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課題1/2

パートナーや家族と、家事・育児分担が

原因で気まずい雰囲気になってしまう。
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1. ｢離婚に関する全米調査の結果、回答者の25%が『家事について意見が合わなかった』ことを、

離婚の最大の理由に挙げた。『不倫・浮気（40%）』『性格の不一致（35%）』に次いで、3番目に

多かった｣

https://www.businessinsider.jp/post-165072

2. 約４割の夫婦が、現在の夫婦関係に対して「もっと良くしたい」と考えている。

最も改善への意向が高いのは「30代妻」で、40代以降は下降し、現状維持意向やあきらめが

増加。夫婦関係不満者は、「夫婦で会話する時間」「気持ちや本音を素直に伝えあう」など、コ

ミュニケーションの量や質を高める希望が強い傾向

https://souken.zexy.net/data/mc/BS_MC2019_release.pdf
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課題2/2

https://www.businessinsider.jp/post-165072
https://souken.zexy.net/data/mc/BS_MC2019_release.pdf


気まずさ発生までのフロー

5

遂行必須な家事の発生・発覚

自分でやるか迷う。相手の様子をみる

自分がやる

偏ると不平等感によるストレスの蓄積 してもらっている側の感謝のなさ

ストレスが限界値に到達

不満爆発・いらいら・微妙な空気に

自分は気が付かない。

相手がやる



気まずさ発生までのフロー
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遂行必須な家事の発生・発覚

自分でやるか迷う。相手の様子をみる

自分がやる

偏ると不平等感によるストレスの蓄積 してもらっている側の感謝のなさ

ストレスが限界値に到達

不満爆発・いらいら・微妙な空気に

自分は気が付かない。

相手がやる

案1

案2

案3

案4



改善するための案4
ペルソナ

子育て（未就学児）している20代、30代夫婦

解決策

● 機能

○ 他利用者との同期機能

○ 負担が少ない記録機能

○ 自動分類機能

● サービス

○ 育児・家事関連お得情報

○ ユーザー同士の質問広場

インタビュー結果（事例抜粋）

１．男性 20〜30代前半（既婚者・子供4歳/2歳）
　　男性の奥様 20〜30代前半

・育児だと初めてのことが多く、子供に関わる対応の全体像が見えない。そのため 相

手が行っている育児・家事のタスクを見える化して欲しい。 （男性）

・家事・育児をしている時はスマホをいじっていると子供が興味を持ってしまうので、

すぐに記録またはスマホを操作しないで記録したい 。（奥様）

・家事・育児を効率化する情報が欲しい

・家事代行はお試しから使って、身近な存在になれば、ぜひ使い続けたい

・会社をやめ、専業主婦の人は子供がもう少し大きくなったらパートで働きたいと思っ

ている人は多い



無理をさせない育児・家事アプリ
子どもの行動記録、育児・家事の方法記録、相談機能、お得な情報
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アプリ詳細

● 機能

○ 他利用者とアプリ情報同期機能

○ 負担が少ない記録機能

○ 自動分類機能

● サービス

○ 育児・家事関連お得情報

○ ユーザー同士の質問広場



解決ポイント

無理をせずに育児・家事を遂行

● 機能

○ 他利用者とアプリ情報同期機能

○ 負担が少ない記録機能

○ 自動分類機能

● サービス

○ 育児・家事関連お得情報

○ ユーザー同士の質問広場

情緒的サポート

物理的サポート



情緒的サポート
他利用者とアプリ情報同期機能

パートナーやユーザーの関係者にタスクを連携

期待する効果
・実行しなければいけないタスクの認識が周囲の人間と擦り
合う

ユーザーへの影響
認識相違による苛立ちや不満が軽減される。

ユーザー同士の質問広場

同じ境遇のユーザー同士で質問できる場を提供

期待する効果
・同じ境遇のユーザー同士でコミュニケーションが発生す
る。
・タスク管理だけでではなく、居場所的な要素を持ち合わせ
たアプリだと認識する。

ユーザーへの影響
育児や家事に取り組む際に感じる「孤独感」が、当該コミュ
ニティによって軽減される。



物理的サポート

育児や家事に関連する、クーポンや
求人、イベント情報を掲載する。

期待する効果
・情緒的サポートではどうにもならぬ問題の
解決案の導線も設けて離脱を防ぐ。

ユーザーへの影響
解決不可と捉えていた問題を外部サービス
で解決できることを知り、解決する手段が増
える。

写真の内容をAIが読み取り、なんのタ
スクか自動でラベリングし、分類を分
ける。

期待する効果
・「判断する」行為が最小限になり、認知コスト
を下げることでユーザーが継続して利用す
る。

写真(必要に応じて音声も )で
タスクを記録できる

期待する効果
・入力を最小限に止め、ユーザーの負担を
軽減し、利用障壁を下げ、ユーザーが継続
して利用する。

ユーザーへの影響
育児や家事が発端で起こる喧嘩が、タスク管理が当たり前になるこ
とでタスクの属人化や漏れが減少することで少なくなる

家事・育児関連お得情報自動分類機能負担が少ない記録機能



物理的サポート

育児や家事に関連する、クーポンや
求人、イベント情報を掲載する。

期待する効果
・情緒的サポートではどうにもならぬ問題の
解決案の導線も設けて離脱を防ぐ。

ユーザーへの影響
解決不可と捉えていた問題を外部サービス
で解決できることを知り、解決する手段が増
える。

家事・育児関連お得情報

写真の内容をAIが読み取り、なんのタ
スクか自動でラベリングし、分類を分
ける。

期待する効果
・「判断する」行為が最小限になり、認知コスト
を下げることでユーザーが継続して利用す
る。

自動分類機能

写真(必要に応じて音声も )で
タスクを記録できる

期待する効果
・入力を最小限に止め、ユーザーの負担を
軽減し、利用障壁を下げ、ユーザーが継続
して利用する。

負担が少ない記録機能

ユーザーへの影響
育児や家事が発端で起こる喧嘩が、タスク管理が当たり前になるこ
とでタスクの属人化や漏れが減少することで少なくなる

実現可能性の調査必要



ビジネスモデル想定

アプリ

ユーザー

育児・家事
サービス
提供会社￥

物

￥

￥ 金

情報

料金

宣伝機会
集客機会

タスク分担機能
育児・家事クーポン

育児・家事イベント情報

家事情報 サービス

料金



ビジネスストーリー

無理をせず家事を
こなせる体験

LTVの向上

ユーザー数増加

提携企業の増加

良質コンテンツ
の拡充

プラット
フォームの確立

手順レベルの家
事情報

ビッグデータ



ご協賛になりうる会社の人からの意見

□某家事代行会社 広報部

・現状、家事代行は需要が供給を大幅に上回っており、

　従業員が不足している。

　なので、求人広告には興味がある。

・現状、広告はリティティングのみであるので

　別手段としてアプリ広告のお試し利用は前向きに検討する

　可能性がある。



今後の展望

□家事データ蓄積後

・機械学習を利用しモデル作成と

　それにより導き出された示唆を元にCVの高い施策を

　ターゲットごとに出し分け。

□タスク金額の可視化

・代行会社に依頼すると、当該タスクがどれくらいの費用で

　になるのか自動算出。代行会社への依頼検討材料に。

□予測通知機能

・ユーザーがタスクを行うであろうタイミングに第三者から予告通知がくる。



より多くの人がパートナーや家族との関係を

楽しく幸せに継続できるよう支援したいです。

ご協賛よろしくお願いします。
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改善案フロー

感情が視覚的に認識

できる
第三者に決めてもらう 話すきっかけを作る 無理をさせない

案1 案2 案3 案4



改善するための案１
● ペルソナ

同棲・結婚している20代後半の女性（子供なし）

● 解決策

スマホなどを相手に触らせて、感情を視覚化させ、相手が今どんな気分なのか認識できる

● インタビュー結果（実例抜粋）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　伝えなくて良い情報も相手から伝わってしまうため、余計気まずい雰囲気を感じる回数が　　　　　　多くなっ

てしまう という意見が多発したため、そもそも何で一番この機能を使いたいのか



● ペルソナ

同棲・結婚している20代後半の女性

● 解決策

二人でやる家事を楽しく分担でき、より仲を深められるアプリを提供
　①タスク分担機能･･･互いの家事を可視化+感覚的に分担することができる機能

　②デュエル機能　･･･残っている共通用フィールドにある家事の担当を第三者的にランダムで決めてもらう機能

　③褒める機能+特典･･･家事をしてくれた相手を褒める機能、一定量になると、特別な特典が付与される機能

● インタビュー結果（実例抜粋）

2. 女性 20代後半（既婚　同棲始めて5年）

・直接言わずに気づいてもらえて直してもらえるようなものがあれ

ば使いたい

・分担割合については特に不満はなし

・分担アプリは必要ないと思う。めんどくさい

改善するための案２

１．女性 20代後半（同棲始めて1年半）

・相手に家事をやったことに気づいてもらいたい

・家事原因で喧嘩や雰囲気悪くなったことあまりない

・2人のやることとして共有管理できる



改善するための案３
● ペルソナ

同棲・結婚している20代、30代の女性

● 解決策

二人でやる家事を楽しく、効果的に行い、より仲を深められるアプリを提供

　　①家事をやってない側の人にも気づかせてくれる機能　

　　（②家事の豆知識をアプリ利用者で共有する機能）

　　（③家事代行業者と協力して、家事のタイミングを取得し、それに合わせて企業がクーポンなどを発行する機能）

　　（④家事の価値を代行業者に支払額から算出し、効率的な家事で節約できることを相手と共有する機能）

● インタビュー結果/類似商品結果　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・類似アプリ有（魔法の家

事ノート等）　　・ビジネスモデルとして気づかせるだけでは不十分



物理的サポート
アプリ機能名 種別 機能詳細 期待する効果 ユーザーへの影響

負担が少ない
記録機能

機能 写真
(必要に応じて音声も )でタ
スクを記録できる

入力を最小限に止め、ユー
ザーの負担を軽減し、利用
障壁を下げ、ユーザーが継
続して利用する。

育児や家事が発端で
起こる喧嘩が、タスク
管理が当たり前になる
ことでタスクの属人化
や漏れが減少すること
で
少なくなる、

自動分類機能 機能 写真の内容をAIが読み取
り、なんのタスクか自動でラ
ベリングし分類を分ける。

「判断する」行為が最小限に
なり、認知コストを下げること
でユーザーが継続して利用
する。

育児・
家事関連
お得情報

サービス 育児や家事に関連する、
クーポンや求人、イベント情
報を掲載する。

情緒的サポートではどうにも
ならぬ問題の解決案の導線
も設けて離脱を防ぐ。

解決不可と捉えていた
問題を外部サービスで
解決できることを知り、
解決する手段が増え
る。



情緒的サポート
アプリ機能名 種別 機能詳細 期待する効果 ユーザーへの影響

他利用者との
同期機能

機能 パートナーやユー
ザーの関係者にタ
スクを連携

実行しなければいけないタスクの
認識が周囲の人間と擦り合う

認識相違による苛立ち
や不満が軽減される。

ユーザー同士の
質問広場

サービス 同じ境遇のユー
ザー同士で質問で
きる場を提供

同じ境遇のユーザー同士でコミュ
ニケーションが発生する。

タスク管理だけでではなく、居場
所的な要素を持ち合わせたアプ
リだと認識する。

育児や家事に取り組
む際に感じる「孤独感」
が、当該コミュニティに
よって軽減される。
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 Key Partners
（パートナー）

・サーバー提供会社

・アプリ開発会社

・保守・運用会社

Key Actions
（主な活動）

・育児・家事情報の分析

・提携企業への営業

・アプリの集客

Value Proposition
（価値提案）

□ユーザー

・快適なタスク管理

・育児、家事コミュニティ

・お得情報

（クーポン、イベント

　求人情報）

□企業

・ターゲットユーザーを持つプ

ラットフォーム

Customer Relationships
（顧客との関係）

□ユーザー

・サービス利用者

□企業

・協力関係

Customer Segments
（顧客セグメント）

□ユーザー

20代夫婦で

0~4歳の子供持ち

□クライアント

育児や家事に関連するサービス

提供会社

・例

　ベビーシッター

　家事代行

　家具グッズ販売店

Key Resources
（主なリソース）

・代行サービス提供企業

・特典サービス

・商品提供企業

Channels
（チャネル）

・アプリ

・SNS
・広告

Cost Structure（コスト構造）                                                                    1年目　2220万円

・ソフト開発費　　　　　　　　　　 ・サーバー利用費

  　1000万円　　　　　　　　　　　　　20万円/年
・コンテンツ制作費　　　　　　　　・法人営業費

　　300万円　　　　　　　　　　　　　200万円

・サービス立ち上げまでの人件費　　・保守・運用の人件費　

　　500万円　　　　　　　　　　　  　150万円/年

Revenue Streams（収益の流れ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1年目　960万円

・法人への紹介手数料（5%）

 （e.g. 家事代行1回8000円なら400円）

年平均5回利用でユーザー6千人で600万円

・広告費（クリック課金型）1クリック10円　120万円/年

さらなる調査が必要

モデルキャンパス


