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コロナ禍における

ファン獲得と販路拡大を実現するオンライン販売戦略

2021年3月23日（水）

株式会社CAMPFIRE



自己紹介

北山 憲太郎

PR会社、プロモーション会社から

ベンチャーでの新規事業立ち上げを経てCAMPFIREに入社。

CAMPFIREではものづくり担当する傍ら、IoT中心のメイカー支援を行う。

株式会社CAMPFIRE

CAMPFIRE事業部　Unit1（プロダクト／ガジェット／ファッションカテゴリ）
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本日のコンテンツ

1. CAMPFIREとは

2. スケジューリングの考え方（10分）　

3. 集客の考え方と手法について（20分）　

4. 質疑応答（20分）



C A M P F I R E と は
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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。
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450万人 160万人

これまでの累計支援者数は450万人、

会員数は160万人を突破しました。

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。

2021@CAMPFIRE,Inc.
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450万人突破！

400億円超

47,000件越

303,472,942円
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約160万人

3,850万PV/月

8,000件/月
※2020年9月末時点、国内最大

※2020年5月時点

2021@CAMPFIRE,Inc.
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CAMPFIREのユーザーマインド

CAMPFIRE全体的な傾向

モノ系カテゴリ

● 新しい、珍しい、モノを手に入れたい

● 意欲的な商品開発、発掘への取り組みそれ自体を応援したい

「モノ・コト・人との出会い」のバランス
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プロジェクト掲載までの流れ
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CAMPFIRE広告プラン

効果的・効率的運用 CAMPFIRE特典あり

50万人へ配信 CAMPFIRE特別価格

10万円～
広告予算の20%(税込)
※最低手数料2万円～

CAMPFIREアカウントフォロワー数（2019.11）

通常1配信の利用料金3万円(税別)のところ、

配信2回セットで3万円(税別)と通常の半額で

ご利用いただけます。

プレスリリースを配信したプロジェクトが

目標金額を達成した場合3万円分の特典が

付与されます。5.6万 5.6万 3.6万 5千



202020@CAMPFIRE.inc

タッチポイントを広げる①

体験型ストア渋谷パルコ1F「BOOSTER STUDIO」出展
CF期間中に渋谷パルコ1FにあるCAMPFIRE店舗に出展できるメニュー。

出展は店舗スタッフがサポート。スタッフが来店した方に商品とプロジェクトについて説明して誘導しま

す。

（2021年1月実績）来場者  6万人／男女比50:50、30代がメイン層。
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タッチポイントを広げる②

体験型ストア「b8ta」出展プラン
CF期間中にb8ta有楽町・新宿の2店舗に出展できる実行プラン。

出展はb8taスタッフがサポート。b8taスタッフが来店した方に商品とプロジェクトについて説明して誘

導します。
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ページのクオリティを上げたい方へ

ブランディングサポートプラン

クリエイターを抱えるSHE株式会社と連携し、プロジェクトページのクリエイティブ作成

サポート、ライティングのブラッシュアップサポートを提供。

■お申し込み方法・・・専用フォーム入力後、制作依頼書を記入ご提出。

■制作期間・・・制作依頼書ご提出より約 3〜4週間。

■対象カテゴリ・・・プロダクト、テクノロジー・ガジェット、ファッション

■ご利用にはお申し込み内容を元に審査がございます。  
■その他 
・制作はパートナー企業である、「  SHE株式会社」が厳選した担当デザイナーが行います。

・画像作成・納品に関するご連絡は、担当デザイナーより行わせていただきます。  

【Lightプラン】

メイン画像と本文内画像２枚とテイストを合わせた画像作成用のテンプレートを作成いたします。

【まるっとプラン】

プロジェクトページ内の画像コンテンツの制作と、お作りいただいた本文のブラッシュアップを行います。
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プロダクトカテゴリについて

■2020年11月〜2021年1月実績

PJ件数

GMV

平均調達金額

支援者数平均

■2021年1月実績

平均CVR

平均支援単価

総セッション数

465件

694,105,216円

1,250,640円

84.7件

1.13%

13,676円

1,666,809

■反響のある商品ジャンル

財布

バックパック

イヤホン／ヘッドホン

アウトドアギア

デジタルガジェット
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施策プロットのイメージ

事前 公開中

プレスリリース限定公開URL

リーチ最大化リード獲得 刈り取り

ニュースレター

CAMPFIREトップ掲載

提携媒体広告記事

終了

（CAMPFIREリターゲティング広告）

ニュースレター

CAMPFIREトップ掲載

BOOSTER STUDIO/b8ta展示

WEB/SNS広告

（WEB/SNS広告）
*1 独自で行っていただくもの

*2 自動的に配信されます

期間を区切っておおよその施策をプロット。ページ閲覧や支援の状況に応じて負荷のかけ方を検討す

る。既存支援者からの拡散狙いで活動報告の活用も有効。



２．ファン獲得とオンライン販売戦略とは
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オンライン販売戦略

CF　×　EC
「ニッチトップ」を指向していく。
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オンライン販売戦略の考え方

CF　×　EC
（←方向）

継続販売の成果を上げるためにCFを
盛り上げ施策として活用する。

新商品投入のテストマーケティングに。

（→方向）
ポストクラウドファンディング。
CF後の継続販売にECを活用する。
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CF×ECのメリット

（メーカー目線）
・新商品のスムーズな市場導入、ブランド育成の足がかりづくり。
・初期ユーザーの獲得。
（輸入事業者目線）
・積極的な販売展開でメーカーからの信頼を得られる。

・CF・ECサイト双方の客層にリーチして裾野を広げられる。

・CFの「限定感」が強まり、プロジェクトに追風となる。

・CF支援が間に合わなかった人々への販売機会の最大化が可能。



292021@CAMPFIRE,Inc.



2020@CAMPFIRE.inc

クラウドファンディングの活用方法
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ニーズ検証 テストマーケティング 実績を活用
プラットフォームでの販売

プロトタイプが出来上がったら
初期量産前に一度世の中に出すこと
で「お金を出してくれるユーザーはい
るのか」検証が行えます。
プロジェクトの実績から追加の資金調
達を成功させるケースもあり、量産の
壁の突破口に。

プロジェクトが成功したら、メッセージ
機能を活用して、支援者とのコミュニ
ケーションも可能です。
リターンしたプロダクトに対してのアン
ケートや支援者の傾向分析など、今
後の事業拡大に向けて必要な情報の
収集が行えます。

プロジェクトの結果は、初期顧客に認
められた実績として、販路開拓のセー
ルストークにも活用可能。再度プロ
ジェクトを実施して、既にファンのいる
CAMPFIREのプラットフォームを使った
リリースを行うことも効果的です。
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仲間を集めるとは？
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クラウドファンディングで購入した人は
消費者ではなくストーリーに共感してくれた支援者（ファン）に

プロダクトオーナーがクラウドファンディングで仲間を集めるメリット

◎　支援者の反応をもとにしたテストマーケティングの実施が可能

◎　スペック比較・価格比較ではなく製品の魅力に共感してくれた ファン層の獲得

◎　支援者からの拡散によるキャズムを超えるプロモーション効果
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なぜファン化するのか？
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プロジェクトページは
自由に支援者に想いを伝えられる場

店頭商品棚やオンラインショップでは伝えきれない
商品の誕生秘話や開発者の想いを詰め込めます

キャズム超えに必須
ファンからの拡散

スペック✕　価格✕　　　想い◎　ストーリー◎

📣✨
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テストマーケティングの実施
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インサイト情報の取得

・総支援レポート
・参考本別PVレポート
・日別PVレポート
・男女別支援割合
・年代別の支援者数

　　

プロジェクト達成後支援者リストの取得

・リターンに必要な住所などの個人情報
・リターンに対しての支援者数

　　

メッセージ機能の活用

・支援者全体へのメッセージ送付が可能
・アンケート依頼などにも活用可能

　　

支援者からの反応は
今後の製品開発やプロモーションに役立つ生の声

支援者の男女比は？

支援者はどこからの
流入が多かった？

何色が人気？

結果は戦略通り？

支援者の年代は？
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その他の活用効果
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集まった資金は実績値にも
メディアを活用した
プロモーション

「CAMPFIREで70,000,000円支援された」
実績をアピールした打ち出し

売上予測の指数としての活用

WEBニュースへのピックアップ掲載
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具体的活用例
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新商品の先行販売

New Release
社内新規事業

Innovation

待望の新モデル！
CAMPFIREにて先行販売

有志プロジェクトから誕生！
生活を変えるAIスピーカー

・テストマーケティングの実施で
　本リリースに向けた情報収集

・新規顧客層へのリーチ

・ファンへの特別感の提供

・プロモーション効果による
　話題性の向上

・新規事業の需要検証

・支援者からのフィードバック
　による商品改善

・初期ユーザーの獲得

・既存路線に縛られない
　新しい可能性の模索

・社名を伏せたチーム名義での
　公開も可能
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プロジェクト実施事例
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オンキヨーが挑戦！SHIDO 
ゲーミングヘッドセット・USBコントロールアンプ

着

オンキヨー&パイオニア株式会社から立ち上がった新ブランド「SHIDO」は一

般販売予定のアイテムを、支援者との双方向コミュニケーションを目的としてプ

ロジェクトを実施。限定カラーのアイテムや刻印サービスなどファンとのつなが

りを重視したプランで目標達成しました。

支援総額 21,653,468円
/目標 2,000,000円

支援者 達成率 1082%1,697人 ガジェット

MAMORIO搭載！なくさない財布                           想
像以上に大容量で使いやすい次世代のミニ財布

株式会社ライフポケットとMAMORIO株式会社で「紛失物自体をなくす事。」を

ビジョンに掲げ共同開発された「なくさない財布」。活動報告機能や渋谷

PARCO内のBOOSTER STUDIOへの展示を活用し想いをたくさんの人に届

けて成功したプロジェクトです。

支援総額 4,746,300円
/目標 100,000 円

支援者 達成率 4746%487人 ガジェット

〜小さいは正義〜世界最小４Gタフネススマートフォン

『Atom』いよいよ日本上陸！

海外のクラウドファンディングで好評だった商品の日本上陸プロジェクト。

GIZMODOや週刊アスキーなど様々なメディアでも紹介され、

話題になりました。

支援総額 74,248,785円
/目標 1,000,000 円

支援者 達成率 7424%3,027人 ガジェット
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オンキヨーが挑戦！SHIDO 
ゲーミングヘッドセット・USBコントロールアンプ

着

オンキヨー&パイオニア株式会社から立ち上がった新ブランド「SHIDO」は一

般販売予定のアイテムを、支援者との双方向コミュニケーションを目的としてプ

ロジェクトを実施。限定カラーのアイテムや刻印サービスなどファンとのつなが

りを重視したプランで目標達成しました。

支援総額 21,653,468円
/目標 2,000,000円

支援者 達成率 1082%1,697人 ガジェット

MAMORIO搭載！なくさない財布                           想
像以上に大容量で使いやすい次世代のミニ財布

株式会社ライフポケットとMAMORIO株式会社で「紛失物自体をなくす事。」を

ビジョンに掲げ共同開発された「なくさない財布」。活動報告機能や渋谷

PARCO内のBOOSTER STUDIOへの展示を活用し想いをたくさんの人に届

けて成功したプロジェクトです。

支援総額 4,746,300円
/目標 100,000 円

支援者 達成率 4746%487人 ガジェット

日本初！ミラー型自宅トレーニング用デバイス    
「Fitness Mirror」

着

24時間営業のジム「1/3rd FITNESS」を運営する株式会社 1/3rd Residence

より「会員様が自宅にいながらリアルタイムで運動できるテクノロジーを活用す

るビジョン」を掲げ開発されたトレーニング用デバイス。多くのメディアにも取り

上げられる話題のアイテムに。

支援総額 6,303,440円
/目標 1,000,000円

支援者 達成率 630%61人 ガジェット

プロジェクト実施事例
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行動設計の話

クラウドファンディングの準備と出品の準備を並行して行う。

クラウドファンディングの結果の影響があるうちに ECでの一般発売につなげる。

1.5〜2ヶ月前

クラウドファン

ディング

ECサイト

1〜1.5ヶ月間 （目安）2ヶ月後〜

リターンのお届け

リターンお届け後に

一般発売開始
手続き完了

プロジェクト準備

CF期間
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注意点・ポイント

＜CF→EC＞

・クラウドファンディング支援者へのリターンを先に完了しておく。

・クラウドファンディング支援者より、有利な条件（特に価格）で一般発売をしない。

＜EC→CF＞

・既存商品のプロジェクトを行う場合は、販促キャンペーンと割り切る。

→カニバリを防ぐために、クラウドファンディング支援者の有利になるような販売条件を設定。
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おさらい

CF　×　EC
（←方向）

継続販売の成果を上げるためにCFを
盛り上げ施策として活用する。

新商品投入のテストマーケティングに。

（→方向）
ポストクラウドファンディング。
CF後の継続販売にECを活用する。



ありがとうございました。


