
サービス説明資料



社名：株式会社休日ハック 住所：東京都港区南青山1-1-1新青山ビル7階

代表者：田中和貴 事業内容：体験型サービスの企画・販売・開発

設立日：2020年2月18日 資本金：6,010万円

株式会社休日ハック 会社概要

【会社概要】

日用品メーカーのライオン株式会社の
新規事業開発プロジェクトから生まれたベンチャー企業です
（2022年1月ライオン株式会社の子会社化予定）

休日ハックオリジナルキャラクター
はちまる＆きゅーた



株式会社休日ハック サービス説明



株式会社休日ハック サービス説明

お客様の休日を勝手に決めちゃう
マッチングサービス

お客様の外出ニーズに対応
100種類以上のアクティビティをご用意

お客様のご自宅に体験キットをお届けする
マッチングサービス

お客様のおうち時間ニーズに対応
100種類以上の体験キットをご用意

【サービス説明】

お客様の多様なニーズに合わせてワクワクドキドキの体験をご提供。

→体験コンシェルジュサービス

外出版 ご自宅版



休日ハック事業説明

あなたの休日を勝手に決めちゃいます！

〜ワクワクドキドキの休日をあなたに〜



休日ハック事業説明

休日あるある…

休みの日は

ダラダラお昼まで寝てしまう

目的の無いスマホいじり

気づいたら夕方

外出するけど毎回同じ場所

デートがマンネリ化してきた



休日ハック事業説明

何かしようにも情報・選択肢が溢れすぎている

現代人の『選択疲れ』

情報の多様化 体験の多様化

メディア・WEBの情報に加え、SNSの発達により

多くの体験情報が可視化されるように

最先端のテクノロジーを活用した体験や

個人で楽しむコンテンツも選択肢に



休日ハック事業説明

そこで、『休日ハック！』が登場！



休日ハック事業説明

なかなか自分では見つけることが出来ない

未知の体験を100 種類以上

【日本刀の試し斬り】

真剣を使ってゴザを斬り、
刀の扱い方を学べます。

袈裟斬りに挑戦！

【組紐体験】

映画「君の名は」にも出てきた
伝統工芸。創業360年の老舗で

体験が出来ます。

【パイロット体験】

ボーイング737のコックピットで
Flight simulationが出来ます。
戦闘機体験もあります。

【タイダイ染め体験】

日本橋の老舗染料店で人気のタ
イダイ染め体験ができます。

【レザークラフト体験】

イタリアの高級革を使い、
自分オリジナルの

レザークラフトが作成できます。

【サバイバルゲーム体験】

知力・体力・チームワーク力を
駆使し、全力で生き残れ！
大人数でも遊べます。

【酵素風呂体験】

おがくずの自然発酵の熱で乾式
温浴します。ヒノキの良い香り
に癒されます。お肌つるつる。

【セグウェイ体験】

最先端モビリティ”セグウェイ”で
自然あふれる昭和記念公園で
散歩ツアーが体験できます。



休日ハック事業説明

＜メディア露出（TV）＞

実績１

LINE友達人数

20,700人を突破

（2021年9月6日時点）

実績2

お客様満足度

8.6/10を獲得

（2021年9月6日時点）

多くのお客様を獲得
満足度も非常に高いサービス



おうちハック事業説明

休日ハックで培ったノウハウ・システム・オペレーションを活用し、
お客様のおうち時間を変えられるサービスを提供



おうちハック事業説明

● step2

お客様情報
の入力

● step3

ご要望の
入力

氏名・年齢・性別
住所・アレルギーなど

目的・依頼理由
経験済の体験

● step1

性格診断

2択の質問で
趣味嗜好を把握

● step5

3日前に
届け日と

ヒントを開示

● step6

受取完了後
選定理由
を開示

お届け3日前に
商品のヒントを開示

商品着後に
商品選定理由を開示

● step4

体験キット
選定・発注

休日ハックがお客様の
体験キットを選定

● Step7

アンケート
記入

（任意）

サービス満足度や
商品満足度など

お客様に実施して頂くことは3つ
休日ハック：キットの選定～発注 提携先様：キット手配



おうちハック事業説明

お客様とのやり取りは基本休日ハックが担当
提携先様にはキットの発送をお願いしております

お客様

依頼・支払い
（クレカ）

キット
提案

販売仲介

体験
キット
送付

休日ハック

手数料を除いた
金額を振込

提携先様
（事業者様）

お金の流れ



おうちハック事業説明

提携先は現時点で50社以上 キット数は100種以上

ハンドメイドキット

おひとりでも楽しめる

ファミリーキット

ご家族で楽しめる

伝統工芸キット

海外の人も楽しめる



おうちハック事業説明

コネルのオーブン陶芸粘土 きほんのセット

価格：5,005円（税込） 送料含

外装 内容 作成物



おうちハック事業説明

おうちハッカーさんとは？

おうちハックのコンテンツを
調査、レビュー、情報発信をする弊社が特別に選定したお
うちハックファンです。
100種類を超えるコンテンツを一つ一つ審査しております。

おうちハック専属レビュー部隊が
全てのキットをチェック！

（おうちハッカー）



おうちハック事業説明

リリース5ヵ月で多くのお客様にご利用頂いております
メディアにも掲載して頂きました

実績１

LINE友達人数

34,500人を突破

（2021年9月6日時点）

実績2

ご依頼件数

6,600件を獲得

（2021年9月6日時点）

＜メディア露出（TV）＞
テレビ東京：ワールドビジネスサテライト 「トレンドたまご」
TBS：王様のブランチ「トレンド部」
フジテレビ：めざましテレビ
フジテレビ：めざましどようび
TBS：ひるおび！
TBS：あさチャン！ など



おうちハック事業説明



おうちハック事業説明

共同制作のオリジナルキットも販売中

マッチングデータやキット制作ノウハウ、レビュー部隊を活用し、キットを作成。

【作成メリット】
１．今までアプローチ出来ていなかった顧客層にアプローチ出来る
２．商品やサービスの認知拡大につながる（SNS等）
３．お客様のコメント・FBが商品開発に繋がる可能性がある

■四十萬谷本舗様（石川県）



おうちハックグルメ

サービス概要

2021.08.28



おうちハック！グルメ サービス概要

おうちハック！グルメはまだ検討段階のサービスです

（21年11月末リリース予定）

具体的な料金体系やサービス設計は、

今後ユーザーへのヒアリングなどを実施しながら

都度検討していきますこと、予めご了承ください

おうちハック！グルメは、

性格診断の結果やお客様のご要望に合わせて、

ご当地グルメや珍しい飲食物をお届けするサービス



お客様とのやり取りは基本休日ハックが担当

提携先様にはキット・商品の発送・手配をお願い致します

お客様

依頼申込
料金支払

商品提案
発注代行

お客様情報送付

商品送付

休日ハック

手数料を除いた
金額を後日振込

提携先様
（事業者様）

お金の流れ

おうちハック！グルメ サービスフロー概要



おうちハック！グルメ サービスフロー詳細

おうちハック
サイトトップ

LINEログイン
（友達追加）

性格診断

体験キット
要望入力

グルメ
要望入力

お客様情報
届け日入力

ご購入
（クレジット
カード決済）

〇 依頼（申込）完了までの流れ

〇 依頼（申込）完了後の流れ

申込完了連絡

購入後

商品選定

お届け日7日前

数量確認連絡
お客様情報送付

お届け日5日前

3日前通知
（お届け日…）

お届け日3日前

選定理由開示

お届け日

アンケート
記入依頼

お届け日翌日

商品発送期間

New!



おうちハック！グルメ サービスフロー詳細

おうちハック！グルメ内には２つのコースをご用意予定

何が届くか分からない「おまかせコース」 / お気に入りの商品を選択できる「安心コース」

おまかせコース 安心コース

❶ 料金プランを選択

➋ ジャンルを選択（朝食・夕食・お酒・おつまみ…）

❸ アレルギーを選択

❹ 好き嫌いを選択

❺ その他ご要望を記入

お客様の性格や趣味嗜好、
ご要望に合う商品を
弊社で選定・手配

何が届くかは、
実際に商品を受け取るまで分からない
ドキドキわくわくを楽しめるコース

❶ 料金プランを選択

➋ 選択した料金プランの商品がジャンル毎に表示される
気になる商品を選択（複数選択可能）

❸ アレルギーを選択

❹ 好き嫌いを選択

❺ その他ご要望を記入

お客様に商品画像・詳細をご覧頂き
気になる商品をチェック頂く

チェック頂いた商品の中から
お客様に最もピッタリな商品を弊社で選定

何が届く分からなくて不安という方に
オススメのコース



おうちハック！グルメ サービスフロー詳細

おうちハック！グルメ内には２つのコースをご用意予定

何が届くか分からない「おまかせコース」 / お気に入りの商品を選択できる「安心コース」

安心コース

❶ 料金プランを選択

➋ 選択した料金プランの商品がジャンル毎に表示される
気になる商品を選択（複数選択可能）

❸ アレルギーを選択

❹ 好き嫌いを選択

❺ その他ご要望を記入

お客様に商品画像・詳細をご覧頂き
気になる商品をチェック頂く

チェック頂いた商品の中から
お客様に最もピッタリな商品を弊社で選定

何が届く分からなくて不安という方に
オススメのコース

〇 パートナーと/親子で
〇 所要時間：60分～90分
〇 対象年齢：12歳以上
〇 注事事項：×××××

安心コース

１．朝食

詳細 詳細 詳細

３．…

詳細 詳細 詳細

２．夕食

詳細 詳細 詳細

写真複数枚
横スクロールで確認



おうちハック！グルメ 対応フローに関して

お届け予定日の1週間～5日前に数量確認のご連絡

※全量対応が難しい場合はこのタイミングでお断りも可能
01

手配完了後はお客様記載のExcelに追跡番号を記載し返信05

数量確認完了後、お客様情報を送付（infoのアドレスより）

※お客様情報は、パスワード付のExcelで送付（郵便番号・住所・氏名・電話番号など）
02

キット梱包時におうちハックのチラシ同梱・ステッカー貼付

※チラシ・ステッカーはなくなりそうになりましたらご連絡ください（中2-3日で手配）
03

伝票に記載の品名は「おうちハックグルメ」で統一

※発送者名は貴社名を記載
04

週2回のご連絡を想定しております
（月曜日・木曜日を想定 ※変更の可能性あり）



おうちハック！グルメ 料金体系・手数料などに関して

01
料金体系

商品代金+送料（税込）で
3,650 / 5,650 / 9,470円

3パターン
※どれか1コースのみの提供などでも可

※価格体系は変更になる可能性がございます

02
手数料

税込商品代金の25%

例：商品代金4,800円 + 送料850円 = 5,650円

手数料：4,800*0.25=1,200円

振込金額：5,650-1,200=4,450円

04
支払いサイト

月末締めの翌々15日支払い

例：8月送客のお客様

9月頭にお振込み予定金額を弊社から通知

10月15日にお振込み（手数料は弊社負担）

03
送料

全国一律での設定

例：全国一律1,000円

実際運賃800円→差額200円は提携先様利益

実際運賃1,200円→差額200円は提携先様利益

※ 北海道・沖縄・離島で極端に送料が高くなる場合は要相談（配送不可にする、専用の商品内容にする…）

※ サービスリリース後にも送料を変更することは可能です



おうちハック！グルメ 弊社が求める商品イメージ

【希望するグルメ】

＜ご当地グルメ＞

〇 博多もつ鍋セット

〇 きりたんぽ鍋セット

〇 青森県八戸名物「いちご煮」

＜知る人ぞ知るグルメ＞

〇 痛風鍋セット

〇 禁断のグルメシリーズ

〇 珍味シリーズ

＜訳ありグルメ＞

〇 形が不揃いの●●

〇 規格を満たしていない●●

＜知る人ぞ知るグルメ＞

〇 痛風鍋セット

〇 禁断のグルメシリーズ

〇 珍味シリーズ

＜絶品スイーツ＞

〇 行列の店が作る絶品チーズケーキ

〇 スポンジをシャンパンに浸けて寝かしたシャンパンケーキ

〇 洋菓子みたいな新感覚和菓子スイーツ（わらびもち）

【お取扱いが難しいもの】

〇 ふるさと納税で人気の「お肉●kg」「お米●●kg」など

〇 スーパーやデパートでも買える商品

先ずは一度、弊社にお問い合わせください！！

一緒に商品内容を検討させて頂けると幸いです



おうちハック！グルメ 提携先様（事業者様）のメリット

貴社ECサイトや他のECサイトとは異なる、新規のお客様を獲得出来る02

2回目以降の購入は貴社サイトへ誘導可能（リピーターを獲得出来る）03

InstagramやTwitterなどのSNSで商品が拡散される04

お客様のコメント・FBが商品開発に繋がる可能性がある05

他のECサイトやキュレーションサイトなどにはないメリットが5点

既に会員の30,000人を超える見込み顧客にアプローチ可能01



おうちハック！グルメ エントリー後の流れに関して

No. 実施内容詳細 ご担当者

サービス詳細・商品内容のお打合せ 両社

２ 商品を弊社レビュー部隊に送付 提携先様

３ 弊社基準をクリア後、正式な契約 両社

５ Googleフォームに貴社情報・商品内容をご入力 提携先様

４ 契約書・Googleフォームを送付 休日ハック

６ 記載の情報をもとにシステムに登録 休日ハック

７ ステッカー・チラシ・マニュアルを送付 休日ハック

８ 商品掲載・提供開始 両社

１



株式会社休日ハック 会社概要

グルメ


