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自己紹介 

こんにちは！ 

今回はこのレポートを手にして頂き、ありがとうございます！ 

僕は東京から長野に移住し、田舎暮らしを満喫しながら、ブロガーとして活動しているミッツと申します。 

（ミッツはハンドルネームです。Facebook では本名です。お友達になってください） 

 

普段、ネットからの集客が得意なので、そういった仕事をしているのですが、 

最近は自分のビジネスよりも地域おこしに夢中で、地域貢献の活動が多くなっています^^ 

そんな中で、地元の神社の修繕費用を捻出するために 2019年の 11月からクラウドファンディングに初

めて挑戦しました。 

 

 

お陰様で結果として約 150万円の支援金を集め成立させる事ができたのですが・・・ 
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クラファンを始める前に知っていれば良かったこと、始めてから分かったことが多すぎて、 

かなりもったいない事をしたな。というのが本音です。 

 

今回、このレポートを手に取って頂いたあなたには、そんな失敗をしないように 

クラファンを実際にやった人間だからこそわかる裏側を公開します。 

 

クラウドファンディングは、これからますます注目を浴びる、ビジネス資金の調達方法です。 

ぜひ、うまく使ってあなたのビジネスを加速させてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 著作権について 

当レポートは、著作権法で保護されている著作物です。 

使用に関しましては、以下の点にご注意ください。 

 

◇ レポートの著作権は、作者にあります。 

作者の書面による事前許可なく、本レポートの一部、または全部をインターネット上に公
開すること、およびオークションサイトなどで転売することを禁じます。 

 

◇ 本レポートの一部、または全部をあらゆるデータ蓄積手段（印刷物、電子ファイル、
ビデオ、ＤＶＤ、およびその他電子メディアなど）により複製、流用および転載すること
を禁じます。 
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1. クラウドファンディングとは？ 

念のため、クラウドファンディングについてざっくり簡単に説明しますと、 

「ある目的を持った起案者がその主旨に賛同してくれる方々から資金を支援してもらう仕組みです」 

 

僕の場合、今回はたまたま完全なるボランティアで地域おこしの為の資金集めでしたが、 

クラファンの 80％ぐらいは結局のところ、自分のビジネスの為の資金集めです。 

 

つまり、自己資金がなくてもクラファンを使えば、自分のビジネス資金を調達できるのです。 

そして融資じゃありませんから、金利も返済も不要です。 

そのまんま、あなたの資金になります。 

 

ツワモノになると、何度もクラファンのプロジェクトを起して資金集めをしている人もいます。 

ただ、勘違いをしてほしくないのは、これは詐欺でも何でもなく、純粋に支援者を募る行為です。 

大きく見れば投資家が株を買うのと同じで、海外では王道的な資金調達の方法なのです。 

 

 

クラウドファンディングを始めるにあたっては難しいことはありません。 

参入障壁や参加の資格といったハードルもほとんどありません。 

誰でも始めることが出来ます。 

 

でも、何も準備なし、予備知識なしで挑戦して資金が集まるほど甘くはないです。 

クラファンやってみたけど、数万円しか集まらなかった・・・なんてことはザラなのです。 

 

これから、そうならないような秘策、クラファンで資金調達を成功させる秘訣をあなたに教えますね。 
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2. クラウドファンディングの会社選びは 2択！ 

まず、クラファンを始めるには、プラットフォーム探しから始まります。 

クラファンに参加することが出来るプラットフォームは、実はものすごくたくさんあります。 

どこでやるか迷うかもしれませんが、会社選びのポイントはひとつしかありません。 

 

いかにあなたのプロジェクトをたくさんの人に見てもらえるか？です。 

 

例えるなら、ディズニーランドの中でプレゼンするのか、地元の公園でプレゼンするのかです。 

手数料とか使いやすさなんて二の次です。 

資金集めは、いかに露出できるかにかかっていると言っても過言じゃありません。 

なので、僕の経験から、プラットフォームはこの 2択しかありません。 

 

• CAMPFIRE  https://camp-fire.jp  

 

今、一番活気のあるクラウドファンディングのプラットフォームです。 

国内最大級なので、あなたのプロジェクトが目立てれば青天井でバズる可能性を秘めています。 

ビジネス寄りの支援者が多く、支援金の額も期待できます。 

デメリットは、本格的なビジネス案件のライバルが多い事です。 

https://camp-fire.jp/readyfor
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• FAAVO  https://faavo.jp 

 

地域密着型が特徴のプラットフォームです。 

CAMPFIRE がビジネス寄りに対して、こちらは比較的緩やかなプロジェクト向きです。 

支援額の規模は CAMPFIRE に負けますが、ライバルが比較的緩いので成功しやすいです。 

 

言葉が悪いですが、ちょっと他より抜きん出れれば結構集まります。 

FAAVO内で目立つのは CAMPFIRE内で目立つよりも簡単です。 

僕の場合はこの FAAVO を使って約 150万円を集めました。 

 

 

他にも多くのクラファンプラットフォームがあるのですが、参加者が少ない、もうじき閉鎖、閑古鳥が鳴いてる

ような所ばかりです。 

クラファンは CAMPFIREか FAAVOの 2択で間違いないです。 

ココ間違えて、人のいないプラットフォームで参入すると、まず失敗します。 

 

※実はこのふたつはグループ会社です。 

後述しますが、クラファンはこの「グループ」のユーザーをいかに捕まえるかも重要になってきます。 

 

 

https://faavo.jp/entry/start
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3. クラウドファンディングの流れ 

それでは実際に僕が行ったプロジェクトのデータを見ながら解説していきましょう。 

 

クラウドファンディングではスタートダッシュが重要と言われています。 

開始 24時間で目標額の 30％を集められると成立率が約 75％に、 

開始、1週間で約 45％集められれば成立率が 70％を超えると言われています。 

そして終了間際に駆け込みで支援が頂けるというのが一般的です。 

 

では僕のクラファンでの実際の支援金額のデータをご覧ください。 

 

 

 

 やはりスタート直後が多いですね。 

これには、プロジェクト公開前からの根回しがとても重要になります。 
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そして、こちらが PV です。 

どれだけユーザーに見てもらえたのかの指標です。 

 

当然ですが、たくさん支援ページを見てもらえるほど、支援金を得る可能性が高まります。 

ですから、いかに露出を増やすか、拡散できるかが重要になります。 

 

• スタートダッシュ 

• 露出を増やして拡散する 

これからこの２つの重要なポイントをクリアする為の方法について解説していきます。 

実際に僕がクラファンを行った FAAVO のケースで解説しますが、 

CAMPFIRE も同じグループ会社なので、おおまかな仕組みは 2社共通です。 

 

それでは、まず 「露出を増やす拡散の方法」 についてからお話しします。 
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4. 露出を増やす拡散のカギは SNS 

結論から言うと、クラファンの成功の秘訣は SNS にあります。 

再び僕のクラファンでのアクセスデータを見てください。 

 

 

 

「direct」 というのは、何らかのリンクからではなく直にみられている状態のことです。 

「m.facebook.com」 はフェイスブックからの流入。 

「t.co」 は、ほぼツイッターからの流入のことです。 

「newsletter」 は後述しますが、FAAVO のメルマガです。 

「google」 は google検索からの流入です。 

 

おわかりの通り、SNSからの流入が 30％以上占めています。 

これは、どんなプロジェクトもほぼ同じ傾向に落ち着きます。 

 

露出を増やすには、いかに SNS からプロジェクトについての発信ができるかにかかっています。 

僕はこの SNSの重要性を知らずにスタートした為に、後半かなり苦戦しました・・・ 
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そしてプロジェクトの管理画面では 

SNS の中でも、facebook と Twitter だけは何故か別枠で数値が表示されます。 

 

 

 

この理由も当初、僕は知りませんでした。 

実は、この SNSからの流入や「いいね」の数で 

クラウドファンディングサイト内で上位表示されるか決まる仕組みなのです。 

 

つまりサイトの中での露出度（目立つ箇所に掲載される）が上がります！ 

その仕組みを解説します。 
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5. サイト内で目立つ（上位表示）ための秘策 

FAAVO の場合、サイトでのプロジェクトの表示のされ方にはランクがあります。 
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① がサイトのトップ画像です。当然ながらメチャクチャ目立ちます。 

② はその次に掲載されるピックアッププロジェクトです。 

その後ろに、その他のプロジェクト（普通扱い）がズラズラと並びます。 

CAMPFIRE の場合も呼び名が変わるだけで、仕組みはほぼ同じです。 

 

この①か②に掲載されると、アクセス数が格段に増えます。 

そのために、先ほどの SNSからの流入数を増やす必要があるのです。 

 

 

 

とにかく SNSからの誘導リンクを事前にたくさん作っておく必要があります。 

SNSからの流入、いいねがあればあるほどサイト内で上位表示できます。 

ちなみに僕もトップ画像に掲載されてから、かなり支援金が増えました！ 
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6. SNSからの流入を増やす拡散の秘策 

それでは SNSからの流入を増やすにはどうしたら良いでしょう？ 

クラファンは個人戦ではなく、団体戦です。 

あなたと繋がりのある人の SNS を総動員させるのが基本です。 

社員さん、家族、友人・・・ 

Facebook、ツイッター、ブログ、インスタ、YouTube、使える物はすべて使いましょう。 

 

それ以外に拡散させる方法は、 

インフルインサーと呼ばれる拡散力を持った人に頼むことです。 

 

そんな人と繋がりはないよ・・・という方は、ココナラというサービスを使ってみてください。 

https://coconala.com/ 

 

 

 

このサイトにはいろいろなサービスがあるのですが、例えば「拡散」と検索すると・・・ 

Facebook で拡散します。ツイッターの 1万人のフォロワーにつぶやきます。 

といったサービスがたくさん出てきます。 

 

値段も 1000円ぐらいからあります。 

https://coconala.com/
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ここでの目的は、あくまでも 

ここから支援してもらう事じゃなく、あなたのプロジェクトページにアクセスを流すことです。 

その結果、あなたのページを上位表示させることが可能になります。 

 

ただし、出品者によっては、必ずしも効果があるとは言えない人もいますので、 

購入者の評価などを参考にして、どのサービスにするか選んでください。 

 

 

 

価格的にも安価なものが多いので、複数の人に依頼しておくのをおすすめします。 

そして効果のあった出品者（拡散力があった人）はブックマークしておきましょう。 

今後もその人は使えますので・・・ 
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7. 露出度を上げ拡散させる秘策 

もう一度僕のクラファンのアクセスデータをご覧ください。 

 

 

 

この中に 「newsletter」 という項目があります。 

実はココからの流入も見逃せません。 

これは FAAVO が発行しているメルマガからの流入です。 

このメルマガにあなたのプロジェクトが掲載されるとアクセスが跳ねます！ 

僕のプロジェクトも恩恵を受けました。 

 

このメルマガは週一で発信されているのですが、当初僕はその存在を知らなかったし、 

掲載されるプロジェクトも運営側が勝手に選ぶのだと思っていました。 

が実は、自分から掲載依頼ができるのです。 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4CZD59sbJI13qNWpsUcFG

wEegxly9Ntuvmec7KtegQjCWMg/viewform 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4CZD59sbJI13qNWpsUcFGwEegxly9Ntuvmec7KtegQjCWMg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4CZD59sbJI13qNWpsUcFGwEegxly9Ntuvmec7KtegQjCWMg/viewform
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◀ こちらがそのメルマガです。 

 

僕のプロジェクトは結局 1回しかメルマガに 

載ることが出来ませんでしたが、掲載依頼を使って期間中に最低でも 

2回は掲載を目指したいですね。 

 

このメルマガの美味しい所は、 

配信先は、以前に FAAVO に参加した事のある人なんです。 

起案者として、支援者として過去に参加したことのある人に配信されます。 

なので反応もいいわけです。 

 

このメルマガに載るように 

掲載依頼をクラファン期間中にガンガン出しましょう。 

 

アクセスも増えますし、そこから支援される確率も高まります。 
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そして、これも僕は知らなかったのですが、実は支援マニアみたいな人達もいます。 

ご支援くださった方の名前をクリックすると、その人の過去の支援履歴が見れるのですが・・・ 
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支援好きで、いろいろなプロジェクトに支援されている方が結構いらっしゃるのです・・・ 

この支援マニア？の方々は、先ほどのメルマガも見ていますし、たまに直接クラファンサイトも覗いているのか

もしれません。 

この人達の目に留まると支援につながるケースが高いです。 

是が非でもメルマガに載るようにしてください。 

僕の場合も、支援者のうち、3割ほどが支援経験者でした。 

そしてこの支援好きな方々のリストは大事にしてください（クラファン終了後ダウンロードできます） 

次回、クラファンをやるときにも財産となります。 
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8. 露出・拡散効果があまりなかった施策 

ここからは、やってみたけど拡散効果がイマイチだったものについてお話しします。 

僕の失敗を参考にして、時間の浪費・無意味な努力を避けてくださいね。 

 

• ユーザー属性 

クラファンの管理ページでは、自分のプロジェクトの進捗データを見ることが出来ます。 

このデータを見ながら戦略を変えたりして改善していくヒントになるのですが、 

その中のユーザー属性はあまり意味が無いのでスルーしていいです。 

 

男性が多いからこうしよう、女性が少ないからこうしよう。 

高齢者層が少ないから、若い世代が・・・という施策は、約 1 か月間しかない短期決戦には無意味です。 

そこに注力するより、いかに入り口を増やすか（拡散）に労力を使った方が効果的です。 

 

これらの数値は、クラファン終了後の反省・改善のヒントにする程度で OK です。 
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• レポートの更新  

「レポートを更新するとアクセス数が上がる」と言われています。 

管理ページにもレポートの更新件数やアクセスの多いレポートについての情報が表示されます。 
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はっきり言うと、 

このレポート更新の効果は限定的でおすすめしません。 

 

レポートを更新すると、支援された方々へお知らせするメールが届くだけです。 

そこからの拡散、支援につながる効果はかなり限定的です。 

僕も効果を期待して、かなり意識してレポートを更新してみましたが、ほぼ効果はありませんでした。 

レポートを作るのには、かなり時間がかかってしまいます。 

それなら他に時間を割いた方が良いです。 

まことしやかに言われている「レポートを更新するとアクセスが上がる」はウソです。 

 

• 新聞取材  

地元の新聞にプレスリリース打って掲載してもらったのですが、効果はまったくと言っていいほどありません

でした。ニュースとして見られるものの、そこからの行動にはつながりにくいです。要するに反応が取れな

い。QR コードなどを付けてもらいクラファンページに飛ぶようにすればまだいいのですが、新聞社ってそこ

までやりません。紙媒体の衰退を肌で感じました。 

 

• テレビ取材 

これも新聞と同じように、ただのいい話で終わってしまう事がほとんどです。クラファンページへの導線があ

りませんから、ここからアクセスを引っ張ってくるのは難しいです。でも新聞よりは反応が取れました。  

 

• Facebookのクラファングループ 

Facebook で検索するとクラファン関連のグループが多数存在します。僕も藁をも掴む気持ちで入った

のですが、まったく反応が取れません。メンバー数は多いですし、告知や宣伝もできるのですが、拡散の

効果はほぼないです。 

 

• チラシ 

ミニチラシに QR でコードを付けて、店舗、人の集まるところに置きましたが、ここからも反応はほぼなか

ったです。ここに時間や労力を割かない方がいいでしょう。ただし、このチラシを持って直接お願いに行く

のはアリです。うまくいけばその場で支援してもらえます。 
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9. 支援につなげる為の秘策 

次に露出・拡散ではなく、支援拡大につながる秘策を紹介します。 

 

• 返礼品のコースは多いほど良い 

ユーザーにはいろいろな方がいて、いろいろな好み、チョイスをしてきます。 

その様々な希望に対応できるような細かなコースを作ってください。 

コレとコレが返礼品に付くならいいんだけど。コレとコレの組み合わせじゃいらない。なんていう人もいらっ

しゃるのです。 

僕の今回の反省点もコースが少なすぎたことでした。 

別にそのコースが選ばれなくてもいいのです。選択肢をたくさん作ってあげてください。 

 

• 高額コースを用意する 

 

これは販促のセオリーでもあるのですが、無謀ともいえるような高額なコースを作ってください。 

これがポツっと出る事があるのです！ 
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僕の場合、10万円を最高額のコースにしたのですが、7名様も選んでいただきました。 

思い切ってもっと高額な 30万円とかを入れておけば良かったと少し後悔してます^^ 

入ったらもうけもん。ぐらいの気持ちで高額コースを作っておきましょう。 

 

• 返礼品の画像を必ず入れる 

返礼品は文字より画像の方が確実に伝わります。 

右と左のプロジェクトの返礼品紹介、どちらが魅力的ですか？ 

ビジネスしてらっしゃる方ならわかるはずですね。 
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• 支払い方法を増やす 

 

クラファンでの支援の方法は、クレジットカード、コンビニ払い、電子マネーが主流なのですが、これらを

面倒くさがるユーザーが結構います。 

 

クラファンが終了してから分かったことなのですが、 

そもそも会員登録するのがイヤ。クレジットカードは怖い。コンビニ払い面倒。  

なんて人はけっこういらっしゃいました。 

 

支援する気持ちはあるのに、次の行動が起こせない人達です。 

対応策としてはクラファン運営側とは別に、銀行振り込み、集金に伺う。などの対応が必要です。 

 

僕はクラファン終わってから、 

会う人、会う人に現金で支援されてこの事に気が付きました^^; 
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• リアル営業をする 

クラファンの支援金をネットだけでなく、リアルでも営業してみてください。 

素直にストレートにお願いするのです。 

お付き合いのある方なら、あいつがやってるなら・・・で結構支援してもらえます。 

領収書持参で行きましょう。 

 

そして結構盲点なのが法人です。 

敷居が高く感じるかもしれませんが、一方的なお願いではなく、メリットを提示したうえでお願いするとう

まくいったりします。 

 

• クラファン経由以外の支援金の利用法 

前述した、銀行振り込み、集金、リアル営業などで得た支援金は、 

クラファン経由ではないので手数料は取られません。 

 

ですからこのままもいいのですが、あえてクラファンに「代理決済」として入金するのもアリです。 

目的は支援金がたくさん集まっているプロジェクトだという㏚のためです。 

誰でもカラッポの募金箱には、お金を入れずらいモノです。 

言葉は悪いですが、呼び水的な見せ金になります。 

 

ただし、その代理決済による盛り上がり、支援増できるだろう額と、代理決済することで発生する手数

料分の損益分岐点は考えた方が良いです。 

僕的には広告費用みたいなもんだと思っています。 
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• 支援者に応援コメントに記入してもらう 

支援すると「応援コメント」欄が表示されます。 

 

ここに必ず、コメントしてもらってください。 

商品を買う時にユーザーが参考にする口コミ・レビューみたいな役割になりますから、 

これがあるとプロジェクトが盛り上がります。 

 

• 支援者に返礼品を送り、感想をもらう 

クラファン開始後、早い段階でご支援頂いた方には、すぐに返礼品を送ります。 

そして、その支援者の声をクラファンページに掲載します。 

マーケティングでいう所の「お客様の声」ですね。 

その効果はおわかりかと思います。 

 

多くのプロジェクトでクラファン期間が終了してから、返礼品の発送をしていますが、これは非常にもった

いないです。 

送れるものはすぐ送って、その喜びの声を他のユーザーに見れるように掲載してください。 

 

• 支援マニアの方に拡散をお願いする 

前述した支援マニアの方は、支援する・寄付することにかなり前向きです。 

ですので、その方に拡散をお願いすると、気持ちよく協力して頂けることが多いのです。 

そもそも、ご支援頂いた時点で、すでにあなたの味方です。 

ダメ元で頼んでみましょう。 
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10. まとめ 

 

 

以上が僕が実際にクラファンをやってみてわかった成功するための方法です。 

あなたの資金調達のヒントになれば幸いです。 

 

また Facebook でもビジネスに役立つノウハウをしゃべってますので、 

お気軽に「レポート見たよ」とコメント付けて友達申請してくださいね。 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100014424887089 

 

そもそも僕はブロガーで、ネット集客が得意ですので、 

そっち系に興味のある方なら、なおさらお役に立てると思います。 

 

それでは、みなさまの益々のご発展と商売繁盛をお祈りして終わりたいと思います。 

長文にお付き合いくださいましてありがとうございました。 

 

今日も感謝です！ 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100014424887089
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11. 番外編 クラファンのビジネス利用 

ここからは特典の番外編です。 

実はクラウドファンディングは支援金を募るだけでなく、自分の商品も販売できます。 

 

実例を見て頂ければ早いでしょう。 

 

 

 

これは支援金を募っているのではなく、この商品を実質販売しています。 

ポイントは、他では扱っていない商品です。 

 

メリットはクラファンが終了してから（販売数が決まってから）発注すれば良いという 

無在庫販売の形態なのです。 

 

タネ明かしをすると・・・ 

まだ日本にはない海外商品の独占販売権を取得したうえで、クラファンで展開しています。 
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◀クラファンの返礼品（リターン）が商品の値引きです。 

早ければ早いほど安くなるというリターンです。 

 

当然ですが、割引率の大きいコースから売れていきます。 

 

あなたが値段を決める事ができる。 

（あなたが販売権を持っている）ならこういう販売が出来ます。 

 

ここでは詳しくは省きますが、販売者にとって、いろいろと都合が良

いのがクラウドファンディング販売なのです。 
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それでは、クラファンで販売している例を他にもいくつか紹介しましょう。 
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どうでしょう？ 

ビジネスのイメージがつきましたかね。 

これからまだまだクラウドファンディングの可能性は広がりそうですね。 

何かヒントになればうれしいです。 

 

以上、番外編でした。 


