
「輸出ビジネス」で 

あなたと周りの人の人生が 

イキイキ輝くきっかけを創る。 

社）日本輸出ビジネス協会 認定講師 養成講座 3 期生を募集します。 

 

【代表理事 井上麻紀子の想い】 

「井上さんに、輸出ビジネスに出会って人生が変わりました。」 

「輸出ビジネスを始めて、家族の会話が増えて仲良くなりました。」 

「子供が英語や算数、社会を前よりも熱心に勉強するようになりました。」 

「海外の友人ができました。」 

「日本・日本人の素晴らしさを実感し自信が持てるようになりました。」 

 

 

こんにちは。井上麻紀子です。 

海外のオークションサイト eBay を知り、 

輸出ビジネスを開始して 10 年目になります。 

輸出ビジネスに出会い、 

私は、好きな時に好きな場所で好きな仕事だけ。 

できるようになりまた、仲間もできて、毎日 

イキイキ自由な生活を手に入れる事ができました。 



4 年前から、輸出ビジネスを少しでも多くの方に知っていただこうと 

全国各地でセミナーを開催。独自の輸出ビジネスのノウハウを教材にして提供を始めました。 

おかげさまで、私の教材はすでに１万人以上の方に手に入れていただいています。 

また、２年前からマンツーマンの輸出ビジネス塾を主宰し 100 以上名の方を指導させていただき、 

すでに、80 名近くの方が輸出ビジネスのパワーセラーになり成功を収めています。 

そして、もっともっとより多くの方に輸出ビジネスを知って頂きたい。 

インターネットを使った輸出ビジネスを通して。 

そんなワクワクするプロジェクトを一緒に活動していただける仲間が欲しい。 

と思うようになりました。 

 

輸出ビジネスを伝える活動を始めて約４年間が経ちました。 

私自身、ここまで広がるとは、正直思っていませんでした。 

でも、毎日のように 

「井上さんに、輸出ビジネスに出会って人生が変わりました。」 

「輸出ビジネスを始めて、家族の会話が増えて仲良くなりました。」 

「子供が英語や算数、社会を前よりも熱心に勉強するようになりました。」 

「海外の友人ができました。」 

「日本・日本人の素晴らしさを実感し自信が持てるようになりました。」 

「会社の成績も伸びました。」 



「もっと早くこの輸出ビジネスのことを知りたかったです。」 

と、輸出ビジネスに取り組んで頂ければ頂けるほど、 

その方自身や、その方の周りの方の人生がイキイキ煌めき始めたのを。感じました。 

 

現在、年に 6 回全国でセミナーを開催していますが、毎回ほぼ満席になっております。 

新しい所から講師に呼ばれることも増えましたが、 

輸出ビジネスがきっかけで、海外でも仕事をするようになりました。 

また、地元福岡の良さを世界に伝えるためにいろいろなビジネスや活動もしています。 

セミナー以外にも、輸出ビジネスのサポート SNS の運営や実践塾でのサポート 

個人の方や企業向けにもコンサルティングをしているため 

私一人の力ではこれ以上広げるのは限界を感じています。 

私は偶然、輸出ビジネスを知ることができましたが、 

こういったビジネスを知らないだけで、 

本当は必要としている人がいることは分かっているのですが。 

私一人の力では、限りがあります。 

輸出ビジネスで、周りの人の人生がイキイキ輝くきっかけを創りたい！ 

そのためには、もっともっと「輸出ビジネス」のことを 

より多くの方に知っていただく【きっかけ】をもっともっと創る必要があるのではないか？ 

 



そんな思いから、このたび【一般社団法人 日本輸出ビジネス協会】を設立いたしました。 

 

今後、インターネットを使った【輸出ビジネス講座】と 

あなたを２００％輝かせイキイキ人生を創る【喜びあいの魔法講座】を通して 

イキイキ人生、喜びあいの仲間の環（わ）を広げていくために 

私の想いに共感していただける仲間の環（わ）を広げていきたいと思っています。 

 

そのために、 

一般社団法人 日本輸出ビジネス協会 輸出ビジネス 認定講師 2期生 を募集することになりました。 

1 人でも多くの方が「ネットに繋いだパソコンだけで、輸出ビジネス」を身につけたら、 

どんなに素晴らしいだろう？ 

輸出ビジネスで人生がイキイキ人生に変わった私は、この想いでいっぱいです。 

要は、知っているか。知らないのか。 

輸出ビジネスの可能性を知った時点で、その方と周りの人生がイキイキときらめき始める。 

たくさんの方々が、輸出ビジネスを通して素晴らしい人生を送ることができる世の中を作りたい。 

 

そんな想いに共感してくれるあなた！ 

ぜひ一緒に活動していきましょう。 

 



【認定講師概要】  

認定講師ができること  

１．教えることによって、あなた自身の輸出ビジネスの売り上げが上がります。 

2500 年前に、老子は「聞いたことは、忘れる。見たことは、覚える。やったことは、わかる。」 

と言いました。 

この老子の言葉を「記憶に残る割合」として数字で表現すると、 

聞いた時    １０％ 

見た時     １５％ 

話し合った時  ４０％ 

体験した時   ８０％ 

そして、教えたときは 90％が「記憶に残る」と言うデータがあります。 

私自身体験したことですが、5 年前に輸出ビジネスのやり方を教え始めて、今では売り上げがそのころの 

約３倍になりました。 

あなたも、周りの方に輸出ビジネスのやり方を教えて、自分も周りも人生をイキイキさせ 

あなた自身の輸出の売り上げも上げていってください。 

 

２．周りの人に教えることによって、もう１つ「収入の柱」が増えます。 

 輸出ビジネスの収入の柱のほかに、認定講師として人に教えることによって収入の柱が２つになります。 

※今回の養成講座を受講していただくと下記の講座が開催可能です。 



・輸出ビジネススタ－トアップ講座（現：輸出ビジネス体験講座） 

・輸出ビジネスベ－シック講座（仮） 

・輸出ビジネスマスタ－講座でのメ－ルコンサル・対面・スカイプコンサル 

・通信講座受講生向けの勉強会 

 

３．公式テキストを使って講座を開催できます。 

4．あなた独自の個性を生かし、あなた自身の体感を通して輸出ビジネス、または他のインターネットを 

使用したビジネスのセミナーや講座コンテンツを開発、展開できます。 

 

5．全国に同じ志を持った仲間ができます。 

6．周りの人を笑顔にして豊かにできるため。やりがいができます。 

7．公式ページにて認定講師の紹介を致します。 

 

 

認定講師に関してのルール  

１．基本的に公式テキストを使って講座・セミナー・勉強会などを開催していただきます。 

2．最終日に認定をもらうための試験があります。 

3．ただし、落とすための試験ではありません。足りない部分を引き上げるための 

   課題を出し、クリアできれば認定を受けることができます。 

 



4．収入の割合は、講師 30％ ／ 営業 30％ ／ 協会(コンテンツ)40％となります。 

講座を開催された場合、講師費として受講生より支払われる受講料の 30％が収入となります。 

さらにご自身で集客された場合は営業費として 30％が支払われ、合計 60％が収入となります。 

協会へはコンテンツ料 40％です。 

また、協会の紹介や協会サイトからの申し込みの場合は、協会に 30％が入ります。 

集客のお手伝いのみしていただいた場合も営業費として、３０％が支払われます。 

※協会独自のアフィリエイトシステムも導入しています。 

 

 

こんな方に講師になってほしい。と考えています。  

□ eBay・AMAZON 輸出入ビジネスや国内のオークションに取り組んだことがある方 

□ 輸出・輸入ビジネス・オークションビジネスを通して人生に変化があった方 

□ 輸出・輸入ビジネス・オークションビジネスの素晴らしさを広げたい方 

□ まわりにしあわせを広げたい方 

□ 輸出ビジネス（講師）を一緒に創りあげてみたいという方 

□ 経験はないけどチャレンジしたい！と思っている方 

□ すでになんらかの分野の講師業をされていて、ご自身のセミナーや講座の幅を広げたい方 

 

 



下記の中１つでも当てはまる方は、お申込みいただけます。  

今回は認定講師 2 期生のため講座にご参加いただける方に条件をもうけさせていただきました。 

□ eBay や AMAZON などの輸出ビジネス・輸入ビジネスに取り組んでおり 

月 20万円程度・それ以上の売り上げを上げている方。または TRS の方 

□ 国内のオークションビジネス（ヤフオク・AMAZON など）に取り組んでおり 

月 50万円程度。それ以上の売り上げを上げている方 

□ 上記以外の国内海外物販ビジネス・輸出入ビジネス・国内物販などで 

コンスタントに月１００万円程度、またはそれ以上の売り上げを上げている方 

 

※上記の規定に満たない方でも、状況によっては受講していただけます。 

 今回、本講座を受講していただくに当たり簡単な試験と審査があります。 

試験の内容はお申込みいただいた方に順次ご連絡させていただきます。 

 

 

認定講師活動モデル  

※あくまでモデルケ－スですが、こんな感じで活動していただけます 

 

 

 



 

 



 

当協会の事務局が、下記のことを行います。 

・認定講師のブランディング（協会 HP、Facebook ページ、公式メルマガなどで講座の告知を行います。） 

・講座の告知ペ－ジの作成 

・講座の告知サポ－ト（協会 HP、Facebook ページ、公式メルマガなどで講座の告知を行います。） 

・公式テキスト・教材の作成・提供 

・お客様とのお金のやりとり＆問い合わせの対応 

※講師・紹介報酬は基本的に月末〆の翌月末の支払となります 

などなど 

 

認定講師の方には「教える」ことに専念していただけます。 

 



講師養成コンテンツプログラム内容  

1 日目  マインド編（講師  つじがき）  

・一般社団法人 日本輸出ビジネス協会概要 

・認定講師とは 

・これからの認定講師の活動について 

※今回の養成講座を受講していただくと下記の講座が開催可能です。 

・輸出ビジネス体験講座（スタ－トアップ講座） 

・輸出ビジネスベ－シック講座（仮） 

・通信講座生への対面/スカイプコンサル＆メ－ルコンサル 

※今後、下記の講座も開催予定です。（詳細は順次ご連絡いたします。） 

・おやこで学ぶ経済講座（仮） 

・輸出ビジネスリサーチセミナー（2015年秋以降開催） 

・講師として必要な考え方。心の在り方 

・「教え方」の基本。効果的な学習プログラム 

・どんな仕事でも成幸するビジネスマインドの作り方 

・人が成長する段階（ステージ）を理解する。 

・井上が講師に必要だと考える心理学のエッセンスを解説。講座への生かし方 

・講師経験がなくても活動をすぐに始める方法 

・自然と無理せずに成功するポイント 



・参加者を和ませ、良い場の空気を創る秘訣 

 

２日目  ブランディング＆マーケティング編（講師：つじがき）  

・集客できる講師になる方法 

・指名される講師になる方法 

・あなたらしさで魅力を高める  

・あなたらしさ。あなたが持っている価値を正しく伝える 

・メール・ブログ・Facebook を使ってファンを増やす方法  

・あなたの知識と経験をお金に変える方法 

・営業せずに仕事を頼まれるには 

・オンリー１になる方法 

・講師として、実際に講座をやってみよう（デモ講座） 

・2 日間の成果のフィードバック 

・認定書授与式とこれからの活動の発表 

・井上麻紀子による、これからの活動に関するグループコンサル。 

※必要に応じて、個別に相談も受けつけます。（＊内容は改善のため変更する場合があります） 

 

 

 



特典   

（※総額 76 万円相当を無料で提供させていただきます。）  

特典１：認定講師育成プロジェクト 動画受講 64 万円相当 

  ※認定講師として活動しながら月 20 万稼ぐことを目標にした育成プロジェクトです。 

①スカイプコンサル＆活動フォロー（月１回 60 分 2か月に 1回 120 分程度） 

②Blog、Facebook、メルマガ添削 

③マーケティング基礎講座 6回 動画受講  

 

 特典２：井上麻紀子の eBay・AMAZON の輸出教材プレゼント（12万円相当） 

  「eBay パワーセラー大全集」「AMAZON 輸出ビジネス大全集」 

  「輸出ビジネスマスタ－講座の動画＆テキスト教材」 

  「eBay 輸出ビジネスリサーチ＆販売力アップ実践セミナーDVD2 枚セット」 

 ※希望者のみ配布させていただきます。 

 

特典 3：認定講師専用 SNS 参加権 

   協会の認定講師だけが参加できる SNS に無料で参加していただけます。 

   こちらで事務局からの活動サポ－ト＆相談などあなたの講師活動を協会が支えます。 

   また、講師同士色々な情報をシェアしていただけます。 

 



【保証はできないけれど、こんなことを考えています】  

・井上麻紀子と認定講師 0 期～2 期生のメンバーでコラボセミナーを開催する事を考えています。 

（２０１５年秋 or ２０１６年春 開催予定） 

・認定講師仲間の方同士でコラボレーションビジネスが生まれると思います。 

 その際できる限りのサポートをさせていただきます。 

・認定講師の皆様の「あったらいいな」「できたらいいな」を叶えるサポ－トを協会と 

井上麻紀子自身が行っていきます。 

・井上麻紀子が販売しているサービス・教材関連商品の販売が可能です。 

・あなたの街に井上麻紀子が行きます。最初 1 度あなたの街で井上麻紀子がセミナーを行い、 

 その後はあなたが講師となって行うという形も考えています。 

・弊社に講師依頼が来た場合、認定講師にお願いするケースが出てくるかもしれません。 

 

講師  井上麻紀子のプロフィール  

株式会社ウィリングハ－ト 代表取締役  

一般社団法人 日本輸出ビジネス協会 代表理事  

 輸出ビジネスコンサルタント 

 



「インタ－ネットを使ったビジネスノウハウ」＋「心」の両方から 

あなたの人生を輝かせ、サポ－トするビジネスコンサルタント。 

右脳と左脳をバランスよく使い生活することを提唱。 

10 年前に eBay の存在を知り、会社員をしながら eBay 輸出ビジネスを開始。 

Ebay に出品を開始してからわずか３か月でパワーセラーに。 

その後、すぐに月の売り上げが１００万円を超え、会社員を退職。輸出ビジネスで起業する。 

ネットを利用した個人輸出ビジネスのノウハウを伝えるため、 

独自の輸出教材を提供したり、輸出塾や全国でセミナーなどを開催中。 

提供している輸出教材のダウンロード数は軽く１００００人を超える。 

現在では、昨年 AMAZON 輸出も開始。始めてから２週間で売り上げが１００万円を超える 

また海外に２つ会社を設立。海外と日本を繋ぐビジネスをマイペースに進行中。 

 

他にも、独自の自分ビジネス構築方法、自分ブランディングの方法を 

誰でも簡単に分かりやすく多くの人に伝えている。 

あなたがあたり前だと思っている才能を見つけて開花させ 

 お金を引き寄せる体質にし、喜びあい（愛）なビジネスを構築するコンサルタントです。  

   

 

 



メディア掲載  

 

 



5 月開催  認定講師  養成講座  第 2 期生  東京会場  概要  

日時 

2015 年 

5 月 2 日（土） 13 時～18 時（※18 時 30 分～懇親会あり） 

    3 日(日） 13 時～18 時（※18 時 30 分～懇親会あり）      

4 日（日・祝） 13 時～17 時（※懇親会なし） 

約 14 時間 

開催時間は予定です。若干の変更や延長する場合もあります。 

場所 

ちよだプラットフォ－ムスクエア 

〒101-0054 

東京都千代田区神田錦町 3‐21 

TEL：03-3233-1511 

 

■神田駅           

西口出口・出世不動通りより徒歩 12 分 

▼HP 

http://yamori.jp/access/ 

参加費 

315,000 円（分割 63,000 円 ｘ 5 回） 

→ 早割特別価格１５７，５００円 

（4月 30日までのお申込みに限り） 

分割払い（５３，０００円 ｘ ３回） 

 

※５月 1日以降のお申し込みは 

特別価格 ２２８,０００円 分割払い（４７,０００円 ｘ ５回） 

 

 ( 認定講師受講料 ３日間のトレーニング費用  

その後 １年間のサポ－ト＆フォロ－あり) 

＊分割払いもできます（クレジットカード・Paypal 決済） 

＊クレジットカード払いについては、 

 Paypal（ペイパル）を利用します。  

http://yamori.jp/access/


◎セミナー受講料以外でかかる経費 

・ホテルの宿泊費（2 泊分 約 15000 円） 

・会場までの交通費 

・滞在中の朝食・ランチ・1 日目・2 日目の懇親会費用 

※1 日目 2 日目の懇親会代金は 1 人 3000 円です。 

定員 
最大 ８名 （※最少催行人数 ４名） 

 

9 月開催  認定講師  養成講座  第 3 期生  東京会場  概要  

日時 

2014 年 

9 月 5 日（土） 12 時～19 時（※18 時 30 分～懇親会あり） 

    6 日 (日） 10 時～17 時（※18 時 30 分～ランチの時間含む） 

全 14 時間 開催時間は予定です。 

若干の変更や延長する場合もあります。 

場所 

ちよだプラットフォ－ムスクエア 

〒101-0054 

東京都千代田区神田錦町 3‐21 

TEL：03-3233-1511 

 

■神田駅           

西口出口・出世不動通りより徒歩 12 分 

▼HP 

http://yamori.jp/access/ 

参加費 

315,000 円（分割 63,000 円 ｘ 5 回） 

→ 早割特別価格１５７，５００円 

（4月 30日までのお申込みに限り） 

分割払い（５３，０００円 ｘ ３回） 

※５月 1日以降のお申し込みは 

http://yamori.jp/access/


特別価格 ２２８,０００円 分割払い（４７,０００円 ｘ ５回） 

※８月１日以降のお申し込みは 通常価格 315,000 円となります 

   

( 認定講師受講料 2 日間のトレーニング費用  

その後 １年間のサポ－ト＆フォロ－あり) 

＊分割払いもできます（クレジットカード・Paypal 決済） 

＊クレジットカード払いについては、 Paypal（ペイパル）を利用します。  

◎セミナー受講料以外でかかる経費 

・ホテルの宿泊費（2 泊分 約 15000 円） 

・会場までの交通費 

・滞在中の朝食・ランチ・1 日目・2 日目の懇親会費用 

※1 日目 2 日目の懇親会代金は 1 人 3000 円です。 

定員 
最大 ８名 （※最少催行人数 ３名） 

 

講座のお申込み  

日本輸出ビジネス協会 認定講師養成講座 3 期生 

▼▼お申し込みはこちら▼▼ 

http://inouemakiko.biz/dm/entry/e/dbH4ffnaJvyLSkFL/ 

 

315,000 円（分割 63,000 円 ｘ 5 回） → 特別価格１５７，５００円 

（4月３0日までのお申込みに限る） 分割払い（５３，０００円 ｘ ３回） 

※Paypal（一括・分割）。銀行振り込み（一括） 

 

※5 月 1 日以降のお申し込みは２２,８０００円となります。 

 

http://inouemakiko.biz/dm/entry/e/dbH4ffnaJvyLSkFL/


さいごに  

私の主催する塾の卒業生など、ご報告いただいている方だけですが、 

輸出ビジネスで月 10 万円以上稼いでいる方は 300 名以上 

月 100 万以上稼いでいる方は、50 名以上全国各地に存在しています。 

「もうそんなに輸出ビジネスをしている人がいるなら、広げなくてももういいんじゃないですか？」 

「今からやっても稼げないんじゃないの？」 

そう思うかもしれませんが、実際はまだまだ輸出をしている人の数は少ないのが現状です。 

私の感覚ですが、輸出ビジネスを行っている方の数は 

輸入ビジネスをやっている方の１０分の１もいないと思います。 

私が主催している塾の受講生を見ていて感じたことですが 

輸出ビジネスは一見難しいと感じるそうですが、 

一旦取り組んでみると、ビジネス以外にも色々ないいことが人生に起ったそうです。 

●日本や日本人の良さが分かり。誇りが持てるようになった 

●生の英語に触れることができ、英語力があがった 

●家族の会話が増え、前よりも仲良くなった 

●海外の友人ができた。 

●子供が英語、算数、社会に興味を持つようになり、学校の成績が上がった 

●子供が自分から整理整頓をするようになり、物を大事にするようになった。 

などなど。 



これは、寄せられた感想の一部で、 

輸出ビジネスを通してもっと様々な良いことが実際に起こっています。 

まだまだ、わたしが輸出ビジネスをお届け出来ていない人たちがいます。 

その人たちへ、この喜びを広げるためにも 

一緒に活躍していきましょう。 

  

そして、私が全国各地で輸出ビジネスのセミナーをやっていて 

なんと言っても嬉しいのが、セミナーに参加した多くの方から 

喜びの声を聴くことができることです。 

想像してみてください。 

数ヶ月前まで講師経験がないあなたが 

セミナーを開催し、たくさんの方から喜びの声をたくさんいただくことができる！ 

ということを。 

この取り組みが「よろこび」を広げる活動になることは間違いありません。 

また今回のこの講座の一番の特典は、 

なんといっても【仲間】です。 

人生をイキイキと楽しむ、意識の高い、温かい仲間ができることになるでしょう。 

 

私が、毎日イキイキ楽しそうに見える秘密。 



それはやはり【一緒に喜びあえる仲間】なんです。 

一人で活動しているよりも、 

仲間と一緒に分かち合いながら活動した方が 

楽しいですし、展開も早いです！ 

一緒に、【輸出ビジネス】で世の中に喜びを広げていきましょう！ 

 

お申し込み  

 

日本輸出ビジネス講座 認定講師養成講座 3 期生 

▼▼お申し込みはこちら▼▼ 

http://inouemakiko.biz/dm/entry/e/dbH4ffnaJvyLSkFL/ 

 

315,000 円（分割 63,000 円 ｘ 5 回） → 特別価格１５７，５００円 

（３月３１日までのお申込みに限る） 分割払い（５３，０００円 ｘ ３回） 

※Paypal（一括・分割）。銀行振り込み（一括） 

 

※４月以降のお申し込みは講座の受講代金が２１,６０００円（税込）となります。 

 

 

 

http://inouemakiko.biz/dm/entry/e/dbH4ffnaJvyLSkFL/


よくあるご質問  

Q：開催できるセミナーのテキストは提供していただけるのですか？ 

A：はい。こちらで作成＆編集したテキスト教材などを提供させていただきます。 

  基本的に、そのテキストを使用してセミナーや講座を行っていただきます。 

Q：受講料の分割払いはできますか？ 

A：クレジットカードを活用しての分割払いが可能です。 

Q：オリジナルのセミナーも開催できますか？ 

A：井上麻紀子と共同でコンテンツ開発をしていただけます。 

それぞれの得意な分野を生かしながらコラボレーションをしていくことも考えています。 

その開発したコンテンツを他の方々に提供することも可能です。 

Q：全日程参加できないのですが参加できますか？ 

A：残念ですが、今回は最低でも２日間（最低でも 10 時間以上）受講していただける方のみ 

  ご参加可能です。 

Q：講師経験がありませんが大丈夫ですか？ 

A：もちろん大歓迎です！私も最初は講師経験がありませんでした＾＾ 

講師経験がなくてもできる秘訣を講座でお伝えいたします。 

Q：すでに講師ですが、参加してもいいですか？ 

A：はい。もちろんです＾＾ 

ぜひ、ご参加いただき、あなたのセミナーの幅を広げてください！ 



Q：講師費用の投資の元が取れるでしょうか？ 

A：開催としては３名の方に通信講座マンツ－マンを受講していただくと、講師報酬だけで回収できると思い

ます。集客するためのノウハウや、さらなる売り上げにつなげる技術も講座でお伝えしていきます。 

Q：認定講師になれば、これだけで食べていけますか？ 

A：これは、YES でもあり NO でもあります。 

ですが、認定講師になることによって「輸出ビジネス」＋「講師」 ２つの収入の柱ができますので 

あなた自身のビジネスの幅を広げるためのきっかけにしていだたければ嬉しいです。 

Q：専任講師になるのですか？他の講師も兼務できますか？ 

A：兼務していただいてかまいません。どんどんあなたの活動の幅を広げてください。 

協会と同様のコンテンツや講座、サービスを開催・提供することは受講生の混乱を招きますので、協会規

定で禁止とさせていただいております。 

Q：キャンセル規定を教えてください。 

A：開催３週間前までのキャンセルは受講料１００％の返金が可能です。 

開催 2週間前以降のキャンセルの場合は、参加費はご返金はいたしかねます。 

この他にも質問がありましたら、お気軽にお問い合わせください。 

お問い合わせはこちらへ 日本輸出ビジネス協会 事務局→ support@willingheart.jp 

 

 

 

mailto:support@willingheart.jp


お申し込み  

 

輸出ビジネス講座 認定講師 養成講座 2 期生 

▼▼お申し込みはこちら▼▼ 

http://inouemakiko.biz/dm/entry/e/dbH4ffnaJvyLSkFL/ 

 

315,000 円（分割 63,000 円 ｘ 5 回） → 特別価格１５７，５００円 

（４月１５日までのお申込みに限る） 分割払い（５３，０００円 ｘ ３回） 

 

※Paypal（一括・分割） 銀行振り込み（一括） 

※４月以降のお申し込みは講座の受講代金が２１,６０００円（税込）となります。 

http://inouemakiko.biz/dm/entry/e/dbH4ffnaJvyLSkFL/

