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クラウドファンディング事例 



　これまで「クラウドファンディング基礎　10のポイント＋3つの注意点 なんと
なく始めて失敗してしまう前に」と「クラウドファンディング応用 5W2Hの極
意 プロジェクトを成功に導く設計」という2つの資料で、NPOがクラウドファン
ディングを活用するためのポイントや注意点を紹介してきました。 

事例から工夫を学ぶ 

　 本資料では、実際に福岡県内で活躍するNPO法人や任意団体がクラウドファ
ンディングに挑戦し、見事成功した事例について取材を行い、「基礎情報（目標
金額や実施期間など）」「プロジェクト趣旨・概要」「リターン設計」「成功の
ポイント」といった視点でそれらのプロジェクトを紹介しています。 

　 これから初めてクラウドファンディングにチャレンジする方も、以前取り組ん
でみたことがある方も、具体的な事例からイメージを広げながら、多くのヒント
を得て頂ければ幸いです。 

クラウドファンディング基礎 
10のポイント＋3つの注意点 

なんとなく始めて失敗してしまう前に 

クラウドファンディング応用 
5W2Hの極意 

プロジェクトを成功に導く設計 
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　まずプロジェクトを検討する段階で、クラウドファンディングの実施経験がある方々にヒアリ
ングを行い、支援依頼文やリターン案をブラッシュアップしました。また、地元の消防団や商工
会の方々など、これまで活動でお世話になってきた方々に対して、支援募集開始前に協力依頼を
行ったことで、地域での話題がポジティブに広がりました。募集期間中は毎日、進捗のレポート
を更新したこともプロジェクトの注目を高めることにつながりました。 

成功のポイント 

プロジェクト趣旨・概要 
　 「将来どのような働き方をするのか、自分の人生について考えるきっかけにしてほしい」とい
う想いから、地元で働く“カッコいい”大人へのインタビュー集「二丈FUTURE～二丈で働く大人
たちの歩み」を制作し、二丈の一貴山・深江地区の中学生に届けるためのプロジェクトです。  

　 二丈の自然の風景を撮影したオリジナルのポストカード
やお礼の手紙に加え、畳でつくったコースター、醤油、お
米など、商品のストーリーをWebサイトで紹介できるよう、
すべて取材協力者に縁のあるものを選定。また、Webサイ
トや冊子に支援者の名前を掲載しました。 

リターン設計 

完成した冊子『二丈FUTURE』表紙 

No.	

1	 糸島「まち×エネ」プロジェクト 子どもたちに伝えたい！地元で働く大人たちの歩み。『二丈FUTURE』 

目標額 30 万円 達成額 41.6 万円 支援者数 83 人 

実施期間 2014年10月22日～11月30日（40日間） 支援設定額 1,000～30,000円 

サービス FAAVO URL https://faavo.jp/fukuoka/project/380 
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　社会的養護の問題や活動を始めて目にする人でも理解できるよう、支援依頼文に虐待件数の
データや過去の参加者の感想などを盛り込み丁寧に作成しました。また、支援募集期間中は、社
会的養護の分野で地域に影響力があり、ファンの多い方がSNSで共有してくれたことと、ボラン
ティアとして以前から団体の活動に関わってくれていた方が友人に支援を呼びかけてくれたこと
により、支援の輪が広がり、目標金額を達成することができました。 

成功のポイント 

プロジェクト趣旨・概要 
　 不適切な養育や虐待、育児放棄などによって心に傷を受けた子どもたちが安心してワクワ
ク・ドキドキできる創造的な遊びの場をつくり、里親が休息の時間をとることができる「リフ
レッシュキャンプ」を開催するためのプロジェクトです。 

　 頂いた支援金を最大限キャンプの開催費用に充てられる
ように、プロジェクトの報告書を印刷ではなくPDFにした
り、オリジナルストラップの活用、子どもの村への見学招
待など、既に団体内にある財産を活用し、極力コストをか
けないリターン設計にしました。 

リターン設計 

子どもの村オリジナルストラップ 

No.	

2	 SOS子どもの村JAPAN 里親家庭で暮らす子どもたちのために。リフレッシュキャンプを応援してください。 

目標額 50 万円 達成額 51 万円 支援者数 99 人 

実施期間 2014年6月12日～8月9日（58日間） 支援設定額 1,000～50,000円 

サービス MotionGallery URL https://motion-gallery.net/projects/refresh-for-all 



　 「こんな人がいる街、黒崎」を魅力的に見せたい！そして、この街の活性につなげたい！とい
う想いを胸に、地域を支え続ける、キラリと輝くこだわりや歴史を持った人の物語を、一人一冊
で紹介する小冊子『クロサキジーン』（黒崎人・黒崎ZINE）を発行するためのプロジェクトです。 
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　闇雲にインターネット上で広報するのではなく、プロジェクトに価値を見出してくれそうな方
を明確にし、順にきちんと依頼をしていきました。1番目は直接の受益者と成り得る黒崎商店街
の方々、２番目には取り組みに関心のあるまちづくり関係の方々、３番目はこれまでにつながり
のあった団体のファンや友人です。また、支援金額に3,000円から10万円まで5段階の幅を持た
せたところ、すべての設定金額に支援が寄せられ、 目標金額を達成することができました。 

　 完成した小冊子は、より多くの人に読んでもらうため、
すべての支援金額のリターンに設定。また、今回の企画の
着想のきっかけになった「ブックビュッフェ」事業で以前
に制作したオリジナルグッズを活用し、当時の関係者や協
力者に連続性と発展性を訴求できるよう工夫しました。 

オリジナルグッズ「缶バッチにゃー」 

成功のポイント 

プロジェクト趣旨・概要 

リターン設計 

No.	

3	 カタログサンカッケー まちでキラリと輝く人の小冊子、クロサキジーンを発行したい！ 

目標額 50 万円 達成額 52.2 万円 支援者数 48 人 

実施期間 2014年7月1日～9月15日（77日間） 支援設定額 3,000～100,000円 

サービス ReadyFor? URL https://readyfor.jp/projects/kurosakizine 
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　寄せられた支援金の約1/3はクレジットカード決済ではなく郵便振替によるもので、支援者の
年代などを想定して、複数の決済方法を準備したことが有効でした。また、既存の支援者が集う
イベントを企画し、その様子が新聞に掲載されたことで支援金を大きく伸ばすことができました。
インターンネット上だけでなく、直接顔を合わせてつながる機会を設けたことと、マスメディア
を上手く連動させて話題性を高めていったことも効果的でした。  

　フィリピンの貧困地区において、経済的困難や周囲の環境などから、就学継続をあきらめてい
く子どもたちのために、安心して勉強や読書ができ、麻薬や災害の問題に向き合い解決しようと
する力“ライフスキル”を学べる拠点として「子ども図書館」を開設するためのプロジェクトです。 

　現地のジェフ君が描いた「夢の子ども図書館」の2枚の絵
を、片方は100ピースに切り分けて支援者に渡し、片方は
支援者の名前と共に完成した子ども図書館に飾る仕掛けを
設け、「夢のひとかけら（一人ひとりができること）」が
大きな夢につながるイメージを喚起できるようにしました。 

 
フィリピンで作成された「夢のピース」 

成功のポイント 

プロジェクト趣旨・概要 

リターン設計 

No.	

4	 ソルト・パヤタス 夢をカタチに 未来を贈る 子ども図書館建設キャンペーン！ 

目標額 50 万円 達成額 62.6 万円 支援者数 80 人 

実施期間 2014年11月1日～12月31日（61日間） 支援設定額 1口3,000円 

サービス 団体Webサイト URL http://www.saltpayatas.com/aboutorg/library 
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　公開してから1週間ほど経ってからの分析結果で、サイトへのアクセスは多いにも関わらず支
援までたどり着いていないことがわかりました。そこで、はじめてサイトを訪問した方にもプロ
ジェクトの趣旨が端的に伝わるように、見出し文をわかりやすくするなどの工夫をしたところ支
援が急増。また、募集期間の後半には、代表者が一日マスターを勤めるBARでリアルに集える場
を設けた結果、旧来の友人知人のつながりから、さらに支援に広がるきっかけになりました。  

 

 2014年3月に140年の歴史に幕を下ろす「大名小学校」の最後のハレ舞台として、「卒業生ら
が持ち寄った写真や品々の展示」「アーティストとのワークショップ」「大名の未来を語るワー
ルドカフェ 」などを行う2日間のイベントを開催するためのプロジェクトです。 

　 福岡近郊の方には会場で使えるチケットや大名の飲食店
の無料券、遠方の方にはオリジナルのポストカードと、同
じ金額でも2種類から選べるようにしました。また、大名小
に想いの深い高額支援者には、イベント当日を撮影したア
ルバムやDVD、大名小の備品等も提供しました。 

イベント後に完成したアルバムとDVD 

成功のポイント 

プロジェクト趣旨・概要 

リターン設計 

No.	

5	 大名ユメバトン 140年の歴史をもつ大名小学校の「校舎の卒業式」を開催したい！ 

目標額 75 万円 達成額 80.4 万円 支援者数 129 人 

実施期間 2014年1月20日～2月19日（31日間） 支援設定額 1,000～50,000円 

サービス FAAVO URL https://faavo.jp/fukuoka/project/195 
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　今回のプロジェクトを、団体の活動をたくさんの方に知って頂くためのきっかけと捉え、募集
期間の終了を「折り返し地点」と位置づけました。支援募集期間中には代表の幅広い人脈を活か
して、潜在的な支援者が集う会合に積極的に参加し支援を呼び掛けるとともに、SNSでプロジェ
クトを“シェア”してくれた方々に丁寧にお礼をすることで情報の拡散を図っていきました。サン
クスレターには、千代紙でつくった箸袋にお箸を同封するという心をこめた工夫を凝らしました。 

　 「発達障がい・多胎児・ハンディキャップのあるお子さんを育てるお母さんたちを勇気づけた
い！」という想いから、団体の活動を知ってもらい、つながりの輪を広げていくイベントとして、
障がい者によるプロ和太鼓集団の記録映画の上映と、演奏会を開催するためのプロジェクトです。	

　 潜在的支援者として設定した“子育てがひと段落した女
性”に訴求できるよう、保管場所の必要な「モノ」ではなく、
地元北九州名産のおいしい食べもの（金平糖やぬかみそ茶
漬けなど）を中心に、団体が開講しているストレッチポー
ル講座の無料体験券などを組み合わせました。 

ストレッチポール講座「美道塾」の様子	

成功のポイント 

プロジェクト趣旨・概要 

リターン設計 

目標額 30 万円 達成額 31.7 万円 支援者数 49 人 

実施期間 2014年11月1日～2015年1月31日（92日間） 支援設定額 3,000～100,000円 

サービス ReadyFor? URL https://readyfor.jp/projects/2512 

No.	

6	 プリズム 障がいのある太鼓奏者の公演で発達障がい児等を持つ母親を応援！	
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　団体メンバーや、公演に関わる美術、映像、グラフィックなどの専門家チームが、SNSでタイ
ミングを合わせ一斉に情報発信したところ、支援が急増。また、同様の活動に取り組んでいる方
や舞台芸術で活躍する方など全国から支援をいただきました。支援依頼の文章は、一方的に想い
を伝えるだけのものにならないよう、企画の背景や意義、価値を丁寧に、簡潔な文章とたくさん
の写真で伝えるようにしました。また公演当日に支援依頼のチラシを配布したことも有効でした。 

　2007年から開催している障がいのある人たちの美術作品展「Lifemap」で、初めてとなるパ
フォーミングアーツ（ダンスや演劇）公演を行う試みです。公募した障害のあるアーティストと、
美術、映像、舞踏などの専門家が共に公演や映像作品を作りあげるためのプロジェクトです。 

　障がい者“支援”のためではなく、「障害のある仲間と一
緒に作品をつくりたい、それを見て欲しい。」という想い
を込めて、映像作品のDVDと公演報告書を中心にリターン
を設計。公演当日への来場や、終了後の問い合わせにつな
がるなどよい影響がありました。 

映像作品のDVDと約40ページの報告書 

成功のポイント 

プロジェクト趣旨・概要 

リターン設計 

目標額 100 万円 達成額 108.2 万円 支援者数 76 人 

実施期間 2013年11月29日～2015年2月27日（87日間） 支援設定額 3,000～100,000円 

サービス ReadyFor? URL https://readyfor.jp/projects/lifemap 

No.	

7	 まる 障害のある人たちとパフォーミングアーツの制作･発表をしたい！ 
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　支援者から頂く資金が有意義に使われることをPRするため、Webサイトと決済ツールを組み
合わせたオリジナルのクラウドファンディングページを設計し、手数料を4%程度に抑えました
（通常は15～20%）。また支援募集期間中にはリアルタイムの分析を行い、支援者のクレジッ
ト決済が多くなる曜日や時間帯に、「メンバー紹介」や「ミーティング実施報告」などSNSによ
る定期的な情報発信を続けたことで多くの支援につながりました。 

　 韓国の市民活動の最前線で取り組む3つの団体を視察し、得た知見を韓国独自の社会背景も考
慮しつつ、「コミュニティデザイン」や「ファンドレイジング」など福岡で実践可能なかたちへ
と翻案し、報告会および報告書によって広く共有するためのプロジェクトです。 

　 視察報告書はもちろん、視察訪問中は毎日、視察内容と
メンバーの所感をまとめたメールレポートをすべての支援
者に送付。また、高額支援者には、メンバーとの交流会へ
の招待や視察先の資料をお渡しするなど、物品よりも知識
や情報に重点を置きリターンを設計しました。 

韓国視察先での2団体集合写真 

成功のポイント 

プロジェクト趣旨・概要 

リターン設計 

目標額 30 万円 達成額 37.6 万円 支援者数 62 人 

実施期間 2014年8月21日～9月26日（34日間） 支援設定額 3,000～10,000円 

サービス 団体Webサイト URL http://visit.aka-tsuki.org/fundraising/ 

No.	

8	 ドネルモ×アカツキ 『私たち』から社会を描く 韓国の市民活動・協働視察プロジェクト 



　 8つのクラウドファンディング成功事例はいかがだったでしょうか？最後には、
この冊子を製作したNPO法人アカツキが、NPO法人ドネルモとの協働にてクラ
ウドファンディングを実施した事例もご紹介しました。ここまで読んでくださっ
た方は既にお気づきかもしれませんが、実は成功したどの団体も、驚くような
“特別”なことは行っていません。 

　身の回りの知人や、見知らぬ方に活動への協力を依頼するときに、どのような
メッセージをどんな言葉で伝えれば心からの支援をしてくれるかを相手の立場に
立って考える。事前にスケジュールや必要な資金の計画をたてる。そういった 
“当たり前”のことを曖昧にせず、一つ一つ地道に丁寧に取り組んだことがプロ
ジェクトの成功につながっています。 

　NPOが行うファンドレイジング（支援集め）は、社会課題を知ってもらうこと
や同じ未来を共有することによる、「共感集め」や「仲間集め」です。クラウド
ファンディングはそれを実現するひとつの手段であり、実施自体が目的では決し
てありません。 

　 皆さんがこれからクラウドファンディングを実施するときは、支援者の方々を
単なる資金拠出者ではなく、ともにプロジェクトをつくりあげる大切な仲間だと
いう意識を持ち取り組んでください。そうすることで、プロジェクトの成功や、
更なる活動の発展につながるはずです。 

　最後まで読んで頂きありがとうございました。皆さんの挑戦と成功を、心より
願っております。 
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これから挑戦する方に 


