
サービス説明資料

プロ中心のオンライン学習コミュニティ

犬との暮らしを、学びでよくする。

運営：SIPPO-HAPPO株式会社



オンライン学習コミュニティ「RE-STUDY」とは

運営：SIPPO-HAPPO 株式会社

主にトリマー、トレーナーなど犬に関わる職業のプロを対象に
「専門的な学習」や「対話のできる場所」をオンライン上で提供するサービスです。

スマホやPCで気軽に参加できる！

 オンラインファンサロンアプリ「FANTS」を利用

専門家から最新知識を動画で学べる

チャットで全国の仲間とつながれる

情報の選択や対話力を鍛えるワーク

楽しい
参加型
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ワンちゃんと暮らすうえでありがちな課題

SNSや口コミに流されやすい気がする…
本当にワンちゃんに良いことをしたい！

誠実な接客を大事にしているけど、お客さ
んの質問にもっとうまく答えたい……

ネットやSNSの情報
何が正しいか判断できない

ネットで情報収集をしている
と、いろんな広告や人の発言
があり、何が・誰が正しいの
か分からなくなりがち。

セミナーや交流会は都会での
開催が多く、地方に住んでい
る場合は受講費以外に交通費
や宿泊費など時間もコストも
かさみがち。

プロでも専門学校で詳しく学
べる機会がなかった方は多く、
知識不足が原因でワンちゃん
を傷つけてしまう可能性も ...

セミナーや交流会は
コストがかさむ

学校で教わらないのに
現場で必要な知識がある

ワンちゃんに関わるお仕事をされている方、飼い主の方で
このような経験はありませんか？

飼い主さん トリマーさん



実践的なワークが
あって面白い！！

「基礎編」「応用編」と
えらんで学べる！！

情報の取捨選択や
対話の仕方まで学べる！

月会費だけで交流や
公開講座が見放題！

様々な分野の専門家から
動画で講座を受けられる！

一般的な学習以外に「オリジナ
ル講座」を通じて、情報に踊ら
されずネットを味方にできるプ
ロを目指せます！

ワンちゃんと接する上で必要な
専門知識を、「信頼できる専門家」
から学びます。自分のレベルに
応じて内容が選べます！

このコミュニティはプランを選
べる月会員制。1回数千円のセ
ミナーや交流会に何度も行くよ
り断然おトクです！

専門家による動画講座での学習を中心に、
仲間と一緒に自律して学び続けられるプロを目指せます！

スキマ時間で
学べる・楽しめる！！

サービスのメリット



特長 1. 情報の取捨選択や対話の仕方まで学べる！

ネット（特に SNS）でありがちなこと

話し合おうとしたのに
バトルになってしまった

誰のどんな情報を信じれば
いいのか判断できない

ユーザー同士の言い争いを
見てしまうと、さらに真偽が
判断できなくなる

有名人の発言＝支持者が多い＝真実？
口コミや宣伝がいい＝いい商品やサービス？ リアルの人間関係も険悪に ..

間違いを教えたいだけなのに ...

情報の捉え方がわからない? 話し合い方がわからない?
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RE-STUDY オリジナル講座 ( ワークショップ )

少人数のビデオ会議で
情報の取捨選択や対話を学ぶ

匿名&顔出し義務なしで行います

会員同士の交流がスムーズになる（グループ内の心理的安全性が高まる）
日常でも自分で考えたり、人の話の捉え方や発言の習慣が身につく！

ワークの目的

参加型のワークショップで実践練習できる！
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ゆる勉強会
情報の切り分けかた /自分の意見の持ちかた

SIPPO-HAPPO株式会社

学術的な
学びだけでは
ないのが◎



特長 2. 様々な分野の専門家から動画で講座を受けられる！
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RE-STUDYで講座を担当するのは

講師陣（予定）
獣医師、プロトリマー、トレーナー、
広告管理養成講座講師、etc...

活躍中の獣医師やプロ

※講師に質問もできる！！
業界最前線の研究者

教えてくれるのは ......

など

専門家の選定ポイント

・本質的な活動実績がある
・大衆を過度に煽動する活動をしていない
・名声や人気は評価対象外

信頼できる専門家 ▼講座の例（法律学科）

※講座に関して専門家への質問および過去の質問と回答の閲覧は「スタンダードプラン（後述）」から利用可。



好きな時間に学べる
何度でも視聴できる ※

※ 動画は月で更新され、1講座の公開期間は基本的に3ヶ月。基礎編のみ延長して公開される場合もあります。

動画講座の例（皮膚専門の獣医師による講義）
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動画だから ...

途中で止めたり、速度の調節もできちゃいます

動画でマイペースに学ぶ

症例写真や図があって
分かりやすい !!

特長 2. 様々な分野の専門家から動画で講座を受けられる！

動画学習は PCでのご利用がおすすめ



学習レベルに合わせて講義を選べる！
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＼基礎編／

初心者プロ（スタンダード会員）

学生さん（学割会員）

飼い主さん（ライト会員）

＼応用編／

向上したい一般プロ

学び直したい一般プロ
（スタンダード会員、プレミアム会員）

※ライト会員、学割会員は「基礎編」のみ受講できます。「応用編」は受講できません。

講義内容（予定）
皮膚科、栄養学科、感染管理科、トレーニング科、法律学科、etc......

10科目以上をご用意していきます！

※講義内容や科目数は予定です。講師の都合など、場合によっては大幅な変更が生じることがあります。



特長３. 月会費だけで講座が見放題！交流し放題！
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コミュニティは大きく分けて
「学習系カテゴリ」と「交流系カテゴリ」で成り立っています

※画像はイメージです。コンテンツは変更される場合があります。

◎ 勉強しよう

◎ 気軽に参加しよう

犬に関する最近の話題
や関心を会員同士で話
し合い、学びを深める
場所もあります！

SNS感覚で楽しく近況
を投稿したり、コメント
やスタンプを送ったり、
仲間を見つけられます！

学ぶ 話す



「イベントの参加」や「学生支援」など活動を広げられる！

学習系・交流系チャンネル以外にも、定期的にイベントのお知らせや
スタンダード会員以上は教える側にまわる「学生支援」などの活動ができます
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オンライン &オフライン問わず
楽しい参加型イベントを予定しています！

学生さんは学校だけでは足りない学びを。
プロは後輩に教える機会が得られます。

・ペット同伴キャンプ
・接客シュミレーション
・工場、他店見学
・動物病院見学会

イベントの例

・学生会員のお悩み相談
・キャリア相談
・経験談紹介
・インターン生の
  受け入れ

学生支援の例

※詳しくは13ページも参照



えらべる料金プラン プランでご利用できるコンテンツや活動内容が異なります。
※最大登録数 5名（オーナー 1名、一般プロ 4 名）の場合→

月額

動画学習

動画への質問

過去の質問や
回答の閲覧

イベントの参加

雑談チャンネル

ほぼ週間ノマラジオ
視聴・出演

学生支援

プレミアム限定

その他特典

ライト 学生割引 スタンダード プレミアム

550円 1,100円 3,300円 11,000円 13,200円

基礎編のみ 基礎編のみ 基礎/応用編 基礎/応用編 基礎/応用編

× ×

× ×

◯

×

- -

飼い主さん専用 学生さん専用 一般プロ専用 オーナー専用 一般プロ/オーナー

化強
プレミアム

毎月弊社製品
プレゼント

おトクです
※

ver

1 アカウントで
5名まで登録可

飼い主さん向け プロを目指す学生向け 現役プロ向け 店舗オーナー向け

１万円最
大

社員教育に活用！

※「雑談チャンネル」「ほぼ週間ノマラジオ」とは、気軽に参加できるカテゴリ内のコンテンツです。

◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯

◯ ◯

◯ ◯-

◯
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◯



特長 4. 会員限定コンテンツも魅力的！

※インターン情報 | 掲載届
スタンダード会員以上のプロが学生の受入れ情報の
届出ができます。掲載費用は一切かかりません。

学割会員限定

学生キャリア相談室

インターン情報

現役プロ（スタンダード会員以上）にキャリア相
談。先輩のお話が聞ける貴重な機会です！

現役プロ（スタンダード会員以上）が募集する
インターン情報をゲットできます！

「学生支援」はスタンダード会員の協力で行われます。スタンダード会員以上のプロは教える
立場になることで、将来独立や後輩社員育成に活きる経験を積んでいけます。

13※リリース時点での内容です。コンテンツは変更される場合があります。



特長 4. 会員限定コンテンツも魅力的！

プレミアム会員限定

※頂いた文言を３日以内にお返しするサービスで、月に１回のご利用可能。HPやチラシ等は文量が多くなるため別途料金が追加。

工場見学
メーカーでもある当コミュニティ運営会社が、
普段は見れないものづくりの裏側を共有します。
開発に参加できることも !?

広告表現チェック
近年取締りが厳しくなっている広告表現。お店
の情報発信が法律違反に該当しないか、専門家
にチェックしてもらえます。

※

店舗で使える配布物
SIPPO-HAPPOの関連製品を中心に、お店で使
える素材を提供していきます。

14※リリース時点での内容です。コンテンツは変更される場合があります。



・レベルアップするために勉強は大事だと思っているけれど、
  そもそも学び方や情報収集の仕方に自信がない……。
・今まで「経験」に頼ってきたから、ちゃんと科学的な知識を学びなおしたい。
・県外のセミナーに参加していたけど、日程調整や移動、費用が負担に感じていた。
・キャリア相談や悩みごとを誰かにしたい、プロのリアルな話や考えを聞いてみたい。

仕事の質をあげたいプロ / プロを目指す学生さんでこんな思いがある人

プロに近い情報が知りたい飼い主さんでこんな思いがある人

・クチコミやSNSを信用しがちだけど、誇大広告や虚偽情報に引っかかりたくない。
・オンラインで全国の新しい犬友達や、まっとうなプロと仲良くなってみたい。

現場の人々と交流したい獣医師さんでこんな思いがある人

・ワンちゃんと飼い主さんに一番近い立場であるトリマー / トレーナーさんたちが
  現場で何に関心があるのか、どんな課題を抱えているのか知りたい。
・SNSなどで評判の話題について、科学的におはなししてみたい。

こんな人におすすめです
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学生/新人/ベテラン
どんな方も大歓迎です

プランの選択は
ご相談ください



選ばれる理由

上下関係や知名度にとらわれず、誰もが自由に発言したり
さまざまな人の話を聞き、対等に意見を交わして学べる、
“やさしさ”のある安心なコミュニティを目指します。

安心

信頼

基本的にコミュニティ内は「匿名」「顔出しなし」。

・メーカースポンサーや広告をつけません。
・倫理観のない業界有名人にさらにスポットを当てるような
   ことはしません。
・誇大な表現は使用しません。

RE-STUDYでは、以下のようなことを行いません。
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ご利用の流れ
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プランを選ぶ

入会申込

ご決済

(カウンセリング )

ご利用開始

ご自身の状況に合わせ、ご希望の契約プランをお選びください。

プラン選択でご不安やご質問があれば運営へご相談ください。
メール：info@sippohappo.okayama.jp

学生・プレミアム・プレミアム強化ver.プランで申し込まれる
方は身分証明書を後日確認させていただきます。

決済は「クレジットカード決済」となります。
登録後は毎月開始日に自動で決済が行われます。

お手元のスマホに「FANTS」アプリをダウンロードします。
ログインして学習を始めていきましょう！ (パソコンでも利用可 )



運営会社概要
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SIPPO-HAPPO株式会社商号

代表

事業内容

設立年

拠点

わたしたちは「動物の未来を優しくつくりかえる。」をモットーに
犬と犬を取り巻く人間がより心地よい生活を送るためのサービスやプロダクトを提供しています。

Webサイト

代表取締役社長 野間 厚志

2019 年 2 月 21 日

〒714-0081 岡山県笠岡市笠岡 272 番地 9

問合せ窓口 info@sippohappo.okayama.jp　

RE-STUDYでは、学びを通じて犬と向きあえる人々の育成を目指します。

トリミングサロン経営 , ヒト /イヌ共用化粧品企画販売 ,
ヒト /イヌ共用食品企画販売　

https://sippohappo.raku2bb.com/



相談、入会申込受付中！

オンライン学習コミュニティ RE-STUDY について疑問や不安がございましたら
まずはお気軽に窓口へお問い合わせください。

info@sippohappo.okayama.jp

資料制作：SIPPO-HAPPO株式会社 デザイン部 2022.6.13


