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自己紹介
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株式会社CAMPFIRE
カスタマーサクセス部
GoodMorning担当

早川 彩紀　はやかわ さき

2018年6月より株式会社CAMPFIREに参画し、一貫して

GoodMorningを担当。

キャンペーンプランナーとして社会課題の解決に取り組

むNPO等のプロジェクト起案者のサポートに従事し、

2021年から事業のリーダーとして牽引。

准認定ファンドレイザー。 NPO法人で広報・ファンドレイ

ズ経験あり。
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わたしたちのミッション

一人でも多く一円でも多く、

想いとお金がめぐる世界をつくる。

私たちは、インターネットの可能性を信じ、

誰もが声をあげられるプロダクトを創り続けます。  

どんなに小さな声であろうと、自由に表現や発信ができるように。  

どんな立場の人であろうと、等しく金融にアクセスできるように。  

テクノロジーを駆使して、共感や仲間、お金集めを支える新たなインフラになっていく。  

そこから生まれる多様な経済圏を、毛細血管のように社会にめぐらすことで、

すべての人が自己表現するように生きられる経済を実装します。

©2022 CAMPFIRE, Inc.
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850万人 330万人

支援者数

申請から掲載までに1ヶ月程度かかるプ

ラットフォームが一般的ですが、

CAMPFIREでは審査は必要最低限に。

ページの作成も文字と画像を組み合わ

せるだけで、誰でも簡単に作成可能で

す。

私たちは「誰しもが声を上げられる世の

中」を作るために、ジャンル・規模は問い

ません。オールジャンルで幅広い世代の

方にご利用頂いています。

これまでの累計支援者数は850万人、

会員数は330万人を突破しました。

会員数

CAMPFIREとは
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活動のために支援を募ることが

できます。

法人の規模や法人格、活動の

フェーズ等は問いません。

クラウドファンディングの支援者

は活動への賛同者であり、これ

からも活動に関わってくださる

「参加者」となります。

SNS等でプロジェクトが拡散され

ることで、多くの人に活動を知っ

ていただくきっかけとなります。

また、様々なメディアに取り上げ

られています。
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クラウドファンディングの本質

1人から100万円を集める

↓
1万円を100人から集める

クラウドファンディングは
お金集めではなく「仲間集め」



事例紹介
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事例のご紹介①　概要
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“緊急避妊薬と性知識”で、

若者に人生の選択肢を届けたい！

#わたしたちの緊急避妊薬

一般社団法人ソウレッジ（ 2022年）

総支援金額

21,823,388円

支援者数

2,363人

※一人あたり支援額：約9,235円

「不安な性行為を繰り返さないようにするサポート」のため
①若者への緊急避妊薬の無償提供
②継続して性知識を届ける
プロジェクトを行います。

概要 リターン

3000円・7500円・15000円等
※最終週に1000円を追加

→メールでの継続的な活動報告
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事例のご紹介①　成功のポイント
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成功のポイント

● 分かりづらい課題、表立って語られていない課題に対する取り組みなので丁寧な説明を意識

○ 取り組みの概要が分かる動画の作成を依頼

● プロジェクト開始前からの周囲の巻き込み

○ ページへのフィードバックなど

● Twitterを中心に発信を強化、

リアクションをしてくれた人へ DM送付で支援お願いなど

● メディアやインフルエンサーへの企画提案で露出を拡大

● バレンタイン・国際女性デー等に合わせたタイミングで実施、

国際女性デーには配信イベントを実施

（→）国際女性デーに合わせて実
施した配信イベント。
分野に親和性の高いゲストと共
にトークセッションを実施。
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事例のご紹介②
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『子どもたちを守りたい！』

滋賀県のブラジル人学校の存続の

ための支援プロジェクト2

NPO法人コレジオサンタナ
（2022年）

総支援金額

3,759,500円

支援者数

488人

※一人あたり支援額：約7,700円

公的援助が乏しいブラジル人学校の存続のための運営費を集
めるため。
クラウドファンディングは 2020年以来2回目。
地域の日頃からの支援者に加えて、地方紙・ TV番組に取り上げ
ていただいたり、交流のある研究者などからの発信でさらに伸び
た事例。

概要 リターン

3000円・5000円・10000円〜
お礼メール・報告書・ビデオレターなど

https://camp-fire.jp/projects/view/578447
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クラウドファンディング成功のポイント
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プロジェクトに必要な３つの要素
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企画

・クラウドファンディング活用目的の

確認

・実施内容の具体化

ー具体的な実施内容の整理

ー必要な金額の算出

ー実施のスケジュール

ー関係者との調整など

・ターゲットの設定

・チーム作りと役割分担

クラウドファンディングの目的をチー

ムで共有

1

広報戦略

・ターゲットに合わせた発信

（オンライン・オフライン）

・メディアへのアプローチ

・広告の活用

・今後につなげる支援者との

　継続的なコミュニケーション

3

ページ作成

・プロジェクトを一言で伝える

　タイトル

・プロジェクトの内容と

　起案者の思いを伝える文章

・画像、動画などの

　クリエイティブ

・リターンの設計

2
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企画の考え方

いつ資金が必要になるのか(準備期間)、いつリターン履行するのか

どのようなスケジュールで実施するのか？

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
企
画

実
行
設
計

いつ

どこで

だれと

なぜ

何を

地域・場所が限定されるものなのか、そうでないのか

プロジェクトを実施する人、チーム、主人公

実施の必要性・目的や社会的意義、プロジェクトへの思い

どんなことをするのか

いつまでに

いくらで

どのように

いくらで何ができるのか？ほかの資金調達の方法は？

プロジェクトの実施にはどのような準備が必要なのか

クラウドファンディングはあくまでも手段。

まずはプロジェクト自体の企画を練って、

自分たちの言葉で説明できるように具体化していくことが重要です。
企画1
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プロジェクトの伝え方
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　初めてページを見た人にも分かりやすく、

　支援するかどうかの判断ができる情報を提供すること

①メイン画像・タイトル

③本文（プロジェクト内容・プロジェクトオーナー紹介）

④リターン

1

3

2

プロジェクトの内容を分かりやすく伝えるプロジェクトページを準備し

ましょう。ページ作成

👆 Point ４

②目標金額・実施期間・実施方式

2
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ページ作成のポイント
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✓　タイトル、メイン画像はプロジェクトの顔

サイト内で表示される場合も、 SNSで拡散される場合も

一番最初に見られる場所でプロジェクトの第 1印象となります。

限られた文字数の中で何を伝えるか考えましょう。

✓　頭でも心でも応援したいと思えるページに

寄付の場合、何かを得るために支援するのではありません。

自分のお金を誰かに託して使ってもらう、という判断をしてもらうためには、バランスが重要です。

頭：事業の必要性や意義、具体的な内容や実行計画、団体の実績など信頼度　など

心：どんな人がどのような思いで取り組んでいるのか、支援者への呼びかけ、当事者の声　など

✓　スマホで読む支援者のことを想像して

7割〜8割の方がスマホでプロジェクトページを閲覧しています。読み進めていただくためには

改行や画像と文章のバランスも重要です。
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リターンの考え方
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プロジェクトに参加いただいた方に提供するリターン（モノ・コト・お礼）を設定します。ターゲットとなる人

がどのようなリターンであれば支援したくなるのか、検討しましょう。

①プロジェクトの成果物

プロジェクトを通して制作したもの

②プロジェクトへの参加権

実際に活動やイベントに、スタッフとして参加できる権利、実

際にプロジェクトの現場を訪れられる権利などを提供するリ

ターン

③団体公式グッズ・記念品

クラウドファンディング限定の記念品やプロジェクトに取り組

む過程で制作されるものを提供するリターン

④イベント招待

直接支援者の方がプロジェクト実施者が交流できるイベント

など

⑤お礼、活動報告/ レポート

自分が支援したお金がどのように使われ、その結果どのよう

な変化が生まれているかをお伝えするリターン

⑥クレジット記入

サイトや報告書に支援者の名前を掲載するリターン

⑦特技を生かしたユニークなリターン
講演会の実施や事業相談など、団体の代表（その他メンバー）が

自分たちのスキルを生かして、体験を提供するリターン

リターンの種類について
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リターンの考え方
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支援件数におけるリターン単価内訳をみると 1万円以下の支援の件数が多くなります 。

寄付におけるおすすめの設定

3000円・5000円・10000円・それ以上〜
※金額を集めることを重視する場合は、3000円のリターンを学生

限定にしたり、後半で追加したりする場合もあります

基本は

・お礼のメール／活動報告

・活動報告会への招待

・活動報告書等へのお名前の掲載

高額のリターンには、法人向けのメニューを用意したり、

代表による講演会の実施などを提供している例もありま

す。

※非営利法人による寄付型クラウドファンディングの場合、リターン

は対価性のない形で設定する必要がございます。
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プロジェクトの広め方
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プロジェクトに対するご支援は少しずつ広がっていきます。

プロジェクトを実施していることをまずは身近の人に知って、

応援してもらいましょう。

友人・ご家族・同僚

知り合いの知り合い

協力企業・団体

これまでの支援者

同じ問題意識を持っている人

広報・PR

支援は自動的に集まるものではなく、

支援をお願いして集めるもの。

ターゲットに併せて計画的にプロジェクトを

広める方法を考えることが重要です。

👆 Point 

3
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プロジェクトの広め方

公開1週間で目標金額の30%以上の支援が集まると目標達成率が高くなる傾向 があります。

よいスタートが切れるように、支援候補者の方を明確にして、広報・ PRの準備をしましょう。
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（参考）ドナー（寄付者）ピラミッド

SNSフォロワー・メルマガ購読

潜在的な関心層

関与度・寄付貢献度：高い

ボランティア

賛助会員・
マンスリーサポーター

単発寄付者

イベント参加者署名参加

複数回寄付者

大口寄付者
遺贈寄付者

21

潜在的な
寄付者層

寄付者層

過去に支援歴のある寄付者様、繋がりのある潜在的な寄付者様、

潜在的に関心を持ってくれる層、それぞれを特定してどのようにクラウドファンディングについて知っていた

だくか設計する必要がある。
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プロジェクトの広め方

SNSフォロワー・メルマガ購読

潜在的な関心層

ボランティア

賛助会員・
マンスリーサポーター

単発寄付者

イベント参加者署名参加

複数回寄付者

大口寄付者
遺贈寄付者
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潜在的な
寄付者層

寄付者層

プロジェクトの序盤は「日頃から団体を応援いただいている方」に

ご支援をお願いするのが重要です。

①プロジェクト序盤
でご支援をお願い

⓪事前のご相談

前提：日頃のコミュニケーション

③プロジェクト中盤以降
広がりを作りましょう
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プロジェクトの広め方

各種SNS投稿

オンライン オフライン

以下は広報PR手段の例です。目標金額 ÷ 募集期間が１日に集める目安の支援金額 となります。

1日ずつ支援金額を積み重ねていくことが重要です。逆算して手段を洗い出しておきましょう。

ライブ配信

ウェブサイト

ブログ

オンラインイベント

プレスリリース WEBメディア

メールマガジン

口コミ

チラシ

オフラインイベント

ポスター

直接依頼

新聞 フリーペーパー

DM・FAX

プロジェクト実行者からの発信に加えて

・応援してくださる方からの発信

・支援してくださった方の発信

も生まれて輪が広がりやすいのがクラウドファンディングの特徴です。
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プロジェクトの広め方　事例
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序盤
（最初1週間）

中盤
（1ヶ月強）

終盤
（最後2週間）

普段から応援してくれて
いる人の応援を依頼

● 団体メルマガ
● 各種SNS

多くの人にまずは一度プロジェクトを
知ってもらうために発信量を強化
裾野を広げる活動を強化

● プロジェクト動画やテーマに関する Q&Aな
どで発信を継続

● TwitterでのDM
● 配信イベントや

Twitter等での生配信を実施

事前に企画していた
インフルエンサーからの発信性教育について

発信している方への
情報の提供

過去に取材を受けた記者
の方へ事前連絡

新聞記事化、オンラインメ
ディアや女性誌も

知ってくださった方が支
援してくださるように再度
個別に呼びかけ

● 個別連絡
● 支援者からの拡散

をお願い
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CAMPFIREの特徴：はじめての方でも安心のサポート体制



本事業に採択された場合の
スケジュールイメージ
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@CAMPFIRE, Inc.

スケジュールイメージ
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本事業に採択された場合、クラウドファンディングの実施は  5月〜6月 となる予定です。

採択が決まり次第、具体的にクラウドファンディングの準備を進めていきましょう。

23年4月上旬〜（1ヶ月） 23年 5月〜6月
23年7月末

（募集終了日の翌月末）日

※なお、万が一採択されなかった場合も、通常の弊社サービスをご利用いただくことが可能ですので、ご希望の場合は、採択が決

定する前から弊社のサポートを受けることも可能です。ぜひ早めに準備を進めていきましょう。

23年3月下旬

採否通知
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今回の事業に合わせた
サポート内容のご案内
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２つのサポートプラン
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手数料 9％（税別）

● 担当者による問い合わせサポート（希望により
公開前・公開後1回ずつお打ち合わせも可能）

● クラウドファンディングを実施する上でのノウハ
ウの提供

● ページに対するフィードバック

● SNS発信・チラシ作成・配布サポート など

基本サポートプラン

手数料12％（税別）
   
 基本サポートプランの内容に加え、

● 担当者との定期的な打ち合わせ  (最大毎週 )

● 事業自体へのフィードバック、リターンの提案

● PR 施策についてのスケジュール設定と進捗

管理

● SNS 発信用のテンプレート作成

● プロジェクト終了後の振り返りセッションの実施                                                     
など

フルサポートプラン

◎ 両プラン共通のサポート内容

● 蓄積されたノウハウや統計データのご共有

● データに基づく広報戦略のご提案

● 本事業の特設サイトへの掲載

● CAMPFIRE の SNS、ニュースレターでの発信

● クラウドファンディング基礎セミナーの実施（採択団体向け）

● その他 CAMPFIRE サポートサービス（制作・集客サポート）の提供

担当者がついてクラウドファンディングをサポートします 本事業特別プラン
初めてのクラウドファンディングでご不安のある方におすすめ
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オプションプランについて
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● ライトプラン(3 万円)：見出し画像3枚まで

● ベーシックプラン(5万円)：メイン画像+本文画像作成

● プレミアムプラン(10 万円)：メイン画像、本文画像、

　　　　　　　　　　　　　リターン画像の作成

ページ作成サポートプラン

両プランに加え、特設サイトに掲載する画像の制作を希望される方には、ページ作成のオプション (個別

料金)が選択可能。画像の制作だけお願いしたい方におすすめです。
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お問い合わせ
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【CAMPFIRE】大阪府NPO等支援事業　
  クラウドファンディング相談フォーム

大阪府NPO等支援事業に関するCAMPFIREでの

クラウドファンディング実施相談に関するご相談フォームです。

事業概要や公募要領に関する質問は大阪府へお問い合わせをお願いいたします。

なお、本事業に採択されなかった場合でも、ご相談頂いた方々には

引き続き通常のプランにてクラウドファンディングのサポートをさせていただきます。

https://form.run/@socialissue-osaka

https://form.run/@socialissue-osaka

