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まずは、Kickstarterでプロジェクトをバックしましょう。実際
にプロジェクトをバックしてみると、Kickstarterへの理解が深
まります。バッカーは、どのような情報を求めているのでしょう
か？バッカーの目を引くものはなんでしょうか？一連のプロセス
を経験することで、Kickstarterの機能についても詳しくなりま
す。

「プロジェクトをはじめる」から、プロジェクトの準備に取り掛
かりましょう。プロジェクト編集ページの「アカウント」から、
本人確認と銀行口座の登録を行ってください。確認に数営業日か
かることがあるので、事前に完了させておきましょう。

素敵なプロジェクトには、ストーリーがあります。バッカー
は、ただ単に面白いアイディアを求めているだけではありませ
ん。クリエイター自身やプロジェクトの背景について、より多
くを知りたいのです。
　
プロジェクトのアイディアは、どのように思いつきましたか？
どんな経験がプロジェクトのもとになっていますか？なぜプロ
ジェクトを実現することが大切なのですか？プロジェクトの最
もユニークな部分はどこですか？想いをしっかり込めて、プロ
ジェクトページを作れば、たくさんのバッカーを魅了すること
ができます。

また、自分にマッチしたターゲット層を意識することも大切で
す。メールやSNS、ブログなどを通してストーリーを伝える
際、自分らしい文章のスタイルがあると、より伝わりやすくな
ります。

はじめようとしているプロジェクトは、シンプルなものです
か？それとも、壮大なものですか？
　
シンプルなプロジェクトとは、例えば本の印刷、映画の制作、
アルバムの制作などです。シンプルなプロジェクトに
Kickstarterを利用する場合は、最終的に必要になる予算すべ
てがまかなえるようにファンディングゴールを設定します。

壮大なプロジェクトとは、団体や会社の発足や、長期的な企画
などといった、大規模なものです。壮大なプロジェクトに
Kickstarterを利用する場合は、必要になる予算すべてを目標
とせず、製品の初回生産コスト、映画のポスプロ費等、大規模
なプロジェクトの一部の予算がまかなえるようにファンディン
グゴールを設定します。

プロジェクトのタイプは明確になりましたか？次は、考えられる
支出を全て書き出してリストにしてみましょう。一切遠慮せず、
全て書いてみてください。おそらく、相当な額になるでしょう。
それでも大丈夫です。

プロジェクトの規模をもっと小さくできますか？プロジェクトを
フェーズごとに分けて、その一部の予算のみファンディングゴー
ルとして設定することは可能ですか？Kickstarterをプロジェク
トの一部または最終フェーズだけに利用するのは、よくある手法
です。Kickstarterとは別の資金源があったとしても、その旨を
プロジェクトページに明記さえしておけば、問題ありません。最
も重要なのは、プロジェクトを実現するために必要な予算の合計
額と、Kickstarterで集まった資金の用途を事前にしっかりと決
めておくことです。

プロジェクトを応援してくれるコミュニティはすでに存在します
か？まだプロジェクトを知らない人たちを対象にメールやSNS、
ブログなどを使って、コミュニティに巻き込む方法はあります
か？Kickstarterでプロジェクトを立ち上げる前に、そのプロジェ
クトを応援してくれるコミュニティが存在していることは、とて
も重要です。Kickstarterで成功するプロジェクトの多くは、その
プロジェクトを心待ちにしていたコミュニティによって、プロ
ジェクト公開から数日以内に目標の大部分を達成しています。

ゴール達成の目安として、簡単な計算をしてみましょう。プロ
ジェクトを応援してくれるコミュニティは、平均いくらプレッジ
（バッカーがファンディングを約束すること）してくれそうです
か？一人あたりの平均プレッジ額を予想してみてください。参考
までに、Kickstarterの平均プレッジ額は$25（¥2,500）前後で
す。次に、想定しているファンディングゴールを、平均プレッジ
額で割ってみましょう。この答えが、プロジェクトを成立させる
ために必要なバッカー数です。現実的なバッカー数になりました
か？無理だと思ったら、プロジェクトの規模を調整しましょう。

プロジェクトのリワード製作費と配送費は、クリエイターが最も
誤算しやすい、とても重要な項目です。予算を組む際には、プロ
ジェクトを実現するために必要なコストだけでなく、リワードの
製作、梱包、配送費を考慮するのも不可欠です。

そのためには、まずリワードの試作品と、それに適した梱包箱を
用意しましょう。梱包済みの試作品を宅急便事業者や郵便局に持
ち込み、国内配送と海外発送の見積もりをそれぞれ出してもらう
のが最も確実です。

海外発送は非常に複雑ですので、注意しましょう。各リワードご
とに、適切な配送設定がなされているかをよく確認してくださ
い。国内配送料は、リワード金額の中に含む設定をおすすめしま
す。

コミュニティを強化するには、プロモーションプランが必要で
す。プロモーションプランには、アウトリーチ（メールやSNSを
通じて、プロジェクトのことを知らせること）リストの作成、リ
ソース（画像や動画など）の製作、プロジェクトの背景にあるス
トーリーの発信などが含まれます。

プロジェクトに対するプレッジの大部分は、友人や家族などと
いった、直接連絡可能な個人による紹介から集まります。マスコ
ミやメディア経由で、プロジェクトページへのアクセス数を増や
すことはできるかもしれませんが、アクセス数とプレッジ数が比
例するとは限りません。メールやSNSを活用したキャンペーン
は、プレスリリース以上に効果的です。

友人や家族など、近くにいる人を思い浮かべてください。必ずプ
ロジェクトをバックしてくれるよう、声をかけましょう。初期の
段階でバックしてくれる身近な存在は、いち早くプロジェクトに
勢いをつけるためにも、とても大切です。また、いわゆる「ソフ
トローンチ」として、身近な人たちにバックしてもらった後に、
メディアやマスコミ、SNSやメールでのプロモーションを展開す
るという手もあります。

プロジェクトをより多くの人に知ってもらうために、SNSを活用
しましょう。FacebookやInstagramの友達に、バッカーになり
そうな人がいるはずです。SNSなら、プロジェクトのローンチ日
までカウントダウンを投稿することもできます。プロジェクトに
関する投稿をする時は、ひと目で魅力が伝わるシンプルなコンテ
ンツを心がけましょう。特に画像や動画はとても有効です。素敵
なリワードを紹介しても良いかもしれません。「拡散希望」や
「支援求む」というありきたりなメッセージは、避けましょう。

SNSよりも大切な方法は、1対1のパーソナルなアプローチです。
知人にメールで一斉送信をするのではなく、一人ひとりに対し
て、個別にアプローチを行いましょう。プレッジが無理でも、プ
ロジェクトをシェアしてくれるようにお願いするのもひとつの手
です。プロジェクトの想いやストーリーをしっかり伝えれば、心
から応援してもらえるでしょう。地道な作業ですが、必ず実を結
ぶはずです。

より多くの人にストーリーを届けるには、メディア戦略が効果的
です。プロジェクトに興味を持ってくれそうなブログ、ニュース
サイト、紙媒体、イベントなどに連絡し、プロジェクトを取り上
げてもらえるようにお願いしてみましょう。地域密着型のメディ
アや業界紙などは、特に効果的です。メディアに取り上げてもら
うためには、魅力的なストーリーが必要です。プロジェクトに対
する想いをしっかりと説明できるように準備しておきましょう。

プロジェクトをローンチすると、プロフィール名、本人確認情
報、ファンディングゴール、銀行口座、キャンペーン終了日を変
更することはできなくなります。ローンチボタンを押す前に、こ
れらの情報を再度確認しましょう。プロジェクトページの他の部
分は、プロジェクトが完了するまで、いつでも編集することがで
きます。各リワード内容は、最初のバッカーがそのリワードを選
択するまで変更することが可能です。

Kickstarterの検索機能では、プロジェクトタイトル、プロジェク
ト概要、クリエイター名を検索できます。これを活用するには、
検索されそうなキーワードをタイトル、もしくはプロジェクト概
要に含めるようにしましょう。
　
プロジェクトページを作成するときは、ターゲットとしている
バッカーを意識しましょう。例えば、ターゲット層が主にスペイ
ン語圏のバッカーであるなら、プロジェクトページにスペイン語
を記載するだけでなく、動画にもスペイン語の字幕が不可欠で
す。特に、英語の説明や字幕は、世界中のより多くの人にアプ
ローチする上で効果的です。Kickstarterでは、バッカーの75%以
上が英語を母国語としている国から参加しています。

プロジェクト画像は、プロジェクトページの最上部に表示され
る、とても重要な要素です。インパクトがあって、そのプロジェ
クトについてもっと知りたいと思わせるものにしましょう。この
画像は、バッカーがプロジェクトページに訪れた際に一番最初に
目に入ります。プロジェクトそのものを表現したり、関わってい
るクリエイターのことが伝わるものを選びましょう。

フード関連のプロジェクトなら、素敵な料理の写真を撮りましょ
う。新しいアルバムを制作するなら、アルバムのアートワーク候
補をシェアしてみたらどうでしょうか。プロジェクト画像に磨き
をかけるには、How to make a great project imageを参考にし
てみてください。また、Look Good While You Kickstarter: 7 
Design Tips for Your Project Imageにも、役立つアイディアが
掲載されています。

プロジェクト動画の制作に大金をつぎ込む必要はありません。ク
リエイターの意思が伝わることに最も価値があります。バッカー
は、1分から3分程度の短くてパーソナルな内容の動画を求めてい
ます。撮影環境においては、充分な明るさと良いサウンドも重要
になります。

Kickstarterが選んだ素晴らしいビデオの中に、iPhoneで撮影し
たワンテイク動画があります。こちらのKickstarterブログでは、
多くの人を魅了したプロジェクト動画の数々を見ることができま
す。また、世界中のバッカーにアウトリーチするためには、字幕
が不可欠です。Kickstarterには動画に字幕とキャプションを付け
る機能があるので、活用しましょう。

プロジェクト説明で、プロジェクトに関する全ての情報を網羅す
る必要はありません。バッカーは、これがどのようなプロジェク
トで、それをどう実現するのかというタイムラインを含めた概要
が知りたいのです。集める資金をどのように使うかという説明
と、プロジェクトメンバーの紹介も重要なので、忘れずに。

プロジェクトのアイディアやリワードをよりわかりやすく紹介す
るために、写真、グラフ、イラスト、動画などを使いましょう。
図や表を用いて、リワードの説明をよりわかりやすくすることも
できます。6人の実績あるクリエイターが紹介する、What 
Makes a Good Project Page?をチェックしてみましょう。

アカウント
銀行口座の登録と本人確認は、余裕をもって完了させておきま
しょう。

プロジェクト動画
プロジェクト動画をなるべくはやくアップロードして、エン
コーディングを含め、プロジェクトページ上で問題なく再生さ
れることを確認しておきましょう。

キャンペーンローンチ計画
ローンチ日にやることのプランを、分単位で作っておきましょ
う。アウトリーチリストを準備したり、プロモーション計画を
練るなど、誰が・いつ・何をするのか決めておきましょう。

キャンペーン終了日と終了時間
キャンペーンの終了時間はローンチしたタイミングと同じ時間
が自動的に設定されます。終了日および時間は「ファンディン
グ期間」タブの中にある「終了日時の設定」から変更できま
す。カレンダーの下の項目から、希望する終了時間を設定して
ください。

プロジェクトタイトルとプロジェクト概要
プロジェクトタイトルとプロジェクト概要の中に、重要な検索
キーワードが含まれているか確認しましょう。記号は使わない
でください。

ファンディングゴール
ファンディングゴールが適切な額かどうか確認しましょう。
ファンディングゴールをプロジェクトローンチ後に変更するこ
とはできません。

配送費
各種リワードの配送設定を国内外ともに確認しましょう。

プレビュー
プロジェクトのプレビューリンクをシェアしましょう。集まっ
たフィードバックをもとに、全体の内容を見直しましょう。

プロジェクト画像
ボタンなどで画像の重要な部分が隠れていませんか？また、動
画再生前のサムネイルは適切なものですか？念のため、異なる
画面サイズでも正しく表示されているか確認しましょう。

プロジェクト説明
プロジェクト説明に誤字脱字がないか、プロジェクトページを
何度も見直しましょう。ダミーテキストの抜き忘れにも注意し
ましょう。リワードの説明に間違いはありませんか。リワード
内容は、一人でもバッカーがプレッジすると変更できなくなり
ます。

リンクのチェック
プロジェクトページの全てのリンクが正しく作動するかどう
か、実際にクリックして確認してください。

プロジェクトFAQの準備
ローンチ前にプロジェクトFAQを追加することはできません。
事前に準備をしておいて、ローンチ後すぐに追記できるように
しましょう。

Kickstarterについて 
Kickstarterを知らない人に対して送れる、シンプルでわかり
やすい説明です。

ルール
Kickstarterが大切にしている3つのルールと禁止事項を記載し
ています。プロジェクトをローンチする前に、再度確認してく
ださい。

ヘルプセンター
Kickstarterに関する質問は、まずこちらのヘルプセンターを
参照ください。

プロジェクトページの下書きができたら、プレビューリンクを作
成し、何人かの信頼できる友人や同僚にシェアして、率直な
フィードバックをもらいましょう。ストーリーはきちんと伝わっ
ていますか？リワードの内容と価格は適切ですか？。画像や動画
はどうでしたか？ 誤字脱字やわかりづらい箇所はありませんか？
それぞれに対する意見を参考に、ローンチ前に今一度プロジェク
トを見直しましょう。なお、プロジェクトが公開されると、プレ
ビューリンクはプロジェクトページにリダイレクトされます。

リワードは、バッカーをプロジェクトに引きつける重要な要素で
あると同時に、プロジェクトの成果を、それを実現させてくれた
バッカーたちと共有する機会でもあります。Kickstarterの中で最
も多いプレッジ額は、$25（¥2,500）前後です。何らかの製品を
リワードとして用意しているプロジェクトの場合、多くのバッ
カーはその製品を得るためにプレッジします。また$1のリワード
は、バッカーがプロジェクトの進捗をフォローしたい場合によく
使われます。進展次第によっては、キャンペーン終了間際に、よ
り多くをプレッジしてくれることもあります。

リワードの製作には、注力しすぎないようにしましょう。クリエ
イターの多くが、リワードの種類を増やしすぎる傾向がありま
す。複雑なリワードにかかるコストや時間は、プロジェクトの実
現にネガティブな影響を与えます。記念品を製作するのはとても
楽しいですが、常に制作費や配送費のことを考えながら、計画的
に予算を管理しましょう。

主に見られる4種類のリワード：

7 Things to Consider BEFORE you Launch your Kickstarter 
Projectでは、コミュニティの構築に焦点をあてた、プロジェクト
の計画方法をシェアしています。Hacking Kickstarter: How to 
Raise $100,000 in 10 Days (Includes Successful Templates, 
E-mails, etc.)では、データを活用して、プロジェクトをバックし
てくれるコミュニティにアウトリーチする方法を分析しています。

配送の設定に関するKickstarterブログも参照ください。How to 
Provide “Free” Shipping Worldwide on Kickstarter: A 
Comprehensive Guideや、Kickstarter shipping tipsも参考に
なります。KICKSTARTER FULFILLMENT AND PRODUCT 
DEVELOPMENT: A STORY OF DOGFOOD AND DATA 
VALIDATIONでは、Kickstarterプロジェクトのクリエイター
が、実際に使用した配送費の計算方法をシェアしています。

ストーリーを伝えるためのアドバイスは、Getting press for 
your projectとKnowing your audienceという動画にまとめら
れています。キャンパスには、ストーリーの伝え方に関する他の
クリエイターのアドバイスがたくさんあります。Googleが無料
提供しているマーケティングアプリ、Primer（日本語非対応）
も便利です。

クリエイティブなアイディアの実現は、簡単ではありません。
Kickstarterが提供している様々なリソースを活用しましょう。
プロジェクトを構成している様々な要素をより深く理解できるよ
うになります。

FAQとKickstarterの基本では、基本的な仕組みが理解でき
ます。

クリエイターハンドブックは、プロジェクトづくりのヒント
が満載です。

キャンパスでは、他のクリエイターのアドバイスや経験から
学べます。

はじめに

ストーリーを伝える

ファンディングゴールの設定
最適なファンディングゴールを設定する

コミュニティを形成する

プロジェクトページ
バッカーを魅了する、ビジョンの表現

プロジェクトローンチ
チェックリスト

作品そのもの
プロジェクトの本題となる作品と同じもの。

体験
制作過程、もしくはプロジェクトに参加する権利
（スタジオ訪問等）。

クレジット
作品にクレジットを入れる
（スタッフロールに名前等）。

記念品
作品の完成を記念して作られる小さな記念品。たくさんの種類の
記念品を作るのは避けましょう。小さな記念品を発送するために
かかる労力は、大変なものです。

Need some reward ideas? Here are 96 of them. に、たくさ
んのヒントが掲載されています。

https://www.kickstarter.com/help/faq/creator+questions?ref=faq_nav#StriPaym
https://www.kickstarter.com/help/faq/creator+questions?ref=faq_nav#StriPaym
https://www.kickstarter.com/help/faq/creator+questions
https://www.kickstarter.com/help/faq/kickstarter+basics
https://www.kickstarter.com/help/handbook
https://www.kickstarter.com/campus
https://www.youtube.com/watch?v=fNWPk60Fip4&index=3&list=PLHZsp0TgwAOIl0DSsOpjVFtGlz8jKtPt6
https://www.youtube.com/watch?v=NNJ9WA_Q2_g&index=2&list=PLHZsp0TgwAOIl0DSsOpjVFtGlz8jKtPt6
https://www.kickstarter.com/campus/questions/how-much-time-did-you-spend-working-on-your-kickstarter-project-before-you-launched
https://www.yourprimer.com/
https://www.kickstarter.com/blog/weve-made-shipping-rewards-a-lot-more-flexible
https://stonemaiergames.com/how-to-provide-free-shipping-worldwide-on-kickstarter-a-comprehensive-guide/
http://constraints.co/blog/2013/12/17/kickstarter-shipping.html
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