収益モデル例

験でもOK
未経
も開講可
能
宅で
自

3講座とも、
【収入】
となる
「受講料(受講生から領収する代金)」
と、
【支出】
として本部に支払う
「教材資材代」
「出張講師代」の内訳は、
以下になります。(金額は税別)
入門講座
（授業時間:2時間）

● 収入…受講料:1人10,000円

● 支出…0円 ※教材、
オンライン授業配信ともに本部より無償提供

初級講座
（授業時間:6時間）

● 収入…受講料:1人50,000円

● 支出…教材代:20,000円、
出張講師代:15,000円×受講生数

中級講座
（授業時間:6時間）

● 収入…受講料:1人50,000円

● 支出…教材代:20,000円、
出張講師代:15,000円×受講生数

上級講座
（授業時間:12時間） ● 収入…受講料:1人100,000円

事例
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● 支出…教材代:40,000円、
出張講師代:30,000円×受講生数

空き時間を有効活用して収入アップ

経営するサロンの空き時間を利用して、
【 出張講師によるスクール運営】
で開催。自社販促は、
自社HPでの告知&店内に

パンフレットを置き、
来店するお客さんに配布。加えて、
表面にサロンの広告、
裏面にスクールの広告を載せた新聞折込チラシを、
年6回近隣に3,000枚ずつ入れてみた。
月平均で、
入門講座6名、
初級講座3名、
中級講座3名、
上級講座3名の受講があった。
・
・10,000円×6＋50,000×3＋50,000×3＋100,000円×3=660,000円
収入
（月額,税別） ● 受講料・
支出
（月額,税別） ● 教材代・
・
・20,000円×3＋20,000円×3＋40,000円×3=240,000円
● 出張講師代
（入門講座は自ら講師を担う）
・
・
・45,000円＋45,000円＋90,000円=180,000円
● 広告(折込チラシ)代・
・
・(10,000円×6回)÷12=5,000円
利益
（月額,税別） ● 660,000円−240,000円−180,000円-5,000円= 235,000円

事例
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利益
（月額）

税込2５
８,５00円

10 万円で開業可能！開業後の 固定費ナシ！

お手持ち資金

副業から始めたい方、初期投資の少ない副商材を
探している方に、
お勧めです！

フランチャイズ
加盟教室募集
薬膳スクール

副業として始めた週末起業により副収入ゲット

リフレクソロジースクール

占星学スクール

自宅にて
【自社講師によるスクール運営】
で、
週末のみ開講。対面で行う授業と携帯アプリ
「ZOOM」
を使ったオンライン授業とを
ハイブリッドで開講。販促は、
ママ友達の口コミやフェイスブックでの告知を中心とし、加えて年に4回近隣に対して新聞折込

現教室、現店舗の余時間を活用し、副収入に！

チラシを3,000枚ずつ入れてみた。
月平均で、
入門講座2名、
初級講座1名、
中級講座1名、
上級講座1名の受講があった。

お一人でも開業可能。副業、企業の商材に！

収入
（月額,税別） ● 受講料・
・
・10,000円×2＋50,000×1＋50,000×1＋100,000円×1=220,000円
・
・20,000円×1＋20,000円×1＋40,000円×1=80,000円
支出
（月額,税別） ● 教材代・
● 広告(折込チラシ)代・
・
・(10,000円×4回)÷12=3,500円
利益
（月額,税別） ● 220,000円−80,000円−3,500円=136,500円

利益
（月額）

税込1５0,150円

タイプ

A

タイプ

詳しくききたい方、質問したい方のために、オンライン面談を随時開催中!
しつこい営業はしないことを徹底していますので、気軽にお申し込みください。
ウェル美ーラボ

オンライン面談

ウェル美ーラボラトリー スクール事業部 https://wellbe.la/fc 東京都品川区上大崎2-11-4松田ビルB101

お申し込みは
こちらから！

B

自社講師を養成して
スクール運営する場合の初期費用

→70万円

35万円

出張講師、
オンライン授業により
スクール運営する場合の初期費用

→20万円

10万円

※割引は全国30教室目までの特別価格です。

かかる費用は 初期費用 のみ ！

開業後固定費 は 一切かかりません。
3種類の講座から選べます

市場性
「超高齢化社会」
を迎える日本は、医師不足、病院不足という深刻な問題に直面します。
これからは、病気は
「病院に行って治す
もの」
ではなく、
「かかる前に未然に予防するもの」
であるという考えを持たなければなりません。
「予防医療」
「セルフメディケーション
(自己健康管理)」
が注目されるようになるなか、
薬膳やリフレクソロジーのように毎日自分でできる健康法を身に着けることは、
とても
有 意 義なことといえます。また、“自分らしく生きるための道しるべ”を得る学 問である「 東 洋占星 学 」は、収 入 格 差の
拡大、
ライフスタイルの多様化等に伴い、
“幸福の基準”も一人ひとり大きく異なる時代において、
学ぶ意義のある学問といえます。

次の3つの講座から好きな講座を選び、
スクールを運営していただきます。1つの講座だけ開講しても、3つすべての講座を
開講してもOK。必要な費用は変わりません。カリキュラム、教材はすべて本部から提供され、開業前にしっかり研修を

ビジネスの特徴

行いますので、未経験の方も安心して開業できます。

赤字リスクなし！

基礎からの薬膳スクール

受講生からの受講申込があったとき(=売上があがったとき)のみ、
利益から教材費が引かれるので赤字リスクがありません。

「薬膳料理」
とは、
その名の通り
「薬効がある料理」。そうきくと、
「 特別な食材や

タイプA

調味料を使った、
特別な料理」
といったイメージを持たれる方もいるかもしれませんが、

※全国30教室目までの特別価格。

知識、理論を、基礎から学ぶ講座です。空き時間に料理教室をやってみたいと

リフレクソロジーとは、
「足裏マッサージ」
「足つぼマッサージ」などとも呼ばれて

当費用には、加盟金と講師資格を
取得する約20時間の研修費が
含まれます。

初期費用

タイプB

初期費用は20万円→10万円

当費用には、加盟金と開講講座の
概要を学ぶ約3時間の研修費が
含まれます。

初期費用

のサロンを経営されている方の副収入源としてのスクール事業にもおすすめです。

東洋占星学スクール
四柱推命、
九星気学、
吉方位占いといった、
いわゆる
「東洋占星術」
と呼ばれるもの
もまた、
陰陽五行説に基づく学術的、
論理的なものです。
「見える人にしか見えない」
といったスピリッチュアルなものではなく、
周期学、
暦に基づいた理論、
数学によって
導かれるものですので、
どんな方でも
「学べば」マスターできます。なので、
あえて

出張講師、
オンライン授業によるスクール運営

※全国30教室目までの特別価格。

できる」民間医療として、
リラクゼーションとして、数千年前から世界各地で行われて
があるのか、
その理論と実技を学ぶ講座です。美容系、健康系、
リラクゼーション系

メリット

【タイプB】に比べ粗利率が高く、好きな時間に
講座を開講できる“自由”があります。自社講師に
よる講座と本部からの出張講師による講座を
開くこともでき、
3講座すべてを開講する事も可能！

自らは授業を行わず、開講講座はすべて本部からの出張講師による授業または本部から配信する授業で実施するパターン。

いるもので
（両者とも正しい名称ではありません）、何の道具もいらない「手だけで
きた
「手技」
です。なぜ足を揉むだけで美容効果、
リラクゼーション効果、医療効果

自社講師を養成してスクール運営する場合

初期費用は70万円→35万円

薬膳料理が作れます。紀元前から育まれてきた中国（漢方）由来の薬膳料理の

東洋式リフレクソロジースクール

初期費用(加盟金＋研修費)のみで、固定費はかかりません。
※受講生の教材は、必ず本部から購入することになります。

自社社員が、3講座のうちいずれか1講座の「講師資格」
を取得し、講座を展開するパターン。

決してそうではありません。スーパーで普通に買える食材や調味料を使って、様々な

思っていた方、
また飲食店事業主の方等におすすめです。

初期費用が明確で安心！

デメリット

メリット

初期費用を低く抑えられるメリッ
トと、
講師を本部から
派遣できるのでご自身の負担が少なくすみます。
しっかり概要を研修でお伝えするので、安心して
開講できます。

出張講師代またはオンライン授業配信代が支出として発生するため、
【タイプA】
に比べて粗利率が低いこ
とと、本部講師のスケジュールと相談ながら開講日程を決めますので、
ご自身の好きな日時に開講できない
場合があります。
なお、
複数の講座の講師資格を取得する場合、
1資格につき＋25万円の追加研修費がかかります。

●加盟要件…「漢方薬膳」
「東洋式リフレクソロジー」
「東洋占星学」のいずれか1種類以上のスクールを、
通年で開講し、
通年で
随時受講生を募集していることが条件となります。※通年で開講 = 毎月1日以上の開講日が存在していること。
●契約期間… 5年※最低5年間は、
加盟条件である
「通年開講、
通年受講生募集」
を行うこと。

「占星“学”」
という講座名にしました。占いに興味があり、
自ら占いができるようになり
たいという方にお勧めです。

上記3講座は、実はバラバラのものではなく、
すべて、
《陰陽五行説》
という東洋で生まれた学説に基づいた学術です。
一方、東洋では、紀元前数千年前から、独自の理論、哲学、思想が育まれてきました。それが、
《陰陽五行説》と呼ばれる
ものです。古来より東洋において国家および人々の暮らしを支えてきた
「政治」
「経済」
「道徳」
「医療」
「暦」
「建築」
「都市設計」
「食」
「天文学」
「易学」
・
・
・それらすべては、
この《陰陽五行説》に基づいて営まれてきました。
《陰陽五行説》は、
人間と自然とを
“対峙”した関係と捉える西洋の考え方とは異なり、
人間は森羅万象の大いなる営み、
摂理と“連動”した存在であるとする、
普遍的
かつ哲学的な示唆に富んだ理論、
思想です。

本部のサポート体制
初期費用に含まれるもの

初期研修

※タイプBの教室長であっても最低限“入門講座”の講師は
自ら行える知識を習得していただきます。

無償サポート

受講生への教材発送

※教材費は別途

ホームページ制作(ウェル美ーラボ公式サイト内)とSEO

受講生への修了書、賞状等の発行、発送

店のロゴ、看板、名刺、
チラシ、
パンフレットの印刷用データお渡し

マーケティングコンサルタント(年1回無償)

※教室と並行して
「薬膳レストラン」
「リフレクソロジーサロン」
「占いサロン」
の
開業を希望される方には、
専門家による開業コンサルティングを無償で行います。

定期研修会の開催(参加費無料)

※教材費に含む

