
グランピング事業参入方法
解説セミナー

2021年 8月3日 (火)   8月19日(木) 8月31日 (火)

9月9日 (木) 9月22日 (水) 9月29日 (水)
開催時間

13：00▶15：30ログイン開始 12：30～
新型コロナウイする感染症に羅患された皆さま、および関係者様の皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

ＰＣ・スマホで セミナー参加！

TEL0120-964-000 （平日9:30～17:30）

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 グランピグ事業新規参入解説セミナー お問合せNO．S074038 

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。）→ 074038

【初心者が知りたいこと】 全てお届け！フルサポート！

ゲスト講師の２人「も」初心者から参入

※グランピング事業参入をご検討の
経営者様向けのＷｅｂセミナーです。

不安・疑問・分からない！はこのセミナーで解決！ 投資回収３年可能

全日程オンライン開催

https://sugomori.hyogo.jp/

これがＳＮＳで“噂”の建築屋さんが始めたグランピング！
広告費０円。
初期投資８,０００万円！営業利益２,５００万円（約５６％）！
投資回収３．３年！の高収益×短期回収ビジネスの全貌公開

建築のプロが素人で参入して、稼働率平均５５％のその秘訣は？

「グランピング事業」の立ち上げから運営までのノウハウを大公開！
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【ゲスト講師】
株式会社ハウスインフォ 代表取締役
株式会社ＳＵＧＯＭｏＲＩ 取締役

福永 義正氏（一級建築士）
就職から現在まで建築に携わりながら、周辺事業へと事業を展開。建築工事で
保育所に携わった経験を活かし、申請から工事、運営までワンストップでサポート
できる体制で地元姫路を中心に数多くコンサルティングを展開。昨年からＳＵＧＯ
ＭｏＲＩリゾート生野高原を運営し、さびれた別荘地の再生プロジェクトに参画。

次々と新たな仕掛けを打ち続けるその想い、永続ビジネスモデルとは？

１３０人以上の経緯者が
参加されています。

【問合せ増のため、追加開催】 「 グランピングに新規参入したい 」の問合せが、急増！

※事業再構築補助金を活用して、年内参入を！



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
設もここ数年で約３００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。つまり、アフターコロナで、国内旅行市場
の爆発は、ほぼ確実！と言えるでしょう。あの時、
参入しておけば良かった、、、と後悔しませんよう
に！

新規参入の不安を解消する❸つのポイント

グランピング事業の参入と運営で知らなければならない
全てのポイントをカンタンかつ、具体的に解説します！
①市場・競合調査、②事業シミュレーション、
③コンセプト・商品設計、④販促設計、⑤オペレーション設計
の５点について具体的な事例と膨大な調査から解説します！

ゲスト
講演❶

スモールスタートで成功した伊藤氏と既存事業のノウ
ハウを組み合わせて成功した福永氏によるグランピン
グ事業参入方法を解説していただきます。実際に、素
人からグランピング事業に参入したお二人なので、説
得力が違います！参入を迷われている経営者にとって、
背中を押される話ばかりでしょう。

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

・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！

・経営者に必ず押さえてほしいグランピング事業参入のポイント

第４
講座

まとめ
講座

・グランピング施設の立ち上げから運営までの全重要ポイント解説
・高稼働グランピング施設立ち上げに最低限押さえておきたいポイント解説
・これがスターターキット！初心者マークでも、これがあれば安心です！

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 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

第３
講座

地域の仲間と試行錯誤しながらグランピング事業を始めて
大成功！事業成功のポイントと裏舞台を徹底解説！
利益率５０％！高利益率の秘訣は、投資と地域貢献！？

❶建築屋の強みを、グランピング事業で、どう活かしたのか？
❷さびれた別荘地を、グランピング事業で、どう復活させたのか？
❸口コミで高稼働率を実現した、地域密着戦略の裏舞台！？

株式会社ハウスインフォ 代表取締役 福永 義正氏

ゲスト
講演❷

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

【不安解消その❶】ゲスト講師も、全くのグランピング初心者！

【不安解消その❷】グランピングの「い・ろ・は・に・ほ・へ・と」解説！

【不安解消その❸】爆発確実！アフターコロナの国内＆宿泊旅行！

※講座内容は、変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

https://rainbow7.online/

❶スモールスタートでも、ココはしっかり！失敗しないポイント
❷客単価３万円でも集客できる商品と販促の作り方
❸営業利益率４０％以上を実現するローコスト運営のコツ

株式会社 レインボー 代表取締役 伊藤諒氏

初期投資２,０００万円以下、営業利益１,０００万円
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！

私たちも初心者から参入しました！Ｗゲストその❶グランピングが気になっている経営者はご確認ください
☑遊休地でグランピングを始めたい。が、知識が全くないけど、それでも大丈夫？
☑今だけのブームじゃないの？今後も儲かるの？今からの参入でも大丈夫？
☑建設業・不動産業が本業で、宿泊業は全くの初心者だけど、大丈夫？
☑本業の温浴・ゴルフ・宿泊業を活かしたグランピングって可能？
☑コロナの影響を受けにくい業態と仲間の経営者から聞く機会が増えている

スモール
スタート可

カンタン
丸わかり

短期投資
回収！

地方創生
高社会性

コロナ対応
三密回避

利益率
４０％



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. 074038を入力、検索ください。

開 催 要 項

グランピング事業 新規参入解説セミナー

●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

13:00~15:30（ログイン開始12:30より）

2021年８月３１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８月３日(火）

2021年９月 9 日(木）

2021年８月１９日(木）

お申込み期限: ９月５日(日)

お申込み期限: ８月2７日(金)

お申込み期限: ８月１５日(日)

お申込み期限: ７月３０日(金)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

９月２２日(水）９月９日(木）

８月 ３日(火） ８月1９日(木）
お申込み期限 ７月３０日(金)まで

お申込み期限 ９月 ５日(日)まで お申込み期限 ９月 １８日(土)まで

お申込み期限 ８月１５日(日)まで

お問い合わせNo.S074038

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。

13:00~15:30（ログイン開始12:30より）

13:00~15:30（ログイン開始12:30より）

13:00~15:30（ログイン開始12:30より）

2021年

2021年

2021年

2021年

お申込み期限 ９月 ２５日(土)まで

お申込み期限 ８月２７日(金)まで

2021年

2021年

９月２９日(水）

８月３１日(火）

お申込みはこちらからお願いいたします

2021年９月２２日(水）

お申込み期限: ９月１8日(土)開始 終了

13:00~15:30（ログイン開始12:30より）

2021年９月２9日(水）

お申込み期限: ９月２５日(土)開始 終了

13:00~15:30（ログイン開始12:30より）

申込に関するお問い合わせ：天野 内容に関するお問い合わせ：臼井


