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　プリザーブドフラワー通販ショップオーナーにあなたもなれる？スグわかる！チェックシート（以下、「本書」
という。）の著作権及び知的所有権は、ゼロから始める年収１２０万UPのワンランク上の副業～日本初！プリ
ザーブドフラワー通販ショップオーナー養成講座～を主宰する、井上香織（以下、「甲」という。）にあります。
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著作権について

1.   甲の事前の書面による承諾なく、本書に記載された内容及び情報等の一部又は全部をあら
ゆるデータ蓄積手段（印刷物、電子ファイル、ビデオ、テープレコーダー等）により、複製、
流用及び転売（オークション含む）する事を一切禁じます。             

2.  本書に関しては、甲が本書を提供する場とした媒体より直接ダウンロードした当事者、及び
その方による編集修正を一切加えず、ダンロードしたPDFのままの転送のみ認めます。

使用許諾及び免責事項に関する定め
　本定めは、本書を受け取った方（以下、「甲」という。）と、井上香織（以下、「乙」とい
う。）との間で適用される定め（以下、「本定め」という。）であり、本書を開くことによって
適用されるものとします。

（本定めの目的）
第１条　  本定めは、乙が著作権及び知的所有権を有する、本書に置いて提供される　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
一切の情報等を本定めに基づき、甲が非独占的に個人的利用目的の範囲で使用する権利を許諾す
るものです。ただし、乙は、本書に関する情報等についての著作権及び知的所有権を甲に譲渡す
るものではありません。

（禁止事項）
第２条　  本書に置いて提供される一切の情報等は、著作権によって保護されています。甲は、乙
から得た本書に関する情報等を乙の書面による事前の許可を得ずして編集を加え再配布したり、
出版、講演活動及び電子メディア等で掲載・配信することにより、一般公開することを禁じます。

（免責事項）
第３条　  本書は、情報提供を目的としたものであり、法律関係の知識を埋めることを目的とし
たものではありません。法律上のいかなる問題及び甲が本書をきっかけに起こした行動により生
じる一切の件に関しても、乙は一切責任を負いませんので、自己の判断と責任において行動し、
必要に応じて法律、会計、マーケティング等各専門分野の専門家への相談をお勧め致します。

（損害賠償）
第４条　 甲が本契約に違反した場合、本契約の解除、損害の発生及びその額に関わらず、甲は乙
に対し、その違約金として、違反件数に１００万円を乗じて得た金額を支払うものとします。
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本書を手に取ってくださった方へ

あなたは、何を想いながら、何を求めながら、
この「チェックシート」に辿り着いたのでしょうか。

そして、あなたにとって、「お花の副業」とは、
どのようなことを意味し、どこへ向かうものですか？

ひとそれぞれ、答えは様々だと思います。

副業とはいえ、大きな、大きなモノを載せていることは、

きっと誰もが同じでしょう。

そうです。

夢、大志、社会、未来、家族の幸せ、
そんな大切なものをたくさん乗せた副業だからこそ

かけがえのない資産を得、

みなさまにより豊かな生活を送って頂きたいと思っていま
す。
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あなたと、お花の副業と未来と

しかしどうやってしたらいいの？？？
どんな知識が必要なの？？？

特別な人にしかプリザーブドフラワーは扱えないの？？？

などなどわからないことだらけ、、、

そもそも誰に聞けばいいの？

フラワーショップでの４年の勤務経験、
プリザーブドフラワー通販ショップオーナーとして８年の
経験からお伝えできる

　プリザーブドフラワーアレンジメントの技術と
　お花に特化した通販ショップ開業ノウハウを
お伝えできる唯一の存在として

妥協しない成果づくりをバックアップしていきます。

「大好きなプリザーブドフラワーで 
                                                         副業をしたい！！」



ゼロから始める年収１２０万
UPのワンランク上の副業 

日本初！プリザーブドフラワー
通販ショップオーナー養成講座 

主宰　井上香織です
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プリザーブドフラワーアレンジメントの技術と 
　　　お花に特化した通販ショップ開業ノウハウ 

この２つをお伝えできる唯一の存在

こんにちは！！

私の志命は、

自分らしく輝き 
豊かになれる女性で溢れる社会をつくること。
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誰かが喜んでくれる技術を何か一つ身につける、
それは女性が自分らしく豊かに生きていくための
一つの選択肢であると考えます

プリザーブドフラワーを通して
自分らしく輝き豊かになれる女性で溢れる社会を創るこ
とが私のお志事です
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プリザーブドフラワーアレンジメントの技術と 
　　　お花に特化した通販ショップ開業ノウハウ 

この２つをお伝えできる唯一の存在
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私には何もない。。。

贅沢なことにそんな風に思いながら少し前まで生きてき
ました

とても贅沢なことだとは思いますが
自分がそう思うのだから仕方なかったのです

真面目に何か勉強したこともなく、
何かに努力したといえるものもなく、
こんな自分をとても好きとは思えなかったのです

人が何か目標にむかって努力している姿はカッコイイ、
しかし、自分には努力が何かわからずにきました。

そんな私も今は幸せなことに
自分の志命が明確となり
それが楽しく
自分の努力で多くの方と笑顔になれるのなら
いくらでも頑張っちゃう

そんな私です＾＾
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プリザーブドフラワーアレンジメントの技術と 
　　　お花に特化した通販ショップ開業ノウハウ 

この２つをお伝えできる唯一の存在
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恥ずかしながら、、、
みんなが大学へ行くから進学しました

両親に行かせてもらうのに
いったい自分は何をしたいのか全く明確ではなく
当時何を勉強したいのか考えた末
唯一興味を持てたのが心理学
在学中に最終的には社会福祉を専攻

ここでも推薦入試で通らせていただき
努力を知らずにきたことが
ずっと私を悩ませるものとなったのでしょう

その後、神様はやはりちゃんと私に試練を与えてくれま
した

いくつかのストーリーを知る仲間からは本にしたいくら
いね、
なんて既に言われています＾＾

これからは皆さまとのハッピーストーリーで
いっぱいにしていきたいと思っています
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プリザーブドフラワーアレンジメントの技術と 
　　　お花に特化した通販ショップ開業ノウハウ 

この２つをお伝えできる唯一の存在
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私が唯一、
楽しみながら続けてこられたお花の仕事を

何か技術を身につけて
自分らしく輝きたいと願う女性の選択肢の一つと
して選んでいただき

一人でも多くの女性と共に 
                                              私にも出来た！！！ 
          の連鎖を日本中で巻き起こしたい 

そのために日々、勉強し、自分自身を高め、
より良いものをお伝えしていきたいと考えています
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なぜ、今、プリザーブドフラワーの通販なのか？
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ITインフラの整った今、
誰もが通販ショップのオーナーとなることができる
時代となりました。

つい１年半程前までは、数万円の固定費は当たり前に必要
でした。
それが今、大手ショッピングモールの出店料が無料となった
り
手軽に出品できるサイトが増えてきたり、
低価格の固定費で出品するこのできるモールもあったりと
どなたでもリスクなく始められるようになりました。

言うまでもなく、インターネットは日進月歩の世界です。

そんな時こそ、 
確かなお花の技術 と 

お花に特化した通販ショップ開業ノウハウ 
を学んで 

なんとなく出店する方とは違う、 
大きな一歩を踏み出してみませんか？
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趣味で終わらせるのは卒業しませんか？
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あなたにはこんな経験や思いはありませんか？
または周りにこのような人はいませんか？

●今のお仕事を辞めるわけにはいかないけれど、 
　　　　　　　　　もう少し収入があったらなあ、、、 
●お花の教室に行ったことはあるけれどそれっきり、、、 
●楽しいことで副業したいなあ、、、 
●自分らしく輝けること、何かないかなあ、、、 
●自宅でできる副業ないかなあ、、、 
●旦那様のお給料が１２０万UPするのには何年かかる？ 

でも、何から始めたら良いのかわからない、、、
自分に何ができるのかわからない、、、
誰も教えてくれないし、、、

そんなあなたも、 
お花の技術と、私が８年かけて得た 

お花に特化した通販ショップ開業ノウハウ、 
この２つを学べば 

今の生活から一歩踏み出した新しいあなたに出逢えます！
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自宅に居ながら出来る副業を身につけるには
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副業といえば、、、
やはり自宅に居ながらしたい！
と言う方はとても多いでしょう。
他にも家事、育児、介護、パートタイムのお仕事
など抱えておられることは様々
また環境も常に変化していきます

移動範囲は最小限に
交通費はかけずに
これがおそらく理想の形でしょう

　　大好きなお花を販売したいなあ・・・ 
でもどうやってネットで販売するの？
どんなの作ればいいの？
どんな知識が必要なの？
どうやって材料を仕入れたらいいの？

そんな時、 
プリザーブドフラワーアレンジメントの技術と 
お花に特化した通販ショップ開業ノウハウ 
この２つを一緒に学べたらどうでしょう？
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本書の使い方
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ここでは今、本書を受け取ってくださっ
たあなたが
プリザーブドフラワーアレンジメントの
通販ショップオーナーというお仕事を副
業で行っていくことがふさわしいかどう
か　現在の自分の位置を把握するための
もの、です。

プリザーブドフラワー通販ショップオーナーに 
あなたもなれる？スグにわかる！ 

チェックの基準は、
この機会に自分を知る、

という素直な気持ちでつけてみましょう。

理想ではなく、
今の自分を　”客観的”　に、知りましょう
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本書の使い方
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本書には、
まさに副業として、
プリザーブドフラワーアレンジメントを制作し、
通販サイトで販売するための
３０の秘訣である各項目が、
センス・能力面・性格、の３つに分かれています。

～３つのチェックポイント～

１、プリザーブドフラワーアレンジメントの
　　制作に向いているか

２、通販ショップのオーナーとして向いているか

３、副業として向いているか



プリザーブドフラワー通販ショップオーナーにあなたもなれる？スグわかる！チェックシート

Copyright(C)2016 Re incarnation.All Rights Reserved.

　１⇨５（とてもそう思う）
センス
・こだわりがある 　　　　　　　　　　  １・２・３・４・５
・美術が好き                                                   １・２・３・４・５
・綺麗なものが好き                    　　　　   １・２・３・４・５

能力

性格
   ・好きなことに没頭する方だ 　　　　 　１・２・３・４・５
・何事もきっちり仕上げたい方だ  　　　１・２・３・４・５
・人に優しくするのが好き 　　 　　　　１・２・３・４・５
・人に喜んでもらうのが好き 　 　　　　１・２・３・４・５

１、あなたはプリザーブドフラワーアレンジメント
の制作に向いてる？

  ・手先が器用である  　　　 　　　　        １・２・３・４・５
  ・フラワーアレンジメントの経験がある   １・２・３・４・５
  ・インターネットの仕組みがわかる　       １・２・３・４・５

１
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　１⇨５（とてもそう思う）

センス
・自分で何かを作り上げるのが好き  　      １・２・３・４・５
・自分を表現したいと思う　　　　　　    １・２・３・４・５
・何事も自分が納得するまでしたい　　　１・２・３・４・５

能力

性格
 ・メール対応等迅速な対応を心掛けることができる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １・２・３・４・５
 ・コツコツとする作業が苦手ではない　    １・２・３・４・５
 ・梱包作業が出来る　　　　　　　　   　 １・２・３・４・５
 ・人と直接会って販売するのは苦手 　　   １・２・３・４・５

・どんなお客様の意見にも 耳を傾けることができる 　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１・２・３・４・５
・物事の全体を捉えることができる  　　  １・２・３・４・５
・責任ある行動をとることができる　        １・２・３・４・５

２、あなたは通販ショップオーナーに向いてる？

２
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　１⇨５（とてもそう思う）
センス
・お客様からお金をいただくことに抵抗がない
　　　　　　　　　　　　　　　　  　      １・２・３・４・５
・空いた時間を有効活用できる　　　　　１・２・３・４・５
・集中力はある方だ　　　　　　　　　　１・２・３・４・５

能力

性格
 ・今叶えたい夢がある　　　　　　　　　１・２・３・４・５
 ・今より自分をレベルアップさせたい　    １・２・３・４・５
 ・今より豊かな生活を送りたい　　　　    １・２・３・４・５
 ・一目置かれる存在となりたい　　　　　１・２・３・４・５

・自分で仕事を生み出すことができる　　１・２・３・４・５
・イベントの企画、運営が出来る  　　  　１・２・３・４・５
・段取りが上手　　　　　　　　　　        １・２・３・４・５

３、あなたの副業として向いてる？
３
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採点してみよう、気になる評価は？
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全３０項目

あなたはの選んだ数字の合計は
いくつでしたか？□
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採点してみよう、気になる評価は？
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全１５０点中・・・

７０点未満の方は 
とても不安でしょう。

自分をとても低く評価される謙虚な方や
自分は何も出来ない、と思っている状態です。

しかし、この点数に落ち込む必要はありません。
それは、プリザーブドフラワーアレンジメントを習ったこ
とがなければ、パソコンを使ったことがなければ、
誰もはじめはゼロからのスタートだからです＾＾

きっと、昔の自分の通信簿を見ているかのよう・・・
という方もいらっしゃったでしょう。

大切なことは、これからどうしたいか。

出来ないと思っていたことができるようになる

そんな未来の自分に会ってみたいですよね！！
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採点してみよう、気になる評価は？
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全１５０点中・・・

７０点以上～１２０点未満の方は 
出来るのかなあ・・どうなのかなあ・・・ 
と思われているでしょう。

これまでの経験から、人並みではあると思えている方で
すね！！

それは本当に人並みかもしれませんが、スキルやセンス
をちゃんと身につけることができれば、人並みから抜け
出ることができるものだと考えることができますね！

何をやっても中途半端、普通、そんな自分からステージ
を上げるチャンスと思って身につけた時の自分を想像して
みましょう。

大切なことは、これからどうしたいか。

一歩踏み出すかどうかで、未来は大きく変わります

どんな未来の自分に会ってみたいですか！？
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採点してみよう、気になる評価は？
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全１５０点中・・・

１２０点以上～１５０点未満の方は 
出来そうじゃん、 
と思われているでしょう。

すぐにでも形にできる方ですね！

あなたにしかない世界観で、
あなたのお店をオープンさせましょう！！

あなたの周りの方が喜んでくださる光景が目に浮かんで
きそうですね！
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採点してみよう、気になる評価は？
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チェックをされてみてあなたの点数を出してみてい
かがでしたか？

実は今まで
こういうことをしてみたいと思っても
技術の面、能力の面
そういったものが両方叶う場所がなく
一歩踏み出せずにいる方が多かったのです

そんな方の夢を私も叶えたいと思っていましたので
企画を考えてみました

それが
プリザーブドフラワーアレンジメントの技術

と 
お花に特化した通販ショップの開業ノウハウ 
この２つを一緒にお伝えできる唯一の場所

なのです
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講座を受講される方へのお約束
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■成果を出したい人への最高のバックアップ 
１、失敗しない、遠回りしない、
　　お花のネットショップオーナーになるための
　　技術と開業ノウハウを提供します

２、好きなことで楽しく自分磨きをしながら
　　副収入を得ることによって
　　自分らしく輝いていけるようにサポートします

■共に応援し、共に成長し、共に豊かになる 
同じ想いを持った仲間と共に応援し、成長し、
豊かになることができる、
そんな卓越したサポート環境を全力で提供します

■ビジネスを続けていく限り 
夢を叶える唯一の魔法、それは諦めないで続けること
あなたの挑戦と発展を、いつもそばで応援します
あなたが諦めない限り
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１、売上とビジネスの成長 
頑張った分だけの収入が得られます
収入が増えてくると、
より良い商品を提供できるようになっていきます。
更に、より高い売上を目指すステージへ
レベルアップすることができるので、
　本来、本当に実現させたい夢を叶えるための
次のステップを築くことも目指せます

２、やりがい 
自ら企画し、運営ができる、
あなたのショップを持つことができます！

自分の作品を欲しい！というお客様がいる喜び
「感動させ」「感謝される」 
さらにはそれが売上となって戻ってきます。

３、仲間 
本講座で出逢う輝く女性たちと
「お互いの悩みを解決し合い、共に応援し合える」
かけがえのない関係を築けます。
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４、あなた自身の人生が加速・ 
　　　　　　　　　　　成長する喜び 
プリザーブドフラワーの技術と、
お花に特化した
通販ショップ開業ノウハウをマスターすることで、
あなた自身が一番成果を実感することでしょう。

収入が１２０万UPしたら、どんなことをしたいです
か？
家族との旅行にも行けますし、
　　　　　　　自分へのご褒美もできますね＾＾

５、人間性・カリスマ性 
他のお花屋さん、他の通販ショップではなく、
「あなたに」お願いしたい、と思われるカリスマ性
ワンジャンルで突出した専門性を持ち、
成果を出すことによって、
一目置かれ、際立つ存在として、
　　　　　　　　　　愛され、憧れる存在となります。
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ひとそれぞれ環境は千差万別。

だからこそ、今ある環境に負けず、
自分の手でその環境をも変えられる
チカラを持つことが、豊かさへの第一歩。

お花の技術と
お花に特化した通販ショップ開業ノウハウを学び、恐れず、
成果への一歩を踏み出すことができ、
私にもできた！と成果を確実に積み重ねていける、
そんなサポートを挑戦する多くの人に提供していきます。

私から、そして私の周りから、
小さくても

”私にもできた！”　と　”一緒につかむ幸せ”
の連鎖を起こしていきます。

１０年、５０年、１００年先にも、

「自分らしく輝く女性で溢れる社会にする」
という、志命を実現するために。

ともに掴む幸せ
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 受講生さんのお声（お花の技術講座終了後のお声）
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①受講しようと思ったきっかけは何ですか？ 

　 きっかけは、１人で外に出るのが苦手な私でも自宅でお
仕事が出来るというのが魅力的でした。子育ても終わり
新たな生きがいが欲しいとも思いました。（香川県在住.
おっとりNさん） 

  趣味を趣味だけに終わらせたくなかったからです。（香
川県在住.おっちょこちょいTさん） 

  Facebookで井上さんの投稿を見て、これなら自分にもで
きそうと思ったから。（長野県在住.Mさん）
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 受講生さんのお声（お花の技術講座終了後のお声）
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②受講する前に抱えていた悩みは何ですか？ 

　 初心者の作った作品を売ることが出来るのか？それはと
ても心配でした。お花の（プリザーブドフラワーの）知
識もありませんでしたのでそれも不安でした。（香川県
在住.おっとりNさん） 

  受講が終了してから自分１人でやっていけるのかなとか、
商品を買ってくれる人がいるのか。。。（香川県在住.
おっちょこちょいTさん） 

  30歳目前になって無職でいたので、何か手に職をつけな
ければと思っていた。（長野県在住.Mさん）
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 受講生さんのお声（お花の技術講座終了後のお声）
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③受講したことによって 
　　　　　　その悩みはどうなりましたか 

　　まだ②についての不安はありますがプリザーブドフラ
ワーの魅力にハマっています（笑）技術面ではたくさん
作って腕を磨いていかないといけないと思っています。
ショップをオープンするのもオリジナル作品はどのよう
に作ればいいのか。。考えていますが思いつかずその辺
りのアドバイスも希望したいです。（香川県在住.おっと
りNさん） 

  悩み、不安はまだあるけれど作品を作っている中で、少
し自信が付いたり先生や一緒に受講している方と話して
いるとホッとします。（香川県在住.おっちょこちょいT
さん） 

  プリザーブドフラワーを学んで、自分に自信がついた。
（長野県在住.Mさん）
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④受講をおすすめしたい方はどんな方ですか 

　　私は外で仕事をしていないためサイドビジネスとは考え
にくく、私と同じような子育てが終わった方や外に出る
のが苦手な方たちの楽しみ、生きがいになればいいなと
思います。（香川県在住.おっとりNさん） 

  私みたいに趣味を趣味で終わらせたくない方とか、自分
自身が変わりたい方、少しでも興味が湧いた方にお勧め
したいです。（香川県在住.おっちょこちょいTさん） 

  持病等があり、なかなか外で働けない人に勧めたい。（長
野県在住.Mさん）

受講生さんのお声（お花の技術講座終了後のお声）
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本気で、 
プリザーブドフラワーアレンジメントの 
通販ショップオーナーとして 
副業を始めていきたいという方を 
私も心から応援していきたいと想います。

明日から届くメールを 
楽しみにしていてくださいね
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明日から届くメールを
楽しみにしていてくださいね
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