収入にプラスして月10万円の収入を得るには？

＜収入例：0期生の講師の例＞

ブログでおうちワーク講座×5人×60％＝450,000円

約3か月間の講座なので、

→１か月で約15万円の収入となる。

＜講座の報酬の分配方法＞

講師集客の場合 講師６：協会４

協会斡旋の場合 講師３：協会7

基本の考え方

（講師３、集客３、協会３、事務費用１）



集客全体像と
お金の流れについて

(ｃ)2018 一般社団法人日本おうちワーク協会



(ｃ)2018 一般社団法人日本おうちワーク協会

講師：集客：協会：事務費用
３：３：３：１

※利益を上記の配分で分けます。

基本方針：講師自身が集客し販売ができるための体制を整えること。



協会HP
・メルマガ登録LP

・Line＠登録

チラシ
設置

ポスター
設置

チラシ
ポスティ

ング

講師HP

SEO
Face
book Twitter

フロント
リアルセミナー

フロントWEB
セミナー

個別WEB相談会

フロントリアル
相談会・お茶会

講座の申し込み

（講師集客に該当するケース）

セミナー
ポータル



（講師集客に該当するケース）

講師ブログ
・メルマガ登録LP

・Line＠登録

チラシ
設置

ポスター
設置

チラシ
ポスティ

ング

協会HP
・講師紹介

フロント
リアルセミナー

フロントWEB
セミナー

個別WEB相談会

フロントリアル
相談会・お茶会 講座の申し込み

卒業生の紹介

※お友達紹介キャンペーン：
紹介者と入会者に各1万円の割引＆
キャッシュバックを行う。

講座無料見学

リピーター受講

※卒業生に対して再受講を3割の価格に
て提示する

SEO
Face
book Twitter

セミナー
ポータル



（協会が仕事を斡旋する場合）

WEBセミナー

ステップメール

講座の販売

講師とのWEB相談会

協会メルマガ

協会集客は号外広告やアフィリエイト利用する

アフィリエイト報酬を発生させる
・メルマガ登録500円
・講座受講10,000円

号外広告はリスト取り（1回10～30万円）など
も含めて今後検討していく。

リアルセミナーリアル相談会

※途中でリアルセミナーや講師との個別WEB相談などの参加経由になった場合には、講師の集客とみなす


