
自社に居ながら受講可能！WEB開催

成長ビジネス

年間たった７カ月営業 営業利益1,000万円以上

コロナ禍でも予約殺到のグランピング事業！
成功に必要な候補地選定～立ち上げまでのポイントを大公開！！

参加
特典

・今後成長を続けるアウトドア事業の業界動向
・「グランピング」の全体像を徹底解説！
・ローコスト高収益グランピングの立ち上げ解説！

初期
投資

営業
利益率

成功モデル解説セミナー

第２
講座

全業種対象

初期投資２０００万円以下、営業利益１０００万円
初心者でも低コストで始められるグランピング事業公開！

経営者に必ず押さえてほしい新規事業参入の３つのポイント

第１
ゲスト
講座

第３
講座

まとめ
講座

☑新規事業・第2本業を初期投資５,０００万円以下で検討されている方
☑建設業・不動産業・ぱちんこ業・自動車販売業が本業で高収益・短期回収可の
ビジネスをしたい
☑本業が温浴・ゴルフ・宿泊業で事業付加し集客力・収益アップを実現したい
☑コロナの影響を受けにくい店舗ビジネス以外で新規事業を行いたい
☑薄利多売が不要な高単価ビジネスを行いたい
☑市・県から借りられる土地はあるが、活用方法が分からない

講座内容

高稼働グランピング施設のWeb設計のコツ
①グランピング集客、陥りやすい３つの罠（ワナ）！
②高稼働グランピング施設のWeb集客設計図の作り方！

株式会社 船井総合研究所 新規事業開発グループ 旅館チーム 大箸匠

株式会社 レインボー 代表取締役 伊藤諒氏

TEL0120-964-000（平日9:30～17:30）

WEBからお申込みいただけます。（船井総研ホームページ[www.funaisoken.co.jp]右上検索窓に「お問い合わせNo.」を入力ください。）→

主

催
株式会社 船井総合研究所 〒541-0041 大阪市中央区北浜4-4-10 船井総研大阪本社ビル ●お申込みに関する問い合わせ：天野 ●内容に関する問い合わせ：臼井

①11月25日 (水)

③12月 8日 (火)  

全日程
16:00~18:00

②11月26日 (木)

④12月 9日 (水) ※全日程同様の内容になります

グランピング事業参入方法解説セミナー お問合せNO．S067631 

067631

【ゲスト講師もグランピング事業初心者！】

下記１つでも当てはまる方は必ずご参加ください

２０１７年にグランピング事業に参入。前職は広告代理店に勤務。グランピ
ング事業は未経験にもかかわらず、年間わずか7ヵ月営業で、初期投資約
２０００万円、営業利益４０％超、投資回収１年半の高収益グランピング
事業を実現。

コロナ禍でも高い集客力を誇る
「グランピング事業」の成功ポイントを大公開！

２月８日 (月)

３月２日 (火)

株式会社 レインボー 代表取締役 伊藤 諒氏

２月18日 (木)

３月 ３日 (水)

好評につき
追加開催決定

好評につき追加開催決定

計４日程【13時～15時】をご用意！全てWEB受講可能！

株式会社 船井総合研究所 新規事業開発グループ 旅館チーム 臼井大地

株式会社 船井総合研究所 新規事業開発グループ 旅館チーム リーダー 西川佳孝
2021年 2021年

2021年 2021年

(ログイン開始12:30より)

新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さま、および関係者の皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

グランピング参入のための
「候補物件売上ポテンシャルレポート」

無 料



初期投資
たったの

３．キャンプと違い高単価ビジネスである

アウトドア市場はここ５年以上年平均６％で伸
びています。その成長を牽引するグランピング
の施設もここ３年で２倍以上（約５０施設→約
１２０施設）まで伸びており、コロナ禍において
も、変わらぬペースで出店が続いています。
直近の国内旅行需要増や、働き方改革による
旅行需要増など今後の時流にも適応しており、
まだまだ成長が見込まれる事業です。

2016 2017 2018 2019

ライフスタイル 832 922 1,112 1,196

登山 681 692 708 714

アウトドアスポーツ 387 419 442 458

ライトアウトドア 2,523 2,624 2,747 2,863

合計 4,423 4,657 5,009 5,231
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アウトドア市場（単位：億円）

ライトアウトドア アウトドアスポーツ 登山 ライフスタイル 合計

項目 キャンプ グランピング

立地 アウトドア アウトドア

価格 1人当たり５千円～ 1人当たり２万円～

利益 薄利多売 厚利少売

接客 最低限 中～高品質

飲食 全て自分で持ち込み・調理 施設が準備
※調理まで実施する施設も

宿泊 自らテントを設営し、宿泊 施設にテントやコテージが完備

顧客 キャンプ好き 旅行好き（アウトドア好き）

キャンプと同じアウトドア宿泊ビジネスにも関
わらず、平均客単価はキャンプの４倍。
数千万～数億円の初期投資で開業でき、
数十億～数百億円の初期投資を要するホ
テル・旅館業と同水準の客単価を獲得でき
る事業特性をうまく活かし、３年以内で投資
回収を実現する施設も多いビジネスです。

今、グランピングに参入すべき３つの理由

新型コロナウイルスの影響で多くの事業、特に
店舗型のビジネスは苦戦を強いられる中、グラ
ンピング事業は昨対超えの売上を上げている施
設が多く存在します。
アウトドアで３密を避けられる宿泊レジャーとして
コロナ共存の環境下でも伸びる可能性が高い数
少ないビジネスの１つです。

２．新型コロナ対応型ビジネスである

１．成長ビジネスである

特別ゲスト講演

①なぜグランピング参入を決めたか？
②客単価４万円でも集客できるポイントとは？
③営業利益率４０％以上を実現する運営のコツ

わずか１年半で投資回収を実現した、グランピングの運営ノウハウ～実際の収支まで

参入に必要な情報を徹底公開いただきます！

グランピング初心者の私でもできました！
実際に参入して感じたことを全てお伝えします

参加
特典

売れるプラン作りで押さえるべき３つの要素

アルバイトだけでも運営できる仕組みノウハウ

1基2回転も可能！1基単価最大化の商品づくり

自社サイトのみで最大集客！WEB設計のポイント

高稼働施設だけが知っているサイト設計ノウハウ

手間をかけずに単価アップできる商品ノウハウ

①2021年２月８日 (月)

③2021年３月２日 (火)

②2021年２月18日 (木)

④ 2021年３月３日 (水)
※全日程同様の内容になります

開 催 日 程

グランピング参入のための
「候補物件売上ポテンシャルレポート」

無 料



日時・会場

受講料

お申込み
方法

お問合せ

税抜30,000円（税込33,000円）/一名様一般
価格 税抜24,000円（税込26,400円）/一名様会員

価格

TEL
株式会社 船井総合研究所

0120-964-000（平日9:30～17:30）
●申込みに関するお問合せ：天野 ●内容に関するお問合せ：臼井

下記QRコードよりお申込みください。クレジット決済が可能です。受講票はWEB上でご確認いただけます。
または、船井総研ホームページ（www.funaisoken.co.jp）、右上検索窓にお問い合わせNo.067631を入力、検索ください。

開 催 要 項

お申込みはこちらからお願いいたします

グランピング事業参入方法解説セミナー

●お支払いが、クレジットの場合はお申込み手続き完了後の案内(メール)をもって、セミナー受付とさせていただきます。銀行振込の場合はご入金確認後、お送り
する案内(メール)をもってセミナー受付とさせていただきます。●銀行振込の方は、税込金額でのお振込みをお願いいたします。お振込みいただいたにも関わらずメー
ルがお手元に届かない場合や、セミナー開催4営業日前までにお申し込みできない場合は、下記お申込み担当者へご連絡ください。なお、ご入金が確認できない
場合は、お申し込みを取消させていただく場合がございます。●ご参加を取り消される場合は、開催3営業日（土・日・祝除く）前まではマイページよりキャンセルを
お願い致します。それ以降は下記事務局宛にメールまたはお電話にてご連絡ください。尚、ご参加料金の50%を、当日の欠席は100%をキャンセル料として申し
受けますのでご注意ください。
●会員価格は各種経営研究会・経営フォーラム、および社長onlineプレミアムプラン(旧:FUNAIメンバーズPlus)へご入会のお客様のお申込に適応とな

ります。

オンラインにてご参加

①13:00~15:00（ログイン開始12:30より）

2021年 ３月 ２ 日(火）

本講座はオンライン受講となっております。諸事情により受講いただけない場合はございます。ご了承ください
オンラインミーティングツール「Zoom」を使用いたします。Zoomのご参加方法の詳細は「船井総研 web参加」で検索

2021年 ２月 ８ 日(月）

2021年 ３月 ３ 日(水）

2021年 ２月 18日(木）

お申込み期限: 2月27日(土)

お申込み期限: 2月26日(金)

お申込み期限: 2月14日(日)

お申込み期限: 2月4日(木)開始

開始

開始

開始

終了

終了

終了

終了

オンライン受講

QRコード

３月 ３日(水）3月２日(火）

２月８日(月） ２月18日(木）
お申込み期限 2月4日(木)まで

お申込み期限 2月 26日(金)まで お申込み期限 2月 27日(土)まで

お申込み期限 2月14日(日)まで

お問い合わせNo.S067631

ご入金確認後、マイページの案内をもってセミナー受付とさせていただきます。

①13:00~15:00（ログイン開始12:30より）

①13:00~15:00（ログイン開始12:30より）

①13:00~15:00（ログイン開始12:30より）

2021年

2021年

2021年

2021年

【年末年始休業のお知らせ】12月28日(月)正午~1月5日(火)まで
※休業期間は電話がつながらなくなっております。
※Webからのお問い合わせには1月6日以降順次ご回答させていただきます。
※なお、受講申し込みはWebより24時間受けつけております。
ご不便をお掛け致しますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

F2268
検


