
✅ 野菜や果物が思ったような値段で売れない……

✅ ずっと生活が苦しい or 年々生活が苦しくなっていく。

✅ 人手が足りず or 兼業で毎日いそがしすぎる。

✅ これから農業を始めたい or 高齢で、将来が不安。

✅ インターネットで売ってみたけど売り方が分からず売れない。

あなたは今、こんなご不安を
おもちではありませんか？

高口が、これまで多くの農家さんから
うかがってきたご不安です……。



✅ もっと多くの人に、自分の農産物を届けられるようになりた
い。

✅ 農協などに依存せず、時代や環境が変化しても確実に収入が
得られる仕組みを作りたい。

✅ 効率的に、農業経営を進めていけるようになりたい。
✅ お金を気にせず農業を楽しみたい！

そんな願いや考えを、今、インターネットを使って、
実現している農家さんが増えています。

ご相談をいただいた多くの農家さんの願い



今、インターネットを使って、
大きく売れている農家さんが増えています。



今、インターネットを使って、
大きく売れている農家さんが
増えています。

●那覇マンゴー園さん

クレジットカードをもっておらずパソコンも
苦手だった農家さんが、マンゴーの販売1年
目でそれまでの売上2倍、2年目以降には8倍
に。「こんなに売れると思わなかったもんだ
から……」と那覇さんも苦笑い。

那覇さんの経緯を
書籍化！



今、インターネットを使って、
大きく売れている農家さんが増えています。

●しあわせスイカ農園さん

インターネット経由のみで月商900万
円到達。（他の販路はそのまま）

「インターネットってすげぇなぁ。こ
んなにものが売れるんだもんなぁ」と
お父さん。



今、インターネットを使って、
大きく売れている農家さんが増えています。

● 津和地島だよりさん

ネット回線もほとんどなく、島民はほと
んどが75歳以上という小さな島で、玉ね
ぎをインターネットで販売。

たちまちテレビに引っ張りだこになり、
ホームページが一時、アクセス集中で見
られなくなるほどの人気。数百万円の売
上に。



✅ 那覇マンゴー園さん
⇒クレジットカードをもっておらずタイピングも苦手だった農家さんが、マンゴーの
販売1年目で売上2倍、3年目には8倍に。

✅しあわせスイカ農園さん
⇒市場価格の約2倍をつけて、スイカをインターネットで販売。スイカ400玉を24分で
完売。月商900万円に到達。

✅津和地島だよりさん
⇒ホームページを準備してから、テレビで引っ張りだこ！ 芸能人が絶賛した甘い玉ね

ぎの販売で月商数百万に。

全員、講師の高口がお手伝いしてきた
当アカデミーの受講者です。



他にも……

✅ 枝豆や春の七草などの単価の低い野菜の農家さん

✅ イチジクなど出荷時期が限られる果物や野菜の農家さん

✅ 町おこしをしたい広島県の行政の方

といった方も含め、現在120名以上が

FMAに在籍しており、次々に成果をあげておられます。



当アカデミーの講師高口は、「農家さんのために、こんな最高

のサービスを作ることができないだろうか？」と考えました。

ざせつせずに売上につながる販売の知識をつけられ、

一つの会社の仕組みに売上が依存することなく、

長期的な計画を立てて行動にうつすことができ、

通わなくても自分のペースでいつでも学ぶことができ、

コンサルを頼んだりするよりも費用もおさえられ、

自分の力でホームページを作ることもでき、

困ったらいつでも質問ができる……



Farmer’s Mail-Order Academy
（ファーマーズメールオーダー アカデミー）

農家さんのための、

日本で初めての
オンラインスクール

をご用意しました。



インターネット販売やマーケティング（売り方）を
学んだことのない農家さんでも、

「売り方をおぼえ、長期にわたって
安定した収益をあげられるようになる」

ための知識や方法をお教えし、
あなたをサポートするサービスです。

Farmer’s Mail-Order Academyとは？
（ファーマーズメールオーダー アカデミー）



Farmer’s Mail-Order Academyとは？
（ファーマーズメールオーダー アカデミー）

もうよく分からない、横文字の並んだ本を
一生懸命読む必要はありません！

①あなたが成果を出すために必要な、
基本的なマーケティングの知識すべて
を、元小学校教師が、「農家さんの分
かる言葉」で、かみ砕いて、動画で解
説します。



Farmer’s Mail-Order Academyとは？
（ファーマーズメールオーダー アカデミー）

あなたにも遠慮なく、
成果をあげていただきます！

②動画講義であなたにお伝えすることは、
実際に農作物販売のプロである高口自身
が、全国の農家さんをお手伝いして、成
果をあげてきたことばかり。



日本初の、農家さん専門
ネット販売アドバイザー

講師：高口大樹（たかぐち・ひろき）

著書：小さな農家さんが100

日で売上を2倍にした物語

✅ 香川県高松市出身
✅元埼玉県、島根県公立小学校教員（正採用）
✅ 愛知、京都、秋田など全国でセミナー講師
✅ 月20,000名以上が訪れるブログの著者
✅ お問合せいただいた農家さん3,200名超

メディア出演履歴



●講師のその他の実績
⇒全国の農家さんの仕組み作り全般をサポートしてきました。
（ブランド立案、写真撮影、コピーライティング、ロゴデザインなど）※現在はスクールに集約

講師：高口大樹（たかぐち・ひろき）

静岡の柿農家さん
予約受付から1日で商品が完売

鳥取の八百屋さん
仕入れが追いつかないほどの売上

鳥取の若手農家さん
トマトを販売、1日で30件超の注文



●講師のその他の実績
⇒行政などから依頼を受け、全国で講演活動を行っています。

講師：高口大樹（たかぐち・ひろき）

日本最大規模の展示会
関西農業Week、農業Weekに4回登壇

京都府宇治茶アカデミーで
福寿園様・祇園辻利様などに講演

愛知県岡崎市役所など
行政から依頼を受けて講演



Farmer’s Mail-Order Academyとは？
（ファーマーズメールオーダー アカデミー）

販売に必要なことはすべて網羅していますので、
あらためて高いお金をかけてセミナーなどに出

かける必要がありません！

③あなたはご自宅で、農作業の合間など
に、携帯電話、パソコンなどを使って、
24時間いつでもお好きなときに販売を学
んでいただけます。



Farmer’s Mail-Order Academyとは？
（ファーマーズメールオーダー アカデミー）

ワークシートに印刷して、学んだ内容
を書きこんでいただけます。

④各動画には文字でいつでも見返せるマ
ニュアルと、ワークシートつき。学びを
自分のことに置き換えながら、無理なく
販売につなげることができます。



農産物販売の成功者がたどる、
「長期的にどんどん利益が増える」道筋

１stステージ

他社の仕組みを
利用する

メルカリやヤフオクな
どの簡単な仕組みを戦
略的に利用し、値付け
や、写真や文章の書き
方を学びましょう。実
際にお客様と関わる練
習をします。

２ndステージ

自社の仕組みを
作る

あなたの商品をいくら
でもくわしく紹介でき、
ブランド化できるホー
ムページを作り、値段
を上げつつ、顧客リス
トを増やしていきま

しょう。

３rdステージ

自分の時間を
増やす

２ndステージまでの状
態では、あなたはいそ
がしくなりすぎてしま
います。ステップメー
ルや業務を人に任せる
などして、どんどん効
率化していきましょう。

あなたにも、この３つのステージをたどっていただきます。



当アカデミーの主な内容

内容 学べること

1章
農業で稼ぎながら自由な生活を送るための、ネット販売
スタートアップ講座

ネット通販の基礎知識、梱包、送料、値付けの仕方、特定
商取引法表記、クレーム処理、メルカリで売れる方法 etc

2章
あなたの農産物を「言い値以上で売れる」ブランド商品
に育てるコンセプトメイキング講座

言い値で売るための販売戦略、売れている農家さんの仕組
み（高口協力）を分解、ブランド化の道筋、ブルーオー
シャン、LTVや限界利益の計算方法、コンセプト作り etc

3章
お客様の脳を直撃し、自然と購入ボタンを押してしまう
シズル写真＆動画撮影講座

シズル写真の撮り方、構図、ホームページへの効果的な配
置や買いたくさせる方法、編集加工、動画撮影編集 etc

4章
お客様を画面に釘づけにして、行動させるまで離さない、
農家さんのためのコピーライティング講座

ブランド力を高める文章の書き方、購入率3%超を達成する
販売ページの22の要素、売れている農家さんの文章（高口
協力）を分解、文章を得意にするための練習方法 etc

5章
クロスメディアマーケティングによる集客・接客・追客
講座（初級）

クロスメディア戦略、SNS（Twitter、Facebook、インスタ
グラム）の効果的な運用、ブログ、チラシの作り方 etc

6章
お客様があなたのサイトに何度も訪れる！新規もリピー
ターもどんどん増やす。メディアからの取材も殺到する
集客・接客・追客講座（中級）

メールマガジン、何もしなくても商品が売れるようになる
ステップメール、プレスリリース、クラウドファンディン
グ、メディア掲載、お客様の声の集め方 etc

7章
さらにあなたのサイトに爆発的な売上を呼び込む集客・
接客・追客講座（上級）

リスティング広告を中心とする広告運用、Googleアナリ
ティクスを利用した数字の分析と改善方法 etc

ネットを中心とした直販で売るためのすべての
方法を網羅しました。（動画約60時間）



書き入れるだけでコンセプトやホームページ
が作れる各種シートを差し上げます。

内容

シート１ あなたの物語や商品の良さがたった一文に凝縮されていくコンセプトメイキングシート

シート２ どのようなキーワードで上位表示をすればいいのかがステップ方式で見えてくるキーワード分析シート

シート３ あなたの競合の特徴が分かり、サービスをよりよくしていくための戦略が見えてくる競合分析シート

シート４ あなたの経営の状態が、数字を入力していくだけで自動計算される管理会計シート

シート５ あなたの農産物を、お客様が欲しくてたまらない商品に変える商品作成シート

シート６ あなたの販売を計画的に進めて実践にたどりつくコンセプト実現シート

シート７ 何をすればいいのかが一目瞭然！「自社の仕組み」完成までの見取り図

シート８ 書き入れるだけで販売ページの骨組みが作れる販売ページ作成シート

シート９ 売れるのに必要なページを余さず作ることができるホームページ作成シート



さらに、あなたがずっと使える「ホームページ
作成」も、特典によって、無料でカバーします。

【参加者無料特典】

超本格的な売れるホームページを作れる
農家さんのための日本唯一のテンプレート

HARVEST（ハーベスト）



日本唯一、農家さんのためのホームページ作成
テンプレート「HARVEST（ハーベスト）」とは

これまで高口が作成してきたホームペー
ジをもとにして、農家さんが利益をあげ
るために必要な「売れる仕組み」を誰で
も実現できるテンプレートを作りました。

すべてHARVESTをもとに作った
農家さんのホームページです！



✅ ホームページって高すぎる！

✅ ホームページを作るのって難しすぎる！

✅ 自分で作ってもろくなデザインにならない。

✅ カートを取り付けることができない＆定期販売ができない。

✅ ホームページで受注管理ができない。

長期的に大きな利益を出すには必須となる
ホームページ作り。しかし……

HARVESTは、そんな農家さんのお悩みを解決します。

日本唯一、農家さんのためのホームページ作成
テンプレート「HARVEST（ハーベスト）」とは



画面を見ながら色を変えたり、
文字を変更可能

画像を用意して、決められた場
所に入力するだけ！

管理画面で注文や在庫の管理、
メール送信が可能！

日本唯一、農家さんのためのホームページ作成
テンプレート「HARVEST（ハーベスト）」とは



HARVEST（ハーベスト）を使うと……

 自分で作れるので、あなたはわざわざホームページ作成会社を
探して、高いお金を払う必要がなくなります。

 ホームページの作り方はFMA内で完全解説。インターネットの
苦手な方でも動画やマニュアルを見ながらホームページを自分
で作ることができます。

 グレーの箇所にパズル感覚で画像をはめこんでいくだけで基本
のデザインが完成します。

 HTMLやCSSなど、面倒なプログラミングの知識がいりません。

 管理画面を見ながら、自由にページの更新＆受注や在庫の管理
をすることができます。

 このテンプレートを利用するのに、新たに月額料金などは一切
いただきません。（サーバーやドメインの、他社との契約は必要です／月500～1000円程度）



当アカデミーは最新の時流や参加者のみなさま
の状況に合わせて常に進化しています！

成果を出された参加者の方のイン
タビューをお届けしています！

時流に合わせて最新の情報を動
画でお届けしています！



さらに……講師の無期限サポートつき

当アカデミーは「パソコン教室」ではありませ
んが、自分で何度調べても分からないという方
に対して、見放すつもりはありません。

✅ パソコンの使い方がよく分からない
✅ サイトの設置でつまづいてしまった
✅ リンクの貼り方が分からない
✅ ファイルが開けない
✅ メールアドレスが取得できない
✅ 原因不明のエラーが発生した
✅ 講座の内容がどうしても分からない

など、講座を受講される中でどうしても分から
ないことが出て来たら、ご相談ください。

無期限で、講師の高口自身が、メール・チャッ
トにて無料でサポートを行います。

✅便宜上「2年間」と記載している箇所もありますが、その後も無償でサポートしています。



受講者の方の声

インターネット販売は、本当にすごいです！
最初は不安でした。実は周りにもネット販売を
やっている人がいたんですが「なかなか売れない
よ」って言うものですから（笑）でも高口さんに
教えてもらいながらやってみて、ふたを開けたら
すぐに売り切れで。自分のマンゴーがこんなに売
れるんだと思って嬉しかったですね！ 今は販売も
慣れて、もっともっと売上を増やしたいなって
思ってます。次はどうやって売ろうか、何を育て
ようかって、わくわくしています。

●那覇マンゴー園 那覇靖さん



受講者の方の声

●しあわせスイカ農園飯貝かおりさん

高口さんがいてくれたのが本当に心強かったです。
（FMAだと）困った時には、高口さんに相談できる
ので。最初は私がパソコンに不慣れなこともあっ
て、ちゃんとお客様に喜んでもらえるんだろうか、
売れるんだろうか、って不安でした。
でも、2年目に月200万をこえる勢いで売れて、家
族みんなでびっくり！ ありがたいことに、お客様
の素敵な声もたくさんもらえて、「本当に、やっ
てよかったね」ってみんなで話しました。



受講者の方の声

●茨城県で野菜を中心に栽培

藤井雅敏さん

FMAを学んで干し芋の販売を始め、1か月で売上が
それまでの5.5倍になりました。
それまでも平均的なサラリーマンくらいの収入は
ありましたが、その5倍ですから、手ごたえがあり
ます。
実際に受講し始めて、ＦＭＡの内容の濃さとその
内容量にとても驚きました。
これだけのものを作るのにどれだけの時間と労力
を費やしたか、受講した方なら高口さんのとてつ
もない恩恵に直ぐ気付くと思います。
正直これだけの内容を提供してもらえると思って
いませんでしたので、今はただただ高口さんにお
礼を言う事しか出来ません。



その他にも、ありがたい声をたくさん
いただいています！

あなたも彼らに続いてみませんか？

✅ リピーターのお客様が増え、ここ１ヶ月で計３万円近く購入いただける方もおり
ます。先週、朝日テレビの相葉マナブに取り上げていただき、物凄い反響を頂き
ました。市場からもかなりの追加注文が入り嬉しい悲鳴です。（神奈川の枝豆農
家 Iさん）

✅ ぶどうを出品していますが、出品をした瞬間、即売れる。という状況が続き、自
分の方が対応に追われ、あまり数を出せれ無いような状態でした。（信州のぶど
う農家 Iさん）

✅ 誠実な対応はブログ記事の内容から感じていましたが、ここまでていねいにサ
ポートしていただけるとは……。FMAのマニュアルも、これまで見たどのマニュ

アルよりも詳しくわかりやすいです。（広島県の町おこし担当者 Tさん）



農産物販売以外の分野でもノウハウは共通です

どの分野でも応用のきく講座です。
上のような業種の方もサポートしています。

✅ 酪農（牧場主の方）

✅通常の物販

✅ 漁業（漁師さん、漁業関係者のみなさま）

✅行政の方々

✅ その他サービス提供者



Farmer’s Mail-order Academyのサービス内容

内容 いつ

メイン講座

動画約60時間・
マニュアル・
ワークシート

・序章／FMAを10倍深く理解し、10倍のスピードで成果を出す方法＆セミナー・書籍
・1章／ネット販売の始め方講座（必要なものの準備、法律、基本的な販売方法など）
・2章／コンセプトメイキング＆管理会計分析講座（ブランディング、数字の分析など）
・3章／シズル写真撮影講座（写真や動画の撮影、編集加工方法など）
・4章／コピーライティング講座（シズルワード、文章作成、販売ページの作り方など）

すぐお渡し

・5章／集客・接客・追客講座初級（SNS、ブログ、チラシなど）
・6章／集客・接客・追客講座中級（メールマガジン、プレスリリース、クラウドファン
ディングなど）
・7章／集客・接客・追客講座上級（広告、アクセス分析など）

すぐお渡し
⇒一部追加あり

特典

・書き入れるだけでコンセプトやホームページが作れる各種シート（9種類）
・時流に合わせた追加講座・補講

すぐお渡し

・日本唯一、農家さん専用の、ネット販売ができるホームページ作成テンプレート
「HARVEST」＆ホームページ作成マニュアル

すぐお渡し
⇒随時追加あり

サポート
・お困りの際の、無期限の無料メール・チャットサポート【普通科・特進科共通】
・電話サポート＆添削【一括お支払の方のみ】

すぐ利用可能



FMAの受講料金

通常は入学金100,000円⇒無料

+受講費

通常536,400円
⇒一括でお支払の場合は498,000円

（38,400円分お値引き）

or 月額166,000円の3回払い

月額44,700円の12回払い
合計536,400円お支払い以降は、永年無料で、サポート含め受講いただけます。

※分割払いでのお申込みという形になりますので、お支払い途中の解約はできません。ご注意ください。



今、一括でお申込みいただくと……

✅ 講師が直接、あなたを「電話」で1時間×2回コンサルティングいたします！

✅ お支払いいただく金額が、なんと38,400円分割引になります！
⇒普通科でお支払いいただく金額の1か月分以上、お安くなります。

電話で直接相談をお受けします。



自信があるからこその返金保証つき

ここまでする講座は通常考えられませんが、責任をもって「全額返金保証」をおつけします。

本気で販売を始め、私の言うことをしっかりやっていただいたにも関わらず、講座の代金すら売れなかった場合には、
全額をお返しします。

これならいっさいあなたには金銭的な痛みはありませんし、安心して取り組んでいただけると判断しての保証です。

＜返金対象＞
講座をすべて視聴し、「HARVEST」を使って7章までにご説明したすべての仕組みを構築し、
商品を通算1年以上販売したにも関わらず、合計でお支払いいただいた講座代金分の売上す
ら発生しない場合

■返金可能な期日について
ご購入後2年以内にご連絡があった場合に返金可能。
あなたが新規就農段階（申込時に農業を始めて1年未満）の場合、3年間保証。



お支払い方法

●クレジットカード・デビットカード

どのお支払方法でもお使いいただけます。
クレジットカードをおもちでない方は、デビットカードをお使いいただけます。

【決済スケジュール】

9/15にお申込み（初回分決済）
⇒31日後（10/16）に二回目の決済
⇒その31日後（11/16)に三回目の決済……と続きます。

●銀行振込

「ご一括」でのお支払いの場合にのみお使いいただけます。
複数回の自動引き落としやお振込みには対応しておりませんのでご注意ください。
お振込手数料は、お客様でご負担ください。

大手カード会社のカードが
ご利用になれます。



お申込みはこちらから

https://tane-o-maku.com/p/r/YCwRep3M
https://tane-o-maku.com/p/r/7fG6aQ7I
https://tane-o-maku.com/p/r/xn0DkqJv
https://tane-o-maku.com/p/r/4ARsjf5s


特定商取引法の表記
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