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スタートアップガイドの前に…

サクセスへ向けたチェックリスト

テスト
マーケティング？

具体的な人物像を
思い描いてみてね！

わ～！
とっても素敵！

お願い！
応援して！

もちろん!

チェック

今回のクラウドファンディングの利用目的は？

↓

プロジェクトを“誰”に知ってもらいたいか？

サポーターに喜ばれるリターンは準備できるか？

サポーターの輪は、どのくらい広げられそうか？

ケンイチ

ケンイチ

マキ

マキ

マキ

サポーター

私たちも応援するよ！



僕がやりたい
プロジェクトは
何だろう？

ケンイチ

APPENDIXの
入力例も

確認してみてね!

マキ

スタートアップガイドの前に…

サクセスへ向けたチェックリスト

チェック↓

プロジェクト内容はまとまっているか？

エントリーフォームのプロジェクト内容を入力する前に、

下記の内容をまとめてみましょう。

①あなたが挑戦したい課題

②あなたが考える解決策

③上記①、②をベースにしたプロジェクト概要（500文字程度）
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WonderFLYとはクラウドファンディングとは

群衆（Crowd）と資金調達（Funding）という

言葉を組み合わせた造語。

「こんなモノをつくりたい」というアイデアや

「こんなことを解決したい」という想いを持つチャレンジャーが、

不特定多数の方々から少額づつ資金を集めることです。

クラウドファンディングスタートアップガイド 02

たった2機のヘリコプターからスタートしたANAには、

“努力と挑戦”というDNAが脈々と受け継がれています。

挑戦する人の翼になる。

ANAは、WonderFLYを通して、様々な想いを抱いた

チャレンジャーの挑戦をサポートしていきます。
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WonderFLYの特徴

ANAのマイルで支援ができる

オンラインショップを併設している

ANA利用者イメージ
•ボリュームゾーンは、 30 代 ～ 50 代の高所得者の男性。
•仕事に対するモチベーションが高く、キャリア志向が強い。
•値段が高くても品質の良いものを選ぶ
•プライベートは旅行やドライブが好きでアクティブ。
•健康志向で食に対するこだわりが強い。また、資産運用に積極的で金融資産も多い。
•ANA の利用目的は、「ビジネス（出張）」と「観光・レジャー」はほぼ半数。

成功したプロジェクトは、
WonderFLYオンランショッ
プに掲載できます。
プロジェクト成功後、すぐに
販路が獲得できます。

丁寧なサポート体制

プロジェクトエントリーから公開まで
成功確率を高められるようサポートチームに
相談できます。
クラウドファンディングに初めてチャレンジする
方でも安心です。

相談料
0円
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成功するための5つのポイント

01 0302

04 05

第一印象は
プロジェクト名で決まる

タイトル ¥???

現実的な
目標金額を設定する

共感できる
画像や動画を準備する

２
WEEKS

公開後
２週間が勝負です

コミュニケーションツールを
フル活用できるかが鍵

印象に残るタイトルをつけると、

成功確率がぐッと高まります。

リターンが準備できる範囲で、

現実的な目標金額を設定しましょう。

画像や動画はプロジェクトの内容を

わかりやすく伝えるための重要な要素です。

スタートダッシュできるよう、公開前に

プロモーション計画を立てておきましょう。

積極的にサポーターとコミュニケーションを

とれるかどうかが結果を左右します。
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WonderFLYコミュニケーションツールの活用方法

コメント活動報告 トーク

プロジェクトの進捗状況をタイムリーに

発信することができます。

サポーターとオープンに

チャットすることができます。

サポーターと非公開でメッセージを

やりとりすることもできます。

活動報告、コメント、トークを更新すると

サポーターに更新通知が届きます。

コミュニケーションツールは、プロジェクト公開後に利用できます。

お知らせ
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プロジェクト公開までの流れ

プロジェクト公開までの期間は2週間～1ヶ月程度

ご自身のスケジュールに合わせて進めることができます

エントリー プロジェクト
公開

リターン設定一次審査
（3～5営業日）

最終審査
（3～5営業日）

このガイドの最初に掲載されて

いた、「サクセスへ向けたチェック

リスト」を実施してからエントリー

すると、スムーズに入力できます。

リターンは5種類まで設定できます。最終

審査通過後に追加することも可能です。

初期費用やロット数などを慎重に検討し

設定しましょう。

このタイミングで目標金額の設定も行い

ます。準備するリターン総額の25%以上

の金額を目標金額として設定することが

できます。

公開後にスタートダッ

シュできるよう、プロ

モーション計画を綿密

に立てておきましょう。

事前に情報を拡散し

ておくのも効果的です。

最終審査を通過すると

管理画面で掲載内容を

編集できるようになります。

最終仕上げをして、いよ

いよ公開です。

公開後は、コミュニケー

ションツールをフル活用し

て支援を募りましょう。
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プロジェクト終了後の流れ

プロジェクト
終了

目標金額達成！ リターン発送リターン準備

調達金額からサービス利用手

数料を差し引いた金額が40日

以内に入金されます。

サポーターへ感謝の気持ちとリ

ターンの発送時期をお知らせし

ましょう。

目標金額未達成

コミュニケーションツールの活動

報告を利用して、リターン準備

の進捗状況をタイムリーにお知

らせしましょう。

リターンをサポーターに発送しましょう。

リターン発送が完了したら、更なる飛

躍に向けて、WonderFLYオンライン

ショップへの掲載を検討しましょう。

残念ながら調達金額は入金されません。

サポーターに感謝の気持ちを伝えましょう。

今回の経験を生かし、諦めずにまたチャレンジしましょう。
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エントリーフォーム入力について
S
T
E
P

1

プロフィール入力

チャレンジャー名
プロフィール画像

公開するチャレンジャー名を入力し、プロフィール画像を
アップロードしてください。

紹介文 経歴や、これまでの活動実績を入力してください。

SNS/Website
（任意）

支援の輪を広げるために活用しましょう。

連絡先 連絡がとりやすいメールアドレスと電話番号を入力してください。

証明書類
証明書類をアップロードしてください。
（2MB以内。JPG/JPEG/GIF/PNG/BMP)

正確に
入力しましょう。

公
開

非
公
開

公開イメージ

←チャレンジャー名
プロフィール画像

←紹介文

←SNS/Website

設定中にわからないことがあったら？

各入力項目の“？”マークにマウスポインタを合わせると、入力項目に関する説明やアドバイスが表示されるので簡単に入力ができます。
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エントリーフォーム入力について

さく

S
T
E
P

2
S
T
E
P

3

プロジェクト名
コピー

第一印象はプロジェクト名やコピーで決まります。

プロジェクトの
内容

プロジェクト概要 プロジェクトの内容紹介

リターンについて サポーターに提供する商品やサービスに関する説明

サクセス後のプラン 今後の活動計画

サポーターの皆様へ サポータの方へのメッセージ

メイン画像・動画
画像：２MB以内。800×1200ピクセル程度（JPG/JPEG/GIF/PNG/BMP)
動画：90秒程度の長さを推奨。（YoutubeかVimeioにアップロードしたURL）

サブ画像・動画
(任意）

画像：4つまで。サイズや形式はメインと同様。掲載位置指定可
動画：2つまで。サイズや形式はメインと同様。掲載位置指定可

募集期間 公開予定月と希望する募集日数

進捗状況
プロモーション計画
リターン準備状況

サポート時の参考にするため、プロジェクト全体の進捗状況や現時点でのプロモーショ
ン計画、リターンの準備状況を教えてください。

相談内容 サポートチームに相談したいことがあれば入力してください。

非
公
開

公
開

プロジェクト内容入力

プロジェクト進捗状況入力

「サクセスに向けた
チェックリスト」を実施してから

入力しましょう！ プロジェクト名→
コピー→

メイン動画→

メイン画像→

プロジェクト概要→

リターンについて→

サブ画像→

サクセス後のプラン→

サポーターの皆様へ→

サブ動画→

公開イメージ

＊STEP3まで入力したら一次審査に進みます。

←募集日数
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エントリーフォーム入力について

王４

S
T
E
P

4

リターンの設定

わ～！
とっても素敵！

リターン情報
リターン名、画像、内容説明、発送時期を
入力してください。

金額設定
各リターンの金額と、提供数（在庫数）を
入力してください。

選択肢
サイズや色等の選択肢がある場合は入力し
てください。

海外発送
海外発送を行う場合は、海外への送料、
1個口あたりの同梱可能数量を設定してく
ださい。

公
開

STEP４では、リターンを５種類まで設定できます。最終

審査通過後に最大20種類まで追加することも可能です。

初期費用やロット数などを慎重に検討し設定しましょう。

このタイミングで目標金額の設定も行います。

準備するリターン総額の25%以上の金額を目標金額として設定す

ることができます。

公開イメージ

←画像

←リターン名
←金額

←内容説明

←発送時期

←リターン名
←金額

←内容説明
備考

発送時期→

画像→

＊STEP4まで入力したら最終審査に進みます。

←目標金額

選択肢→
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海外在住のサポーターからの支援について

WonderFLYでは、海外在住のサポーターから外貨で支援を受けることができます。

対象

全てのプロジェクトが対象です。

受取通貨・為替手数料

海外在住サポーターからの外貨の支援金は、入金前に日本
円に為替変換を行い、日本国内在住サポーターからの支援
金と合わせて、日本円で入金されます。
入金までの間に為替変動が生じる可能性があるのでご注意
ください。
また、海外在住サポーターからの支援金部分に対して、通
常のサービス利用手数料に加え、為替手数料が発生します
ので予めご了承ください。

s

海外在住
サポーター

日本在住
サポーター

チャレンジャー

調達金額
（日本円）

為替変換
手数料*

サービス利用
手数料*

＊手数料に関する詳細は、WonderFLYクラウドファンディングガイドライン第5条をご確認ください。
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APPENDIX
エントリーフォーム入力例
（STEP2 プロジェクト内容*） ＊入力例用の架空の内容です

プロジェクト名 ○△の未来をつくる名産品「ブルーオリーブパウダー」

コピー

プロジェクト概要

○△には、全国に知れ渡っているようなコレといった名産品がないため、毎年訪れる○万人の観光客のお土産需要に応えることができ

ていません。他では手に入らない○△の風土を生かした名産品をつくりたい。私たち○○は、昔から海風があたる斜面で栽培されていた

海のような深い青緑色のオリーブに目をつけました。厳しい自然環境の中でたくましく育った○△のオリーブには、○○が多く含まれ、古く

から健康長寿の源とされ地元で親しまれてきました。

フレッシュなオリーブは日持ちがしないため、そのまま全国へお届けするのは難しい。オリーブオイルは競合も多く、重いのでお土産には不

向き。どうにかして、○△のオリーブの良さを手軽にお届けする方法はないか考え、オリーブパウダーの開発に挑戦することにしました。風

味や香り、有効成分もそのままにパウダー化することで、どこでも手軽に○△の自然の恵みを身体全体で感じてもらうような世界観を目

指しています。

今回のプロジェクトは、私たち○○と○○大学の○○研究室との共同チームで取り組んでおり、オリーブの成分分析もしっかり行い、健

康効果も実証していきます。

生産体制については、既に目処がたっており、今回調達する資金は、○○の費用として使います。

課題： ○△と言えばコレ！という名産品がない。

解決策：○△の豊かな大地のパワーがつまった青緑色のオリーブを活用した手軽に毎日使い続けられる商品を開発し、名産品にする。

業界初！使いやすいパウダー状のオリーブで毎日を健康に
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APPENDIX
エントリーフォーム入力例
（STEP2 プロジェクト内容*） ＊入力例用の架空の内容です

リターンについて

支援金額によって、今回開発する○○単品、○△の海風を感じる○○セット、地元の農家が教える○○体験、○○プランを用意しております。

詳細はSUPPORT PLANをご覧ください。

サクセス後のプラン

既に会社の登記は完了し、生産体制の目処も立っています。今回調達した資金で○月までに○○を行い、○月頃、パッケージデザインを確定させます。

本格的な生産は来年○月頃からスタートさせる予定です。新しい販路も開拓し、○△を代表する名産品になることを目指します。

サポーターの皆様へ

ある日、お土産を選んでいる観光客の方が「ここで買わなきゃいけないものがないよねぇ」と話しているのを耳にしました。確かに○△といえばコレという名産

品がないことに気づき、このプロジェクトを立ち上げ、地元でこの活動に賛同してくれる人を集め、商品開発のフェーズまで漕ぎつけることができました。○△

の大自然の中でたくましく育った栄養たっぷりの青緑色のオリーブのパワーを多くの人に届けたいと思っています。

ご支援宜しくお願いいたします。


