
3分でわかる
アルムナイサービス概要資料

株式会社ハッカズーク
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ハッカズークについて
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会社概要

会社名

株式会社ハッカズーク

代表者

鈴木仁志

設立

2017年7月

ミッション

変化するライフスタイルに、
人と組織が適応するためのサービスを提供する

事業内容

アルムナイ特化型SaaS「Official-Alumni.com 」の提供

アルムナイ特化型メディア「アルムナビ」の運営

アルムナイに関するコンサルティング
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所在地

東京都新宿区西新宿6-21-1 アイタウンプラザ  205

資本金

1億7,878万円（資本準備金含む）

株主

経営陣 / 株式会社ドリームインキュベータ  / 三菱UFJキャピタル株式会社

岡三キャピタルパートナーズ株式会社  / みずほキャピタル株式会社

個人投資家数名



導入実績
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企業以外での導入・活用事例

(画像をクリック ) (画像をクリック ) (画像をクリック ) (画像をクリック )

アルムナイ専門サービスシェアNo.1の「Official-Alumni.com」は、さまざまな企業、団体での導入実績があります。

国立大学での利用 県との提携 社団法人での利用 プロスポーツチーム

利用企業（一部）

ロゴ掲載許可企業のみ掲載しています。その他、商社、コンサルティング、 IT、
製造業、サービス業など数十社での導入実績があります。

日本マーケティングリサーチ機構調べ
調査概要：2021年6月期

企業向けアルムナイ専門サービスにおける検証調査

アルムナイ
専門サービスシェア

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000057.000030026.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000032.000030026.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000038.000030026.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000039.000030026.html
https://alumni-lab.jp/survey2/
https://alumni-lab.jp/survey2/
https://alumni-lab.jp/survey2/
https://alumni-lab.jp/survey2/


メディア掲載・受賞
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メディア掲載

受賞

テレビ東京  WBS

NHK おはよう日本



アルムナイに取り組む目的
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企業の導入目的
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アルムナイ担当

アルムナイコミュニティ活性化  /
投資対効果改善  / 運用効率改善

人材開発・キャリアデザイン担当

キャリアオプションの可視化  /
社外視点の取得  / メンター確保

中途・新卒採用担当

再雇用 / 副業兼業採用

採用ブランディング  / クチコミ改善

従業員体験向上・退職率改善担当

従業員体験向上  / 退職理由把握・分析

退職率改善  / 退職体験改善

社友会担当

アナログ運用のデジタル化  / コスト削減

運用効率改善  / オンライン名簿

ビジネス側

業務委託・提携  / 外部情報取得  / 顧客化

オープンイノベーション  / アイデアソン

image: storyset.com

多くの企業は、以下のような目的を組み合わせて、アルムナイとの関係構築・価値創出に取り組んでいます。



導入目的 – 再雇用（カムバック採用 / ジョブリターン）・副業採用
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自社のことをよく知ったうえで社外での知見をつけたアルムナイは即戦力人材として期待され、アルムナイの再雇用を強化す
る企業が増えてきています。

｜再雇用の事例

　中外製薬社のインタビュー記事

採用視点でのアルムナイの特徴

✔ 採用単価が低い

✔ 社内を知っているので教育コストが低い

✔ 社内視点と社外視点の融合が上手い

✔ 採用のミスマッチが低い

✔ 社外を知った上で戻ってくるのでエンゲージメントが高い

　クラレ社のインタビュー記事

(画像をクリック )

(画像をクリック )

https://alumnavi.com/chugai-pharm/
https://alumnavi.com/kuraray/
https://alumni-lab.jp/survey2/
https://alumni-lab.jp/survey2/


導入目的 – 採用ブランディング
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アルムナイの「退職後のキャリア」が会社選びの参考になると考える候補者が増えていて、アルムナイの活躍を採用サイトに
掲載したり、アルムナイが採用イベントに登壇する企業が増加しています。

｜採用ブランディングの事例

　ホンダ社採用ページ

NTTデータ社採用ページ

アルムナイ研究調査  “大学生・大学院生の「企業の退職者」への関心 ” 結果
調査概要：https://alumni-lab.jp/survey2/

｜就活生向けアンケート調査結果

　就活生の約7割が元社員の「退職後のキャリア」に興味

68%
興味あり

元社員の退職後のキャリア

76%
参加したい

元社員参加の採用説明会

その会社での経験によって、その後の
キャリアがどう広がるのか知りたいから

（43.1%）」

• 外から見たその会社の善し悪し
• その会社で働いてみて思ったことを、

素直を話してほしい
• その会社で得たものが退職後どのよ

うに活かされているのか

※2019年実施の『 type就活』会員に向けた Webアンケート（「THE世界大学ランキン
グ日本版2019」上位100大学の学生の回答率 78.9%）では、同質問に対して 89.4%
が興味ありと回答。

(画像をクリック )

(画像をクリック )

https://www.honda.co.jp/career/23.html
https://www.nttdata.com/jp/ja/recruit/careers/tag/keyword/ob%e3%83%bbog/
https://alumni-lab.jp/survey2/
https://alumni-lab.jp/survey2/
https://alumni-lab.jp/survey2/
https://alumni-lab.jp/survey2/


導入目的 – 人材開発・キャリアデザイン
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アルムナイに社外でのキャリアや、社外から見た自社の特徴や強みを話してもらい、社員に新たな気づきを得てもらうため
に、社員向けセミナーで登壇してもらう事例が増えています。

｜社員向けの講演や座談会・社員のメンター

｜他社事例

　みずほフィナンシャルグループ社 アルムナイと現役社員の交流

人材開発・キャリアデザイン視点でのアルムナイの特徴

✔ 社外から見た自社の強みを話せる

✔ 社内の経験が社外でどう活かせるかを話せる

✔ 完全な社外の人よりもリアリティがある

✔ 社内の人よりも相談しやすい

(画像をクリック )

image: storyset.com

https://alumni-lab.jp/survey2/
https://www.talent-book.jp/mizuhofg/stories/48176


導入目的 – ビジネス連携
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社内外の両方を知るアルムナイとの協業は、「知の探索」と「知の深化」の両方を得ることができ、新規事業開発や社内改革
などのイノベーションを促進します。

｜オープンイノベーションや協業 ｜出資の事例

　アルムナイが起業したCanly社へ双日社が出資

(画像をクリック )

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000047.000037205.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000047.000037205.html
https://alumni-lab.jp/survey2/


経営視点でも高まる重要性
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アルムナイの取り組みをIR資料に記載する事例が生まれたり、米国で義務化された人的資本情報開示のガイドラインとなる

ISO30414でも退職や社外リソースに関する項目が含まれていることに経営が注目しています。

｜中外製薬
2020年12月期アニュアルレポート

「人材」セクション

https://www.chugai-pharm.co.jp/ir/reports_downloads/annual_reports/files/jAR2020_12_A00.pdf

｜荏原製作所
2020年12月期アニュアルレポート

「人材戦略＞ダイバーシティ推進」セクション

https://www.ebara.co.jp/ir/library/annual-report/pdf/__icsFiles/afieldfile/2021/08/27/INT21_A3_JP.pdf

図はアルムナビより

｜人的資本情報開示の義務化
全項目の1割が退職に関連、3分の1以上が社外リソースに
関する項目となっている「ISO30414」

https://www.iso.org/standard/69338.html

https://www.chugai-pharm.co.jp/ir/reports_downloads/annual_reports/files/jAR2020_12_A00.pdf
https://www.ebara.co.jp/ir/library/annual-report/pdf/__icsFiles/afieldfile/2021/08/27/INT21_A3_JP.pdf
https://alumnavi.com/ebara/
https://www.iso.org/standard/69338.html


ハッカズークのソリューション
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アルムナイの取り組み検討時における課題と弊社が出来ること
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アルムナイの取り組みに関する知見がない

リソース不足で新しい施策に手が回らない

社内の退職者に対するイメージが悪い

アルムナイに提供できるメリットがない

先行他社との繋がりがない、事例を知らない

数十社の支援からなる豊富なナレッジを活用して支援

システムやコンサルティングの提供だけでなく運用も支援

社内の理解を得ながらの段階的展開の支援経験も豊富

特化型のシステムや多様な施策でアルムナイにメリットを提供

ユーザー会やアワードなど交流の機会へのご招待

多くの企業にとって新しい取り組みとなるアルムナイにおいては、知見やリソースなど様々な課題が発生します。

｜独自で取り組まれる場合 ｜弊社がご支援する場合



ハッカズークの特徴
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アルムナイに関することであればシステムからコンサルティングまで全てご支援します。

システム

弊社の提供するオフィシャル・アルムナイ・ドッ
トコムは、企業向けアルムナイ専門サービスで
シェアNo.1のシステムです。

コンサルティングサービスの提供から培ったベ
ストプラクティスを詰め込んでいます。

コンサルティング

アルムナイの取り組みは多くの企業にとって経
験の無い新しい取り組みです。

数十社の支援実績をもとに、アルムナイだけで
なく人事や採用の経験が豊富なコンサルタント
が、最適な施策のご提案をします。

運用代行・支援

ご担当者が持つ他の業務に支障が出ないよ
う、施策の実行や様々なコンテンツの制作など
をご担当者に代わり実行いたします。

システムの運用はもちろん、ライティングやイベ
ントの運営も代行可能です。



オフィシャル・アルムナイ・ドットコムで出来ること
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管理者は運用効率を改善し、ユーザーはコミュニティに参加してユーザー間の関係を強化することが出来ます。

｜管理者ユーザー

　アルムナイコミュニティ管理に最適なCRM・タレントマネジメント

｜アルムナイ  / 社員ユーザー

　登録ユーザー同士でつながれるメリットのあるクローズドSNS

募集やアナウンス サブ・コミュニテイ

スマホアプリ
(iOS, Android 対応)

非言語

コミュニケーション

名簿 チャット

多様な管理者権限 一括メッセージ送信

リアルタイム分析アンケート

記事投稿 名簿検索



オフィシャル・アルムナイ・ドットコム vs 代替ツール
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Facebook等の他ツールでの運用と比べて参加率が高く成果が出やすいため、多くの企業に選ばれています。

Facebook等の

他SNSのグループ機能

顧客管理

ツールの転用

採用・リファラル

ツールの転用

◎
目的特化クローズドコミュニティのため

他SNSを利用していない人の登録も多い

×
他SNSはプライベート利用

/ オープンSNS疲れ

△
メリットを見出す人が

少なく登録者数が伸びない

×
再入社意欲の高い人

以外が登録しない

登録の壁と登録者数

◎
他参加者とのコミュニケーションや

構造化された名簿へのアクセス

○
他参加者との

コミュニケーション

×
管理者との

コミュニケーションのみ

×
管理者との

コミュニケーションのみ

アルムナイのメリット

◎
ログイン・PV・メッセージ開封など

登録ユーザーの行動データ等の取得

△
投稿に対するコメントや

リアクションに限られる

△
管理者発信情報の

閲覧など限られる

△
管理者発信情報の

閲覧など限られる

効果最大化のための分析

×
多数ユーザーの管理ツール

として作られていない

△
アルムナイに最適化

されていない

運用効率の改善
◎

管理者の一括操作や

アルムナイに最適化された項目等

△
アルムナイに最適化

されていない
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料金体系や事例のご紹介、システムのデモなど

個別にご紹介させていただいております。

以下のいずれかより

「アルムナイサービスの詳細希望」

とお知らせいただければ幸いです。

メールアドレス：contact@official-alumni.com
お問い合わせフォーム：https://official-alumni.com/contact/

担当：金森

さらなる詳細について

mailto:contact@official-alumni.com
https://official-alumni.com/contact/

