
各種媒体

「モノ消費」を「体験消費」に。

ハルの体験システム

ハルの
体験システムで
次代の
ビジネスモデルを
創りませんか？

TAIKEN

株式会社ハル

体験SNSシステムハルの ご案内



お客さまにもっと近く、もっと深く

新ビジネスモデルの確立

サービス作り
（体験プログラムの構築）

ここに
あなたの
体験プロ
グラムを

いま世の中の人が関心をもち、参加するのは「体験」です。

体験プログラムは、一過性のイベントではなく人と人をつなぎ、コミュニティを創ります。

さらにＳＮＳの世界でもそのコミュニティが拡がり、集客パワーが生まれるのです。

ハルはこの流れをしくみにしました。

「モノ消費」を「体験消費」に変える（コンテンツ）

新しいビジネスモデル（事業）に育てます。

ハルの「ＴＡＩＫＥＮ」システムを！
ハルのTAIKENシステムは、体験プログラムとＳＮＳをつなぐシステムです。

し ジネ デ （事業） 育て

サービス作り
（体験プログラムの構築）

現有施設の活用
（資産の活用）

現有施設の活
（資産の活用
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コミュニティづくり
（体験プログラムを提供）

ュニティづくり
プログラムを提供））
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「モノ消費」を「体験消費」に。

ハルの体験システム

経営者はなぜ

物より体験に投資するのかご存知ですか？

最近成功している

「物販と教室（体験）の複合体」をご存知ですか？

ハルの体験システムは人と人をつなぐビジネスモデルです。

「TAIKEN」システムはリアルとSNSが両輪です。

リアルTAIKEN ＳＮＳ-TAIKEN

各各種媒体
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こんなことも、あんなことも、投資に見合う体験プログラムは無限に創発できます。

（事業（商品）計画）
参加者を集客 参加者の会員化 体験プログラムの

コミュニティを構築 体験消費の活性化

地域の人々と企業が抱える
課題を抽出し、それに適合
した体験プログラムを構築
します

①地域コミュニティー調査
②課題要因の抽出
③体験イベントの要素分類
④体験メニューづくり
⑤運営ポリシー作成
⑥運用マニュアル作成
⑦事業計画索定

マーケティング仮説と
グランドデザインづくり

マーケティング仮説と
グランドデザイン

①マーケティング
②ブランディング
③投資シミュレーション
④経営計画索定

プログラムの運営に必要な
体験提供者と参加者を集客
します。

①体験提供者を集める
②参加者を集める
③体験の場の設計・設営
④運営者チームの編成
⑤運営者チームの教育

体験プログラム参加者を
TAIKEN会員化。個客を顧客
へと変えます。

①会員化の手順構築
②必要資材の作成
③登録を促進させる教育
④体験現場コンテンツ作成

体験提供者と会員、会員
同士をSNSで繋ぎ、コミュニ
ケーションを活性化させます。

①SNSの構築
②ソーシャルプラグイン促進
③コンテンツ制作
④ファシリテーターの配置
⑤ファシリテートの実施

体験消費を促進させる各
種施策の運用を行います。
また、参加状況に応じて
体験プログラムを改編します。

①結果の分析と最適化
②体験見込み客選定
③見込み客への販促
④体験プログラムの応募促進
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新しいビジネスモデルを。

仮　説

体験プログラム化

体　験 会員化 ＳＮＳの構築・運用 体験消費

楽しく動いてやせる！

健康的にやせる体操教室
誰にでもできるやせるための体操を、みんな
で楽しみながら行います。また、日常での正
しい立ち方や歩き方などを習得しましょう。

上手に描こうと思わなくて大丈夫！

癒しのアート・カードをつくろう！
墨と水彩絵の具を使って、季節の花や暮ら
しの中にあるモノを描いてみませんか？
そこに一言添えれば、そのまま郵便でだせ
るアートカードになります。どなたでも体験
できます。

お友達と一緒に楽しめるネイル教室

おしゃれなネイル・アートを学ぶ
おしゃれ心をくすぐるネイルの楽しいアー
トを、実際に体験します。お友達と参加して
お互いにネイルをしあうこともできる教室
です。

ブラシを上手に使って！

１０歳若返るメイクアップ講座
化粧ブラシを使って、自然で若々しいメイク
アップの方法を実践的に教えてくれます。
自分に合う色を探して、上手に顔にのせて
いくコツが簡単に身につきます。

趣味に活かそうパソコンの機能

遊びのためのパソコン講座
パソコンを使って、撮った写真を編集した
り、ファイリングしたりします。パソコンの
基本的な使い方を教わりながら、自分の趣
味に活用する方法を学びます。

マーケティングのハルが
お手伝いいたします。

ここにここに
あなたのあなたの
体験プロ体験プロ
グラムをグラムを

プロから学ぶ美肌＆アンチエイジング

世界の創作料理からの簡単レシピ
ヘルシーでココロとカラダもよろこぶレシピ
を、料理の基本から学びます。料理は、美肌や
アンチエイジングにうれしい内容です。
※エプロン持参。申し込み時に食物アレルギー
　の有無をお伝えください。

笑うと健康にもよくて、運もよぶ！

ハッピー・スマイル教室
いい笑顔をつくるためのレッスン。人は楽し
いから笑うのではなく、笑うから楽しくなる
のです。まずは、いい笑顔をつくることから
始めてみませんか。

ハルの「TAIKEN」システムのフロー（手順）です。
体験システムはこんな手順ですすめます。 今はなぜ

コミュニティ活動が
重要なのでしょうか？

マーケティング仮説と
グランドデザイン

マーケティング仮説と
グランドデザインづくり

仮　説

体験プログラム参加者を
TAIKEN会員化 個客を顧客

参加者の会員化

会員化

プログラムの運営に必要な
体験提供者と参加者を集客

参加者を集客

体　験

地域の人々と企業が抱える
課題を抽出し それに適合

（事業（商品）計画）
体験プログラム化

体験提供者と会員、会員
同士をSNSで繋ぎ コミュニ

体験プログラムの
コミュニティを構築

ＳＮＳの構築・運用

体験消費を促進させる各
種施策の運用を行います

体験消費の活性化

体験消費仮 説

1
TAIKENプログラム



ハルの
TAIKENシステムを
動かすための
支援メニューです。

デジタルマーケティングサービスの商品
Webと紙を両立させることができる体制としくみを構築し、
デジタルマーケティングサービスを統合したソリューションを提供します。

・コーポレートサイト

・キャンペーンサイト

・商品・ブランドサイト

・会員サイト

・通販サイト

・ポータルサイト

・外部サイトランディングページ

・Facebookページ

・ソーシャルサイト

・ブログ

・電子書籍・カタログ

・Webマニュアル

・Webシュミレーター

・サイト分析

・SEO対策

・ネット広告

・Webシステム・アプリ開発

・運用代行・支援・教育

5

インターネット広告
最先端の広告技術を活用し、ROI（投資収益率）を最大化

・リスティング広告（検索連動型広告）サービス

・インターネット広告サービス

・ソーシャルメディア広告サービス

・アクセス解析ツール運用・分析サービス

1
・Webトータルソリューションサービス

・コンテンツ管理サービス

・サイト運営最適化サービス

・検証・審査サービス

Webサイト構築・最適化
最も効果的で競争力のあるWebサイトを実現します。2

ソーシャルメディア
Facebook、Twitter、Blogなど、
ソーシャルメディア活用をトータルでサポートします。

・コンサルティング・調査・分析サービス

・制作・アプリケーション開発サービス

・マーケティング・プロモーション支援サービス

・運用・監理サービス

3
・スマートデバイス広告サービス

・スマートデバイス最適化サービス

・スマートデバイスアプリケーション開発サービス

スマートデバイス
モバイル端末での企画、開発、運用を
ワンストップで提供します。

4

ワンストップで
サポート

構築

調査
分析

集客 運用
改善

株式会社ハル　
〒556-0017  大阪市浪速区湊町 2-1-57 難波サンケイビル 13F
TEL：06-6632-7691  FAX：06-6632-7693

〒160-0022  東京都新宿区新宿 1-12-1
TEL：03-3358-8984  FAX：03-3359-8493

E-mail：info@harugakita.co.jp

HP：http://www.harugakita.jp

本 社

東 京 支 社

お問い合わせ

各種媒体
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