
Makuake⼀覧

Makuakeは時代の流れによって⾒せ⽅がかわっています。
1列で表⽰しているプロジェクトは弊社が考える最新の制作⽅法です。
新しいプロジェクトの⽅が制作の参考になりますが、過去のプロジェクトもぜひ御覧ください。

カテゴリー別プロジェクト

プロダクト

 
Makuake｜ママたちの声から⽣まれた。整理整頓⼒が⾼まる収納ボックス型マザーズバッグ｜Ma…
バッグの中で荷物がゴチャゴチャになり、探すのに時間がかかる 荷物が多いので、すぐにバッグがパンパンになってしまう ⼦どもの
よだれや⿐⽔を拭くハンカチなどをさっと取り出せるポケットがほしい そんなママたちの声をもとにつくった「KABAGマザーズ…

www.makuake.com

Makuake｜ママたちの声から⽣まれた。整理整頓⼒が⾼まる収納ボックス型マザーズバッグ｜Makuake（マクアケ） • www.makuake.com

 
Makuake｜年150時間の探し物時間を減らす。整理整頓⼒が⾼まる収納ボックス型時短リュック｜…
  「探しものにムダな時間を費やしたくない」「整理整頓に時間やエネルギーを使いたくない」  バッグからライフスタイルを⾒直し
てみませんか？          「KABAG ボックス」は、リュックの中のモノをすぐに⾒つけられる「時短リュック」です。  中がきっちり区分…

www.makuake.com

Makuake｜年150時間の探し物時間を減らす。整理整頓⼒が⾼まる収納ボックス型時短リュック｜Makuake（マクアケ） • www.makuake.com

 
Makuake｜ひと⽬で魅せるこの貫禄。⾰の⿊ダイヤこと「姫路⿊桟⾰」製ボディバッグで⾵格を…
  天然⽪⾰の魅⼒を引き出す「なめしの技術」と「漆塗りの技術」をかけ合わせて⽣まれる「姫路⿊桟⾰（くろざんがわ）」。      その
⾃然な輝きゆえに、戦国時代には⼤将クラスの甲冑に使われていたと⾔われる希少価値の⾼い⾰でもあります。      安価な海外製品に…

www.makuake.com

Makuake｜ひと⽬で魅せるこの貫禄。⾰の⿊ダイヤこと「姫路⿊桟⾰」製ボディバッグで⾵格を纏う｜Makuake（マクアケ） • www.makuake.com

 
Makuake｜⼤きさも使い⽅も変わる。キャッシュレス対応ショルダーポーチで⾝軽な暮らしを｜…
ちょっとしたお買い物の準備にも⼿間がかかる。 ⾏きは⼿ぶらなのに、帰りは⼿荷物がいっぱいになる。 そんな⾯倒やわずらしさを
減らしませんか？ 持ちものを減らせば、⾯倒も減る。 ⾝軽な暮らしにフィットする。 キャッシュレス化を加速し、暮らしの⼀部に…

www.makuake.com

Makuake｜⼤きさも使い⽅も変わる。キャッシュレス対応ショルダーポーチで⾝軽な暮らしを｜Makuake（マクアケ）  • www.makuake.com

 
Makuake｜いつでも清潔、撥⽔効果も⻑持ち！着せ替え可能な【洗える傘】登場｜Makuake（マ…
気分に合わせて⽣地を着せ替え！いつでも清潔に【洗える傘 ARAERU-SAN】が登場！ ・はっ⽔効果が洗って⻑持ち！ ・気分に合
わせて⽣地を取り替え！ 傘からコロコロ転がり落ちる⾬粒を⾒るのは気持ちがいい。憂鬱な⾬の季節をちょっと楽しくさせてくれ…

www.makuake.com

Makuake｜いつでも清潔、撥⽔効果も⻑持ち！着せ替え可能な【洗える傘】登場｜Makuake（マクアケ） • www.makuake.com

 
Makuake｜⼤きさも使い⽅も変わる。ショルダー＆リュック型エコバッグを暮らしのお供に。｜…
  必要なものだけを持って出かけたい。  帰りの荷物が増えても、⼿ぶらでいたい。  そんな“わがまま”を叶えてくれる機能的なバッグ
「KABAG Sack」（以下、KABAGザック）は、お買い物や旅⾏のときに、ショルダーバッグとしてもリュック型エコバッグとし…

www.makuake.com

Makuake｜⼤きさも使い⽅も変わる。ショルダー＆リュック型エコバッグを暮らしのお供に。｜Makuake（マクアケ）  • www.makuake.com

 
Makuake｜柿渋＆化学反応の⼒で徹底ガード。菌やウイルスが恐れる⼯芸品「柿渋染めマスク」…
  奏で合う⾃然科学と染織⼯芸。  鉄と銅の媒染により、柿渋の抗菌、抗ウイルス効果をさらに⾼めたのが「柿渋染 抗菌 徳ちゃんマス
ク」です。          新型ウイルスの発⽣時などに起こるのが、使い捨てマスクの品不⾜です。      特需による買い占めや価格⾼騰により、…

www.makuake.com

Makuake｜柿渋＆化学反応の⼒で徹底ガード。菌やウイルスが恐れる⼯芸品「柿渋染めマスク」｜Makuake（マクアケ） • www.makuake.com

 
Makuake｜敏感肌には、これ⼀択。⼈にやさ…
  敏感肌ゆえに、かみそりで体⽑を剃ると⽪膚に荒れや⾚み、
傷、ひりつきが出てしまう…。  いわば「かみそり負け」に悩…

www.makuake.com

Makuake｜敏感肌には、これ⼀択。⼈にやさしい「ボディ⽤かみそり」をかみそり負けに悩…

Makuake｜⾹りとともに⽔を飲む。アロマの…
        アロマの⾹りを愉しみながら⽔を飲む。        「MYROMA（マ
イロマ）」は、「⽔を飲む」習慣に「⾹りを愉しめる」プラ…

www.makuake.com

Makuake｜⾹りとともに⽔を飲む。アロマの⾹りで⼼が整う新感覚タンブラー「MYROMA…
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https://paper.dropbox.com/ep/redirect/external-link?url=https%3A%2F%2Fwww.makuake.com%2Fproject%2Fkabag_mothers%2F&hmac=CcNPoZaanDJCIDWqk%2BF7GCqk27ZZyrV7SuFA4cwcAoc%3D
https://www.makuake.com/project/kabag_mothers/
https://paper.dropbox.com/ep/redirect/external-link?url=https%3A%2F%2Fwww.makuake.com%2Fproject%2Fkabag_box%2F&hmac=D%2FBXyLqax3qrc9a2o4%2BX2CpSdyR3duEe3YS830HVkPA%3D
https://www.makuake.com/project/kabag_box/
https://paper.dropbox.com/ep/redirect/external-link?url=https%3A%2F%2Fwww.makuake.com%2Fproject%2Fhimejikurozan%2F&hmac=Tr3tgkVXZFHzM1oM7ij324msZ9hyTFuby%2BCQO3VH2JM%3D
https://www.makuake.com/project/himejikurozan/
https://paper.dropbox.com/ep/redirect/external-link?url=https%3A%2F%2Fwww.makuake.com%2Fproject%2Fkabag_minimal%2F&hmac=Fifnd5orGz4twIc7%2F7gRjkeTdhMqQCXNX%2B00wUpp1PQ%3D
https://www.makuake.com/project/kabag_minimal/
https://paper.dropbox.com/ep/redirect/external-link?url=https%3A%2F%2Fwww.makuake.com%2Fproject%2Faraerusan%2F&hmac=DeM5RFwdrxkAY9B4W3S0VEPN736YjTYhchNhuH5F8%2Fs%3D
https://www.makuake.com/project/araerusan/
https://paper.dropbox.com/ep/redirect/external-link?url=https%3A%2F%2Fwww.makuake.com%2Fproject%2Fkabag4%2F&hmac=%2FNOo%2FfmyBzFGgDrBVksijzxDsx3PE5I4triUrEAiHkA%3D
https://www.makuake.com/project/kabag4/
https://paper.dropbox.com/ep/redirect/external-link?url=https%3A%2F%2Fwww.makuake.com%2Fproject%2Ftokuchan-mask%2F&hmac=4pB2JwkcKoQTJu0pCMdnbFJk%2BTgqjNNe80KPWNGz4H8%3D
https://www.makuake.com/project/tokuchan-mask/
https://paper.dropbox.com/ep/redirect/external-link?url=https%3A%2F%2Fwww.makuake.com%2Fproject%2Fnikkenkamisori%2F&hmac=wCKF8X0%2ByHkiEmhpqa9Oq%2FfEF7R6rIBF30Stba5S3B4%3D
https://paper.dropbox.com/ep/redirect/external-link?url=https%3A%2F%2Fwww.makuake.com%2Fproject%2Fmyroma%2F&hmac=KZ3MOqWN55%2FTgkmMdactGbAe8JS1tSmfL3p10V%2B%2FtWg%3D


 
Makuake｜どこかで知った肌ざわり。サコッ…
昔はいろんなものに使われていたけれど、コスト削減という時

代の要請にはあらがえず、今や電⾞やバスの座席シートくら…

www.makuake.com

Makuake｜どこかで知った肌ざわり。サコッシュバッグ「モケッシュ」で、⼿軽に気軽にお…

Makuake｜ほんわり包んで、しっとり、ぽか…
スポーツ観戦やキャンプ等、外出先での冬の寒さから起こる⾜

先からの冷え 乾燥した冬の空気が引き起こす、かかとのひび…

www.makuake.com

Makuake｜ほんわり包んで、しっとり、ぽかぽか。寒い冬には、保温も保湿もできる⼆重編…

 
Makuake｜お⾵呂で⼿軽にニオイケア。⾜の…
  「びっくり⾜裏つるつる for MEN」は、⾜の裏を「ながら」
で洗える不思議な“スポンジ”です。  お⾵呂イスに座ったまま…

www.makuake.com

Makuake｜お⾵呂で⼿軽にニオイケア。⾜の裏を「ながら」で洗える不思議な“スポンジ”を…

Makuake｜美しい本⾰×機能性。ポケットに…
        ⾰作り1000年の地で作る、⾃然の⾵景のような美しい本
⾰、  それは私達にしか作れない、技術の粋を集めた本⾰。   …

www.makuake.com

Makuake｜美しい本⾰×機能性。ポケットに⼊る財布「oragaウォレット」｜Makuake（マ…

 
Makuake｜⼤きさも使い⽅も変わる。サコッ…
      必要なものだけを持って出かけたい。    帰りの荷物が増えて
も、⾝軽でいたい。        そんな“わがまま”を叶えてくれる機能…

www.makuake.com

Makuake｜⼤きさも使い⽅も変わる。サコッシュ＆ボストン型エコバックをお買い物にも旅…

Makuake｜何かと便利な3WAY。保温・保冷…
            中⾝が⾒やすく整理整頓しやすい。  ⼤容量なのに、コンパ
クトに折りたためる。  カバの⼝のように⼤きく開くバッグ、…

www.makuake.com

Makuake｜何かと便利な3WAY。保温・保冷両⽤エコバッグをお買い物からレジャーまで。…

 
Makuake｜防汚・撥⽔。花粉などから守る。…
      「イオン電荷」という⾃然の摂理を活⽤した、有機溶剤⼀切
不使⽤のコーティングスプレー「ｉ（イオン）-チャージ」…

www.makuake.com

Makuake｜防汚・撥⽔。花粉などから守る。安全、安⼼なイオンコーティング剤「i-チャー…

Makuake｜仕事中に⾜ツボ刺激！専⾨家が薦…
            「オフィスふみっぱ」はひとことで⾔うと、はひとことで
⾔うと、オフィスでもおしゃれに履ける健康スリッパ。 ゲン…

www.makuake.com

Makuake｜仕事中に⾜ツボ刺激！専⾨家が薦める「オフィスふみっぱ」でコリをほぐす快感…

 
Makuake｜カーブが起こすナイフ⾰命。 家…
  キャンプやバーベキューのとき、⾷材をカットするために包
丁は必要。    ふだん使いの包丁をタオルでぐるぐる巻きにし…

www.makuake.com

Makuake｜カーブが起こすナイフ⾰命。 家でも外でも、包丁感覚で使える折畳式料理ナイ…

Makuake｜⽿の中で⾳を愉しむ。さらなる進…
            『聴こえなかった⼈、聴けなかった⼈』が『聴こえる、聴
ける』    をコンセプトに、昨年、Makuakeに出品し、⽚⽿が…

www.makuake.com

Makuake｜⽿の中で⾳を愉しむ。さらなる進化を遂げた⾻伝導集⾳器「Vibone Nezu」｜M…

 
Makuake｜夏でも蒸れずに⼼地よく。画期的…
          冷房なくして、寝苦しい夏の夜は乗り切れない。    かといっ
て、冷房を効かせすぎると⾝体が不調をきたしてしまう………

www.makuake.com

Makuake｜夏でも蒸れずに⼼地よく。画期的な新素材を使った肌掛け布団で快適な眠りを。…

Makuake｜こはぜで留める安⼼感。⼿⾸の疲…
    パソコンの操作で⼿⾸が痛い…。    スマートフォンの操作で⼿
⾸が疲れる…。    気がつくと仕事や家事など、⽇常⽣活に⽀障…

www.makuake.com

Makuake｜こはぜで留める安⼼感。⼿⾸の疲れを緩和する「リストウェア」でデスクワーク…

 
Makuake｜薄⼿なのに、ふんわりあたたか。…
          外出先、室内、⾞内とさまざまな場所で起こる冷えって、
やっかいですよね。    職場や旅先、⾃宅のリビングなどでひ…

www.makuake.com

Makuake｜薄⼿なのに、ふんわりあたたか。冷える⾝体をそっとくるむ綿100%の「マユケ…

Makuake｜光を愉しみ、光と遊ぶ。新素材を…
                こだわりを感じるお店で飲むお酒やビールっておいしく
感じられますよね。    その理由は、味そのものや店の雰囲気…

www.makuake.com

Makuake｜光を愉しみ、光と遊ぶ。新素材を⽣かした京焼・清⽔焼ゆうはりで、ひと味ちが…

 
Makuake｜仕事に⽣きる思考を鍛える。⾃宅…
      決められたルールに則って遊ぶよりも、⾃分なりの遊び⽅で
遊ぶ⽅が楽しいと思う。    そんな考え⽅をベースに作り上げ…

www.makuake.com

Makuake｜仕事に⽣きる思考を鍛える。⾃宅でできる楽しい学びを知育玩具の「ムジナゾル…

Makuake｜100年モノを持つ贅沢。ポケット…
    ⼀⽣、⼤事にしたいモノがそばにあれば、⼈⽣は豊かにな
る。    そんな考え⽅に少しでも共感するところがある⽅にご…

www.makuake.com

Makuake｜100年モノを持つ贅沢。ポケットティッシュ箱で味わい愉しむ伊勢神宮のスギ・…

 
Makuake｜⽇常から冒険まで。磁⼒が導く「…
  またとない絶好のシャッターチャンスが来た！            興奮冷め
やらぬままカメラをスタンバイするも、時すでに遅し。あと…

www.makuake.com

Makuake｜⽇常から冒険まで。磁⼒が導く「インダクションキャッチ」をカメラの頼れる相…

Makuake｜⾃宅で⼿軽に料亭気分。 ⼀志郎…
    料亭で⾷べるようなおいしい⽩ごはんを⾃宅で毎⽇⾷べられ
るなら、家に帰るのが楽しみになりそう。            かといって、…

www.makuake.com

Makuake｜⾃宅で⼿軽に料亭気分。 ⼀志郎窯の⼟鍋「味事飯鍋」で⽩いごはんをごちそうに…
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https://paper.dropbox.com/ep/redirect/external-link?url=https%3A%2F%2Fwww.makuake.com%2Fproject%2Fmoqueche%2F&hmac=K4PaQ6kRzYnWckyQnwnH6XB0Q4wCMCKGbfsNT2qoxgQ%3D
https://paper.dropbox.com/ep/redirect/external-link?url=https%3A%2F%2Fwww.makuake.com%2Fproject%2Fi-corporation%2F&hmac=oBImPtPQdLMROb2tDvd%2FyaImvR3Z7HbDqSMmRg5BUl8%3D
https://paper.dropbox.com/ep/redirect/external-link?url=https%3A%2F%2Fwww.makuake.com%2Fproject%2Fsanko%2F&hmac=ShNdO%2FAIeMgMxRjXtVRxwYDXdcf%2BiSR%2FUmeDHFq2G9w%3D
https://paper.dropbox.com/ep/redirect/external-link?url=https%3A%2F%2Fwww.makuake.com%2Fproject%2Foragawallet%2F&hmac=iCrSAN2zZOsdrIBnpXA0ibPUCLlVL2HIhES9q8EMlXk%3D
https://paper.dropbox.com/ep/redirect/external-link?url=https%3A%2F%2Fwww.makuake.com%2Fproject%2Fkabag3%2F&hmac=TJqfWtM8k5IiZiMsvcprp%2BPpOebL1zzAK1T%2FI%2BtZvhs%3D
https://paper.dropbox.com/ep/redirect/external-link?url=https%3A%2F%2Fwww.makuake.com%2Fproject%2Fkabag2%2F&hmac=brAGQwLS2a9epVV8COZGkadv77IoH8MBsD%2FezjCMMXw%3D
https://paper.dropbox.com/ep/redirect/external-link?url=https%3A%2F%2Fwww.makuake.com%2Fproject%2Fi-charge%2F&hmac=P7vddRYowBEvSaxNqyoYe9zj60SAIQRdAAIhnlZo8ow%3D
https://paper.dropbox.com/ep/redirect/external-link?url=https%3A%2F%2Fwww.makuake.com%2Fproject%2Fhumippa%2F&hmac=plpoyTM61YMlVdoK2A3uPNnyHxQ3suS2WoABjcOC1Fw%3D
https://paper.dropbox.com/ep/redirect/external-link?url=https%3A%2F%2Fwww.makuake.com%2Fproject%2Ffedeca%2F&hmac=tRP5I%2Bm0m3WCM7Nk%2F79SmlDyb9G%2BTIPorbTUulonCV8%3D
https://paper.dropbox.com/ep/redirect/external-link?url=https%3A%2F%2Fwww.makuake.com%2Fproject%2Fvibone-nezu%2F&hmac=6wGNBPKT28qBDeltDhlPq34QmCawuq5gcYgz%2FliUa5g%3D
https://paper.dropbox.com/ep/redirect/external-link?url=https%3A%2F%2Fwww.makuake.com%2Fproject%2Fairflake%2F&hmac=afIkxEXRZJ0W4ICDJEWB1ShTV%2BZDaHSsAQ%2BfQWBFjig%3D
https://paper.dropbox.com/ep/redirect/external-link?url=https%3A%2F%2Fwww.makuake.com%2Fproject%2Flistwear%2F&hmac=B5Pvp%2FkD%2FUjWNE6nbFaSQNTsFWvkJw4U%2B4X6LXYsSAM%3D
https://paper.dropbox.com/ep/redirect/external-link?url=https%3A%2F%2Fwww.makuake.com%2Fproject%2Fyonesakapile%2F&hmac=oMYzFOzmTyjuzC7VkM0wiuN18Vll6YPf8i4BM6vYqaI%3D
https://paper.dropbox.com/ep/redirect/external-link?url=https%3A%2F%2Fwww.makuake.com%2Fproject%2Ftouan%2F&hmac=GLEzhRD%2BfjBPDZ1Puw55XKWKuzarUTfu%2Fe2N3SEvVkw%3D
https://paper.dropbox.com/ep/redirect/external-link?url=https%3A%2F%2Fwww.makuake.com%2Fproject%2Fzinazol%2F&hmac=TOEuvD6ef2fSIqb4jzwweWRVa9GeEuw1i2XxOAGbJeo%3D
https://paper.dropbox.com/ep/redirect/external-link?url=https%3A%2F%2Fwww.makuake.com%2Fproject%2Ftokowaka5%2F&hmac=W8GSPQT%2BmKbVzvJXKNzSxEs%2ByMbZvmEqp8EPlFkEzgk%3D
https://paper.dropbox.com/ep/redirect/external-link?url=https%3A%2F%2Fwww.makuake.com%2Fproject%2Finductioncatch%2F&hmac=peB9pJAwxiAhYvgD89M2IqglcSJyqVVFWu6fy7PzN50%3D
https://paper.dropbox.com/ep/redirect/external-link?url=https%3A%2F%2Fwww.makuake.com%2Fproject%2Fkotouyaki%2F&hmac=XUu4ZTaFkmwfYetS53S%2FtHJHxdIu4G5raISK4S2edbA%3D


 
Makuake｜温度調節機能つき。安眠誘う抱き…
      皆さんは抱きまくらについて、どんなイメージをお持ちでし
ょうか？    寂しさを紛らわせるためのものだから、  ⼤のおと…

www.makuake.com

Makuake｜温度調節機能つき。安眠誘う抱きまくら「Feel」で、オールシーズン快適に｜M…

Makuake｜遥かなる歴史が醸す無⼆の⾵格。…
            財布は持ち主の⼈となりを表すものだから、本当に価値の
ある「いいもの」を持ちたい――。        昨年冬にMakuakeのク…

www.makuake.com

Makuake｜遥かなる歴史が醸す無⼆の⾵格。新・「常若⼩物」で暮らしに息づく伊勢神宮の…

 
Makuake｜これぞ⼤⼈の新習慣。ビジネスシ…
      汗臭や加齢臭、ストレス由来の精神性発汗臭、⽣乾き
臭……。    「NANO-CARE」（以下、ナノケア）は、ビジネ…

www.makuake.com

Makuake｜これぞ⼤⼈の新習慣。ビジネスシーンの強い味⽅に、携帯できる消臭スプレー｜…

Makuake｜洗いやすさとおしゃれを追求！キ…
まずは、こちらをご覧ください！            軽くこするだけで汚れが
きれいに落ちる。    盛り付けもしやすく、⾷材がきれいに⾒…

www.makuake.com

Makuake｜洗いやすさとおしゃれを追求！キレイに盛れてキレイに落ちる、ドームランチボ…

 
Makuake｜伊勢からの薫りとともに涼を取る…
  「常若うちわ」とは、伊勢神宮の神域内で保護されていた樹
齢300年以上の御⼭杉を使⽤したうちわです。⾹川県の⽼舗…

www.makuake.com

Makuake｜伊勢からの薫りとともに涼を取る。「常若うちわ」で夏の暮らしに伊勢神宮の御…

Makuake｜⾃分好みの⾊合いは？ミニウォレ…
世の中には魅⼒的なものがたくさんあります。あれもこれも、

あった⽅がいいに決まっています。    でも、求める気持ちに…

www.makuake.com

Makuake｜⾃分好みの⾊合いは？ミニウォレット「marble」で、暮らしの中にワクワクを…

 
Makuake｜来し⽅に思いを馳せるひとときを…
  今回、「常若」シリーズの第⼆弾としてご紹介するのが、表
紙に伊勢神宮の御⼭杉を使った御朱印帳。「常若⼩物」にご…

www.makuake.com

Makuake｜来し⽅に思いを馳せるひとときを。常若御朱印帳で、いつでもそばに伊勢神宮の…

Makuake｜中国産も負けてない。曲げわっぱ…
お弁当箱を開けて、べちゃべちゃになったご飯を⾒たとたん、

⾷べる気を失くしてしまったことはありませんか？    仕⽅が…

www.makuake.com

Makuake｜中国産も負けてない。曲げわっぱの弁当箱で、いつものごはんを華やかに。 ｜M…

 
Makuake｜四⽇市の技術をかけ算。⼟と鉄と…
  「おいしく⾷べてもらいたい」「作ったものは残さず⾷べて
ほしい」「健康になってもらいたい」……。            ⾷べものの味…

www.makuake.com

Makuake｜四⽇市の技術をかけ算。⼟と鉄とが響き合う、⽔を使わない鍋・ベストポットが…

Makuake｜わが⼿になじむ⾄極の⼀本。削っ…
    「暮らしにひと⼿間」をテーマとする⾃社ブランド
『FEDECA』より、削る楽しさを伝えるべく送り出した「It’…

www.makuake.com

Makuake｜わが⼿になじむ⾄極の⼀本。削って作るカスタム包丁で、⽇々の暮らしに愛着を…

 
Makuake｜⼀回、数秒。クイックお⼿⼊れ。…
あるときは服についた花粉やホコリを払い落とし、あるときは

服の健康診断をしながら、⽑並みを整えて、またあるときは…

www.makuake.com

Makuake｜⼀回、数秒。クイックお⼿⼊れ。服も⼼もととのえる「⾺⽑ブラシ」を習慣に。…

Makuake｜お出かけ前にはバテない装備を。…
ピクニックやキャンプ、花⾒、運動会……。そういったアウト
ドアシーンで、芝⽣や地⾯の上に敷いたレジャーシートに直…

www.makuake.com

Makuake｜お出かけ前にはバテない装備を。持ち運び簡単ダンボール製テーブル「#table」…

 
Makuake｜地震で起こる⽕災を防ぐ！ 安⼼…
地震で起こる通電⽕災を防ぐため。⾃分で取りつけられて、扱

いも簡単。⼿間いらずで安⼼・⾼性能の「感震センサー」を…

www.makuake.com

Makuake｜地震で起こる⽕災を防ぐ！ 安⼼簡単⼿間ひまいらずの「ki感震センサー」 ｜Ma…

Makuake｜いつでもどこでもホッカホカ。約…
カセットボンベでごはんが炊ける炊飯器「919 Quick」。昔の
かまどを再現したつくりで、本格派のふっくらごはんがわず…

www.makuake.com

Makuake｜いつでもどこでもホッカホカ。約10分で炊けるカセットガスコンロ炊飯器を⽇常…

 
Makuake｜悠久の時を刻みて深まる味わい。…
⻑らく製材、建築業を営んできた業者として、樹齢300年を超
える伊勢神宮内の御⼭杉（みやますぎ）を買い付けるように…

www.makuake.com

Makuake｜悠久の時を刻みて深まる味わい。「常若⼩物」で暮らしに息づく伊勢神宮神域内…

Makuake｜使うカバンで、⽣き⽅は変わる。…
  「スーツに似合うチョコレート」をコンセプトとした
CHOCOLATANのデザインを下地に、兵庫県三⽥市に位置…

www.makuake.com

Makuake｜使うカバンで、⽣き⽅は変わる。ショコラティエ⼩⼭進監修「ショルダーバック…

 
Makuake｜削って作るが新しい。世界にひと…
「⽇本屈指の⾦物の町」として知られる播州三⽊地⽅（兵庫

県三⽊市）。明治28（1895）年の創業以来、そこで⼤⼯道…

www.makuake.com

Makuake｜削って作るが新しい。世界にひとつの「It’s my knife」で⼼に残る休⽇を｜Mak…

Makuake｜サポーターの声を反映！スマホ収…
3ヶ⽉ほど前にMakuakeのクラウドファンディングに登場し、
3時間で⽬標を達成。ストレスフリーな毎⽇を⼿に⼊れる便…

www.makuake.com

Makuake｜サポーターの声を反映！スマホ収納外付けレザーポケット「スマホハンガーVer.…
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Makuake｜いつもあなたのそばにいる。「京…
「PLUCA」「セカンドウォレット」「スマホハンガー」を⽣
み出した感性が光を当てたのは、数珠製造卸会社・中郷の京…

www.makuake.com

Makuake｜いつもあなたのそばにいる。「京念珠」をレザーケースにしのばせて。 ｜Maku…

Makuake｜⼈と環境に優しく、丸洗いOK！…
  繊維業界のスペシャリスト「豊島株式会社（以下、豊島）」
と、品質にこだわる⽻⽑素材メーカー「河⽥フェザー株式会…

www.makuake.com

Makuake｜⼈と環境に優しく、丸洗いOK！リサイクル⽻⽑「Green Downの⽻⽑ふとん」…

 
Makuake｜伝統⼯芸⼠が織りなす技。薄さ1…
            みなさんは桐箪笥や桐箱の材料として使われている桐の別
称をご存じでしょうか？    「⽊の⼥王」と呼ばれ、古来より…

www.makuake.com

Makuake｜伝統⼯芸⼠が織りなす技。薄さ1mm・桐製のロックグラスで贅沢なひとときを…

Makuake｜第３弾！出し⼊れ簡単！スマホ収…
          座ったときや⽴っているとき、動いているときに、スマホ
で突っ張るポケットにストレスを感じたことはありませんか…

www.makuake.com

Makuake｜第３弾！出し⼊れ簡単！スマホ収納外付けレザーポケット「スマホハンガー」｜…

 
Makuake｜⾒た⽬よし、⾹りよし、品質よし…
    私たちが今回ご紹介するマルセイユ⽯鹸「PRODIGE」は、
職⼈の⼿で⼀つひとつ⼿間ひまをかけて作られている、旧フ…

www.makuake.com

Makuake｜⾒た⽬よし、⾹りよし、品質よし。マルセイユ⽯鹸「PRODIGE」 ｜Makuake…

Makuake｜TPOを選ばず使える、スリムで…
    〜セカンドウォレットとは〜            佇まいが上品なセカンドウ
ォレットは、普段使いするメインの財布としても、オフタイ…

www.makuake.com

Makuake｜TPOを選ばず使える、スリムでコンパクトなラウンド型⻑財布「セカンドウォレ…

 
Makuake｜財布の中をスッキリ収納！ "極薄"…
  財布の中から逃げ出してはいないはずのショップカードやク
レジットカードはどこへやら。  スーパーのレジなどで冷たい…

www.makuake.com

Makuake｜財布の中をスッキリ収納！ "極薄"⾰製のカードホルダー「PLUCA 12」 ｜Makua…

Makuake｜フセンを使って家族で楽しく予定…
    こんにちは。株式会社スージーラボの鈴⽊朋⼦です。    今回わ
たしたちスージーラボは、家族やビジネスシーンのコミュニ…

www.makuake.com

Makuake｜フセンを使って家族で楽しく予定管理！週間カレンダーTAGPLAN（タグプラン…

ファッション

 
Makuake｜⾜がよろこぶ履き⼼地。ふだん着…
          昨年春にMakuakeのクラウドファンディングに登場し、開
始からほどなくして⽬標を達成。多くの⽅々からご⽀援いた…

www.makuake.com

Makuake｜⾜がよろこぶ履き⼼地。ふだん着にも合う「コルクWAGETA 2019」を⽇常に。…

Makuake｜下駄とコルクの不思議な関係。ふ…
    みなさんは、下駄に対してどんなイメージをお持ちでしょう
か？    着物や浴⾐などの和装を着るときしか出番のないもの…

www.makuake.com

Makuake｜下駄とコルクの不思議な関係。ふだん着にも合う、WA-GETA(和下駄)を⽇常に…

 
Makuake｜⼼ときめく新触感。ユニセックス…
「シンプル・イズ・ザ・ベスト」を前提に、 「素材」「サイ
ズ」「収納」のすべてこだわったオリジナルのトートバッグ…

www.makuake.com

Makuake｜⼼ときめく新触感。ユニセックスのビジネストートで、⾺⾰独⾃の味わいを。｜…

Makuake｜丹後発！世界でも貴重な３００年…
            はじめまして、fil tango フィルタンゴと申します。    ご家
庭で⽔洗いできる、そして今のライフスタイルやファッショ…

www.makuake.com

Makuake｜丹後発！世界でも貴重な３００年の美しい絹織物、洗えるシルクストールがデビ…

フード

 
Makuake｜京北中江町の恵み 合鴨⾁使⽤“京の鴨⾁コンフィ”「おいしい」から環境にいいこと｜…
プロジェクト概要    フレンチの伝統的保存⾷「コンフィ」を、⽇本酒にもご飯にも合う美味しさに。和⾵３種、⾁料理の定番３種のス
パイスで、バラエティ豊かに仕上がりました。各30ｇ⼊り。    ⼭椒  さわやかな⾹りが⼝いっぱいに広がります    柚⼦  ⽢酸っぱい⾹り…

www.makuake.com

Makuake｜京北中江町の恵み 合鴨⾁使⽤“京の鴨⾁コンフィ”「おいしい」から環境にいいこと｜Makuake（マクアケ） • www.makuake.com

 
Makuake｜10分調理でもう⼀品。野菜ビストロ発ホットサラダのミールキットでバランス⾷を。…
      今回ご紹介するホットサラダのミールキットは、「野菜ビストロ レギューム」がおくる家庭⽤⾷材。  主に兵庫県で有機農業を営む
⽣産者たちがつくった野菜を主に使⽤しています。（お店でも使⽤している⾷材です）    （阪急⻄宮北⼝駅のすぐそばにある「野菜…

www.makuake.com

Makuake｜10分調理でもう⼀品。野菜ビストロ発ホットサラダのミールキットでバランス⾷を。｜Makuake（マクアケ） • www.makuake.com
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https://paper.dropbox.com/ep/redirect/external-link?url=https%3A%2F%2Fwww.makuake.com%2Fproject%2Ffiltango%2F&hmac=PKW7ZDIYLHg1CotwPqFPJtkFsV45JjuvJFPOG2CG%2F6U%3D
https://paper.dropbox.com/ep/redirect/external-link?url=https%3A%2F%2Fwww.makuake.com%2Fproject%2Fkyoto-can02%2F&hmac=VgjjACK4qRYjun1IdVaYz7qozxgKxwnuBtW%2Fq8SGNuc%3D
https://www.makuake.com/project/kyoto-can02/
https://paper.dropbox.com/ep/redirect/external-link?url=https%3A%2F%2Fwww.makuake.com%2Fproject%2Flegumes%2F&hmac=%2FspbzPLBrfAesuRLMZC27LEp7%2BOOGcwmF19ATqZQ00c%3D
https://www.makuake.com/project/legumes/


 
Makuake｜畑からそのまんま。いちご農家がおくるいちご好きのための「いちごづくし⽣活」｜…
  ⽣いちごはもちろん、いちごジャムやパウダーなども⼊っているながしお農場の「いちごづくし⽣活」は、いちごを堪能できるとこ
ろが⼀番の魅⼒。  よけいなものを⼀切加えない「畑からそのまんま」をコンセプトにしています。      観光客にいちご狩りを提供し…

www.makuake.com

Makuake｜畑からそのまんま。いちご農家がおくるいちご好きのための「いちごづくし⽣活」｜Makuake（マクアケ） • www.makuake.com

 
Makuake｜特別なひとときを演出する。湘南…
  「どうすれば家にいても楽しく過ごせるか」そんな悩みを本
格パンケーキで解決しませんか？  私たちは「⼤切な⼈を連れ…

www.makuake.com

Makuake｜特別なひとときを演出する。湘南パンケーキが届ける「おうちで湘南パンケーキ…

Makuake｜飲む腹巻きでほっとひと息。⼿軽…
⾼品質でありながら認知度が低い奈良県産の和漢ハーブ「⼤和

当帰（やまととうき）」と抹茶とミルクを混ぜ合わせた「⼤…

www.makuake.com

Makuake｜飲む腹巻きでほっとひと息。⼿軽に飲める「KAIFUKUラテ」を⽇々の⼩さな習…

 
Makuake｜知らないうちに、社会にいいこと…
  「KYOTO TAKENOKO CURRY」は、京都の⻄⼭⼭麓で採れ
たタケノコを使ったカレーの⽸詰です。    『⾥⼭再⽣・防災…

www.makuake.com

Makuake｜知らないうちに、社会にいいこと。京タケノコ×カレーの⽸詰でおいしい＆安⼼…

Makuake｜胃腸を休めて⽣活リズムを取り戻…
    「Vegeets（ベジーツ）コールドプレスジュースのご紹介」     
  ⼀⽇の⾷事をVegeets（ベジーツ）コールドプレスジュース…

www.makuake.com

Makuake｜胃腸を休めて⽣活リズムを取り戻そう「Vegeets」で⼿軽に美味しく栄養を！｜…

 
Makuake｜⼤⽊桶を残したい。平成最後の年…
  ⾷酢は、料理の「さしすせそ」の⼀つとして和⾷に⽋かせな
い基礎調味料です。家庭でも、飲⾷店でも多くの料理に使わ…

www.makuake.com

Makuake｜⼤⽊桶を残したい。平成最後の年越しを、⾚酢「軌跡」と⽇本酒「雜賀孫市」で…

Makuake｜⾖腐がまさかの⼤変⾝。ヘルシー…
    ひとりでしっぽり飲むときも、        親しい⼈とまったり飲むと
きも、        気の置けない仲間とワイワイ飲むときも。    どんな…

www.makuake.com

Makuake｜⾖腐がまさかの⼤変⾝。ヘルシー＆うれしい珍味シリーズ新登場！ ｜Makuake…

 
Makuake｜薬味だけじゃ役不⾜。そのひとさ…
東京は有楽町にある、和歌⼭県のアンテナショップに出品すれ

ば、いつも完売御礼。再販を待ち望む声も多い「しょうがチ…

www.makuake.com

Makuake｜薬味だけじゃ役不⾜。そのひとさじが⾆を酔わせるジンジャーシロップ新登場！…

Makuake｜爽快な味わい、キレのある⼝当た…
          澄み切った味わい、キレのある⼝当たり。有⽥みかんの上
質な⾹りを堪能する⾟⼝リキュール「バージンオレンジパフ…

www.makuake.com

Makuake｜爽快な味わい、キレのある⼝当たり。有⽥みかんの⾹りを堪能する⾟⼝リキュー…

 
Makuake｜異⾊のコラボに⾆がときめく。⽇…
          こんがり焼けたきれいな⻩⾦⾊の表⾯、焦がしバターとア
ーモンドの⾹ばしい⾵味——。        そんな特徴を持つフィナン…

www.makuake.com

Makuake｜異⾊のコラボに⾆がときめく。⽇本酒の半蔵×パティシェによる「酒粕フィナン…

Makuake｜アジア初上陸！！⿊ぶどうピノネ…
  イタリア語で「魔術師」を意味する⾔葉に由来するMagot。 
樽醗酵させた後、瓶内で⼆次醗酵させることで炭酸を強めた…

www.makuake.com

Makuake｜アジア初上陸！！⿊ぶどうピノネロ100％スパークリングワインMagot先⾏販売…

レストラン

 
Makuake｜⽕災で全焼して1年、創業19年「…
⽕災で全焼して1年、創業19年「鶏⿃kitchenゆう布施本店」が
復活        このプロジェクトは2017年4⽉4⽇に起きた⽕災によ…

www.makuake.com

Makuake｜⽕災で全焼して1年、創業19年「鶏⿃kitchenゆう布施本店」が復活｜Makuake…

Makuake｜ふらっと⾏ける、⾝近な隠れ家。…
アウトドアを楽しもう！    そう思い⽴って友達や家族とのバー
ベキューやキャンプを計画しても、テントや炭、⾷材など必…

www.makuake.com

Makuake｜ふらっと⾏ける、⾝近な隠れ家。 海を⾒渡せる秘密基地＠淡路島で、思い出深い…

 
Makuake｜焼⿃にこだわり続けたからこそリ…
紹介された⼤⼈たちだけが訪れる、隠れ家的存在の焼⿃屋をは

じめます。      ⼤阪・⾕町九丁⽬から徒歩7分、松屋町筋の裏⼿…

www.makuake.com

Makuake｜焼⿃にこだわり続けたからこそリピート率95％、「焼⿃祐」が完全紹介制をはじ…

Makuake｜エステサロンがケーキ屋さんを始…
    はじめまして。    エステサロンC's Beaute代表のChiemi（チ
エミ）です。        今年8⽉、私が運営するエステティックサロ…

www.makuake.com

Makuake｜エステサロンがケーキ屋さんを始めます。グルテンフリーでこだわりのベリー専…
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https://paper.dropbox.com/ep/redirect/external-link?url=https%3A%2F%2Fwww.makuake.com%2Fproject%2Fnagashio-ichigo%2F&hmac=vpVBU6TMTnf6BsmGc73ElGroPXXCwMbhAP7Ho4cMAxg%3D
https://www.makuake.com/project/nagashio-ichigo/
https://paper.dropbox.com/ep/redirect/external-link?url=https%3A%2F%2Fwww.makuake.com%2Fproject%2Fshounan-pancake%2F&hmac=38PdvSaD2iGK7rSiWrZIy8OC6J955MQIl20LjKAVibc%3D
https://paper.dropbox.com/ep/redirect/external-link?url=https%3A%2F%2Fwww.makuake.com%2Fproject%2Fkaifuku-latte%2F&hmac=xUZmnFthi%2BMAemDoLy7ZY6bySzs298VehWVS9KJJxCA%3D
https://paper.dropbox.com/ep/redirect/external-link?url=https%3A%2F%2Fwww.makuake.com%2Fproject%2Fkyoto-can%2F&hmac=4e%2FNlS6ISzN3Av5rtdFbf%2FvjqQD7Dh89XkwD0uSqT28%3D
https://paper.dropbox.com/ep/redirect/external-link?url=https%3A%2F%2Fwww.makuake.com%2Fproject%2Fvegeets%2F&hmac=vsAf7C7ijBRMuvIt1AKGwii39mNJpX3fhztQ6hH7tXw%3D
https://paper.dropbox.com/ep/redirect/external-link?url=https%3A%2F%2Fwww.makuake.com%2Fproject%2Fkokonoesaika%2F&hmac=uCnac%2B2hIdGZTi9nuvPQoETulx2ZNoycD8%2FYXJ2DFnc%3D
https://paper.dropbox.com/ep/redirect/external-link?url=https%3A%2F%2Fwww.makuake.com%2Fproject%2Fgaryu102%2F&hmac=JURhuqMv5xNwHgxKL5HF7HBpHpUymJs429aPwJgIW%2F8%3D
https://paper.dropbox.com/ep/redirect/external-link?url=https%3A%2F%2Fwww.makuake.com%2Fproject%2Fcafe-moco%2F&hmac=TRDJ%2Fb6%2FNY5dTjCsGUaIow6zuFe8mIK17LNONa1hfZ0%3D
https://paper.dropbox.com/ep/redirect/external-link?url=https%3A%2F%2Fwww.makuake.com%2Fproject%2Fhananoshokuhin%2F&hmac=8khs9BRtMW2IE%2BSI6c8Vb7zWEszjz62C2kQMckKQyBI%3D
https://paper.dropbox.com/ep/redirect/external-link?url=https%3A%2F%2Fwww.makuake.com%2Fproject%2Fhanzo_financier%2F&hmac=molAdSmPjrUyFt12o7UdyissL7WjKAyHoC%2BwZW3FD08%3D
https://paper.dropbox.com/ep/redirect/external-link?url=https%3A%2F%2Fwww.makuake.com%2Fproject%2Fmagot%2F&hmac=zcvu%2BlH6u7vjNTLPD9%2FXBQFZIJ8jLvtj6YfE7csAzRs%3D
https://paper.dropbox.com/ep/redirect/external-link?url=https%3A%2F%2Fwww.makuake.com%2Fproject%2Fyuufood02%2F&hmac=hsYpP036p3t8aBi7CC%2BKfouBQOj7wDblXnGNUGbEySk%3D
https://paper.dropbox.com/ep/redirect/external-link?url=https%3A%2F%2Fwww.makuake.com%2Fproject%2Fbeachhousepopi%2F&hmac=59ndrw9%2B9%2Bu%2BNJ3LNk9iAU6%2BN%2BzZkDMTgRALO8bNTOE%3D
https://paper.dropbox.com/ep/redirect/external-link?url=https%3A%2F%2Fwww.makuake.com%2Fproject%2Fyuufood%2F&hmac=QGROFMZ7eWEmFs5d%2FZQXaLQUIefb0WQNdfmO04nRcVg%3D
https://paper.dropbox.com/ep/redirect/external-link?url=https%3A%2F%2Fwww.makuake.com%2Fproject%2Fmissberry%2F&hmac=bh2HCEBA79843zzydfFIdGJ4cVS%2FswW3uvOYu9rrPDs%3D


総金額 平均達成率（％） 総人数（人）

2021年731日（現在） ¥120,309,365 593 15631

件数 プロジェクト名 集まった金額 目標金額 達成率 支援者（人） URL

1 エステサロンがケーキ屋さんを始めます。グルテンフリーでこだわりのベリー専門店「Miss Berry」 ¥859,000 ¥300,000 286% 25 https://www.makuake.com/project/missberry/

2 フセンを使って家族で楽しく予定管理！週間カレンダーTAGPLAN（タグプラン） ¥80,091 ¥360,000 未達成 18 https://www.makuake.com/project/tagplan/

3 財布の中をスッキリ収納！ "極薄"革製のカードホルダー「PLUCA 12」 ¥2,790,500 ¥100,000 2790% 950 https://www.makuake.com/project/pluca/

4 TPOを選ばず使える、スリムでコンパクトなラウンド型長財布「セカンドウォレット」 ¥2,427,500 ¥300,000 809% 264 https://www.makuake.com/project/secondwallet/

5 アジア初上陸！！黒ぶどうピノネロ100％スパークリングワインMagot先行販売！ ¥1,426,000 ¥300,000 475% 95 https://www.makuake.com/project/magot/

6 見た目よし、香りよし、品質よし。マルセイユ石鹸「PRODIGE」 ¥314,400 ¥200,000 157% 99 https://www.makuake.com/project/prodige/

7 第３弾！出し入れ簡単！スマホ収納外付けレザーポケット「スマホハンガー」 ¥2,148,000 ¥300,000 716% 364 https://www.makuake.com/project/sp_hanger/

8 異色のコラボに舌がときめく。日本酒の半蔵×パティシェによる「酒粕フィナンシェ」 ¥350,820 ¥200,000 175% 101 https://www.makuake.com/project/hanzo_financier/

9 焼鳥にこだわり続けたからこそリピート率95％、「焼鳥祐」が完全紹介制をはじめます ¥2,662,500 ¥1,000,000 266% 341 https://www.makuake.com/project/yuufood/

10 伝統工芸士が織りなす技。薄さ1mm・桐製のロックグラスで贅沢なひとときを。 ¥1,084,752 ¥324,000 334% 58 https://www.makuake.com/project/azuma-kiri/

11 爽快な味わい、キレのある口当たり。有田みかんの香りを堪能する辛口リキュール新登場 ¥541,800 ¥200,000 270% 119 https://www.makuake.com/project/hananoshokuhin/

12 人と環境に優しく、丸洗いOK！リサイクル羽毛「Green Downの羽毛ふとん」 ¥809,600 ¥750,000 107% 46 https://www.makuake.com/project/greendown/

13 いつもあなたのそばにいる。「京念珠」をレザーケースにしのばせて。 ¥301,800 ¥300,000 100% 21 https://www.makuake.com/project/kyonenju/

14 削って作るが新しい。世界にひとつの「It’s my knife」で心に残る休日を ¥1,836,360 ¥300,000 612% 166 https://www.makuake.com/project/itsmyknife/

15 薬味だけじゃ役不足。そのひとさじが舌を酔わせるジンジャーシロップ新登場！ ¥391,900 ¥300,000 130% 133 https://www.makuake.com/project/cafe-moco/

16 使うカバンで、生き方は変わる。ショコラティエ小山進監修「ショルダーバック」 ¥785,600 ¥500,000 157% 25 https://www.makuake.com/project/chocolatan_bag/

17 サポーターの声を反映！スマホ収納外付けレザーポケット「スマホハンガーVer.2」 ¥1,294,500 ¥300,000 431% 209 https://www.makuake.com/project/sp_hanger2/

18 悠久の時を刻みて深まる味わい。「常若小物」で暮らしに息づく伊勢神宮神域内の御山杉 ¥3,165,000 ¥500,000 633% 147 https://www.makuake.com/project/tokowaka/

19 いつでもどこでもホッカホカ。約10分で炊けるカセットガスコンロ炊飯器を日常に。 ¥2,209,640 ¥750,000 294% 157 https://www.makuake.com/project/919quick/

20 お出かけ前にはバテない装備を。持ち運び簡単ダンボール製テーブル「#table」 ¥526,420 ¥300,000 175% 171 https://www.makuake.com/project/keihan-table/

21 心ときめく新触感。ユニセックスのビジネストートで、馬革独自の味わいを。 ¥2,600,800 ¥500,000 720% 76 https://www.makuake.com/project/business_tote/

22 地震で起こる火災を防ぐ！ 安心簡単手間ひまいらずの「ki感震センサー」 ¥506,523 ¥500,000 101% 87 https://www.makuake.com/project/kinet/

23 一回、数秒。クイックお手入れ。服も心もととのえる「馬毛ブラシ」を習慣に。 ¥2,234,628 ¥260,000 859% 349 https://www.makuake.com/project/shoji-brush/

24 四日市の技術をかけ算。土と鉄とが響き合う、無水鍋・ベストポットが新登場！ ¥5,628,112 ¥2,000,000 281% 263 https://www.makuake.com/project/best_pot/

25 わが手になじむ至極の一本。削って作るカスタム包丁で、日々の暮らしに愛着を。 ¥1,840,700 ¥300,000 613% 96 https://www.makuake.com/project/itsmyknifeforkitchen/

26 ふらっと行ける、身近な隠れ家。 海を見渡せる秘密基地＠淡路島で、思い出深い滞在を ¥573,000 ¥500,000 114% 42 https://www.makuake.com/project/beachhousepopi/

27 中国産も負けてない。曲げわっぱの弁当箱で、いつものごはんを華やかに。 ¥214,400 ¥500,000 未達成 40 https://www.makuake.com/project/magewappa/

28 火災で全焼して1年、創業19年「鶏鳥kitchenゆう布施本店」が復活（構成のみ） ¥161,000 ¥500,000 未達成 36 https://www.makuake.com/project/yuufood02/

29 丹後発！世界でも貴重な３００年の美しい絹織物、洗えるシルクストールがデビュー！（映像のみ） ¥860,700 ¥200,000 430% 45 https://www.makuake.com/project/filtango/

30 来し方に思いを馳せるひとときを。常若御朱印帳で、いつでもそばに伊勢神宮の御山杉。 ¥3,924,500 ¥500,000 784% 319 https://www.makuake.com/project/tokowaka2/

31 自分好みの色合いは？ミニウォレット「marble」で、暮らしの中にワクワクを。 ¥312,420 ¥300,000 104% 52 https://www.makuake.com/project/marble/

32 豆腐がまさかの大変身。ヘルシー＆うれしい珍味シリーズ新登場！ ¥476,680 ¥300,000 158% 91 https://www.makuake.com/project/garyu102/

33 下駄とコルクの不思議な関係。ふだん着にも合う、WA-GETA(和下駄)を日常に。 ¥2,397,750 ¥1,000,000 239% 226 https://www.makuake.com/project/wa-geta/

34 伊勢からの薫りとともに涼を取る。「常若うちわ」で夏の暮らしに伊勢神宮の御山杉。 ¥563,000 ¥500,000 112% 86 https://www.makuake.com/project/tokowaka3/

35 洗いやすさとおしゃれを追求！キレイに盛れてキレイに落ちる、ドームランチボックス ¥481,032 ¥100,000 481% 153 https://www.makuake.com/project/komorijushi/

36 これぞ大人の新習慣。ビジネスシーンの強い味方に、携帯できる消臭スプレー ¥1,606,480 ¥300,000 535% 403 https://www.makuake.com/project/nano-care/

37 遥かなる歴史が醸す無二の風格。新・「常若小物」で暮らしに息づく伊勢神宮の御山杉 ¥1,106,000 ¥500,000 221% 98 https://www.makuake.com/project/tokowaka4/

38 温度調節機能つき。安眠誘う抱きまくら「Feel」で、オールシーズン快適に ¥3,750,828 ¥500,000 750% 339 https://www.makuake.com/project/watakakeori/

39 自宅で手軽に料亭気分。一志郎窯に土鍋「味事飯鍋」で白いごはんをごちそうに。 ¥2,532,600 ¥500,000 506% 129 https://www.makuake.com/project/kotouyaki/

40 日常から冒険まで。磁力が導く「インダクションキャッチ」をカメラの頼れる相棒に。 ¥3,283,380 ¥1,000,000 328% 197 https://www.makuake.com/project/inductioncatch/

41 大木桶を残したい。平成最後の年越しを、赤酢「軌跡」と日本酒「雜賀孫市」で ¥1,384,560 ¥1,000,000 138% 98 https://www.makuake.com/project/kokonoesaika/
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総金額 平均達成率（％） 総人数（人）

2021年731日（現在） ¥120,309,365 593 15631

42 100年モノを持つ贅沢。ポケットティッシュ箱で味わい愉しむ伊勢神宮のスギ・ヒノキ ¥536,000 ¥500,000 107％ 32 https://www.makuake.com/project/tokowaka5/

43 仕事に生きる思考を鍛える。自宅でできる楽しい学びを知育玩具の「ムジナゾル」で。 ¥324,600 ¥300,000 108% 41 https://www.makuake.com/project/zinazol/

44 光を愉しみ、光と遊ぶ。新素材を生かした京焼・清水焼ゆうはりで、ひと味ちがう贅沢を ¥838,696 ¥300,000 279％ 131 https://www.makuake.com/project/touan/

45 薄手なのに、ふんわりあたたか。冷える身体をそっとくるむ綿100％の「マユケット」 ¥1,353,900 ¥400,000 338％ 243 https://www.makuake.com/project/yonesakapile/

46 こはぜで留める安心感。手首の疲れを緩和する「リストウェア」でデスクワークを快適に ¥1,071,780 ¥80,000 1339% 223 https://www.makuake.com/project/listwear/

47 夏でも蒸れずに心地よく。画期的な新素材を使った肌掛け布団で快適な眠りを。 ¥1,373,520 ¥500,000 274% 111 https://www.makuake.com/project/airflake/

48 耳の中で音を愉しむ。さらなる進化を遂げた骨伝導集音器「Vibone Nezu」 ¥3,156,300 ¥3,000,000 105% 51 https://www.makuake.com/project/vibone-nezu/

49 足がよろこぶ履き心地。ふだん着にも合う「コルクWAGETA 2019」を日常に。 ¥3,230,400 ¥800,000 403% 277 https://www.makuake.com/project/wa-geta2/

50 カーブが起こすナイフ革命。 家でも外でも、包丁感覚で使える折畳式料理ナイフ ¥8,016,897 ¥300,000 2672% 1233 https://www.makuake.com/project/fedeca/

51 仕事中に足ツボ刺激！専門家が薦める「オフィスふみっぱ」でコリをほぐす快感を。 ¥2,410,015 ¥200,000 1205% 635 https://www.makuake.com/project/humippa/

52 防汚・撥水。花粉などから守る。安全、安心なイオンコーティング剤「i-チャージ」 ¥632,880 ¥300,000 210% 232 https://www.makuake.com/project/i-charge/

53 何かと便利な3WAY。保温・保冷両用エコバッグをお買い物からレジャーまで。 ¥2,091,720 ¥100,000 2091% 415 https://www.makuake.com/project/kabag2/

54 胃腸を休めて生活リズムを取り戻そう「Vegeets」で手軽に美味しく栄養を！ ¥494,400 ¥300,000 164% 30 https://www.makuake.com/project/vegeets/

55 大きさも使い方も変わる。サコッシュ＆ボストン型エコバックをお買い物にも旅行にも ¥2,774,581 ¥100,000 2774% 634 https://www.makuake.com/project/kabag3/

56 美しい本革×機能性。ポケットに入る財布「oragaウォレット」 ¥1,371,600 ¥200,000 685% 114 https://www.makuake.com/project/oragawallet/

57 ほんわり包んで、しっとり、ぽかぽか。寒い冬には、保温も保湿もできる二重編み靴下を ¥636,812 ¥150,000 424% 149 https://www.makuake.com/project/i-corporation/

58 お風呂で手軽にニオイケア。足の裏を「ながら」で洗える不思議な“スポンジ”を習慣に ¥1,591,500 ¥200,000 795% 653 https://www.makuake.com/project/sanko/

59 どこかで知った肌ざわり。サコッシュバッグ「モケッシュ」で、手軽に気軽にお出かけを ¥481,855 ¥200,000 240% 103 https://www.makuake.com/project/moqueche/

60 知らないうちに、社会にいいこと。京タケノコ×カレーの缶詰でおいしい＆安心を。 ¥552,096 ¥200,000 276% 92 https://www.makuake.com/project/kyoto-can/

61 飲む腹巻きでほっとひと息。手軽に飲める「KAIFUKUラテ」を日々の小さな習慣に ¥265,111 ¥100,000 265% 78 https://www.makuake.com/project/kaifuku-latte/

62 香りとともに水を飲む。アロマの香りで心が整う新感覚タンブラー「MYROMA」 ¥397,650 ¥300,000 132% 78 https://www.makuake.com/project/myroma/

63 敏感肌には、これ一択。人にやさしい「ボディ用かみそり」をかみそり負けに悩む人に ¥448,690 ¥200,000 224% 188 https://www.makuake.com/project/nikkenkamisori/

64 柿渋＆化学反応の力で徹底ガード。菌やウイルスが恐れる工芸品「柿渋染めマスク」 ¥7,486,050 ¥100,000 7486% 1089 https://www.makuake.com/project/tokuchan-mask/

65 いつでも清潔、撥水効果も長持ち！着せ替え可能な【洗える傘】登場 ¥3,216,000 ¥500,000 643%% 280 https://www.makuake.com/project/araerusan/

66 大きさも使い方も変わる。ショルダー＆リュック型エコバッグを暮らしのお供に。 ¥1,533,138 ¥100,000 1533% 382 https://www.makuake.com/project/kabag4/

67 大きさも使い方も変わる。キャッシュレス対応ショルダーポーチで身軽な暮らしを ¥545,946 ¥100,000 545% 121 https://www.makuake.com/project/kabag_minimal/

68 ひと目で魅せるこの貫禄。革の黒ダイヤこと「姫路黒桟革」製ボディバッグで風格を纏う ¥935,000 ¥800,000 116% 11 https://www.makuake.com/project/himejikurozan/

69 特別なひとときを演出する。湘南パンケーキが届ける「おうちで湘南パンケーキ」 ¥532,832 ¥500,000 106% 94 https://www.makuake.com/project/shounan-pancake/

70 年150時間の探し物時間を減らす。整理整頓力が高まる収納ボックス型時短リュック ¥5,353,050 ¥300,000 1784% 583 https://www.makuake.com/project/kabag_box/

71 畑からそのまんま。いちご農家がおくるいちご好きのための「いちごづくし生活」 ¥601,500 ¥240,000 250% 101 https://www.makuake.com/project/nagashio-ichigo/

72 10分調理でもう一品。野菜ビストロ発ホットサラダのミールキットでバランス食を。 ¥402,000 ¥300,000 134% 45 https://www.makuake.com/project/legumes/

73 京北中江町の恵み 合鴨肉使用“京の鴨肉コンフィ”「おいしい」から環境にいいこと（撮影のみ） ¥448,220 ¥200,000 224% 144 https://www.makuake.com/project/kyoto-can02/

74 ママたちの声から生まれた。整理整頓力が高まる収納ボックス型マザーズバッグ ¥2,759,350 ¥300,000 919% 304 https://www.makuake.com/project/kabag_mothers/

75

76

77

78
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Makuakeページ制作完了までの流れ 一覧

Step1 ネットミーティング
打合せ・ヒアリング→

→ 情報整理

ご確認
打ち合わせを行い、必要なコンテンツを検討します
情報を整理した後、資料・ご提案などをお送りいたします。

制作目的は？
どんなページが

必要か？

資料

ご提案

決定

Step2 インタビュー

文章作成→
実行日（　　/　　）

実行者の方にインタビューし、ライターが文章作成します。
文章の清書には4-5日かかります。作成後必要であれば追加質問します。

インタビュー
文章作成

修正

Step3 構成

ページ文章構成→

ご確認

ページデザイン構成→ 伝えたい内容を元に、文章を構成し、全体の軸を作ります。
その後どの部分にどのような写真やバナーが必要かデザイン構成します。
※イラスト制作や特殊な画像加工は別途お見積もりが必要な場合があります。

文章構成検討 ページ構成
ご確認

修正

Step4 撮影・デザイン

写真・映像・バナー制作→
ご確認 文章の内容を元に、必要な撮影をします。

掲載枚数はご用意できる素材や、撮影時間により異なります。

写真・映像・バナー
デザイン制作

ご確認

修正

Step5 Makuakeチェック

Makuake初回チェック（　　/　　）→

ご確認（　　/　　まで）

２回目チェック（　　/　　）→
修正（　　/　　まで）→ Makuake初回チェックに申請します。申請後数日中にチェックバックがきます。

チェックバック後必要であれば修正いたします。修正後２回目チェックになります。

Makuake初回
チェック

修正
２回目
チェック

ご確認

修正

Step6 掲載前調整

各種確認（　　/　　厳守）→
最終申請 各種間違いがないか実行者様に確認していただきます。

特にリターンについては重要事項のため確認お願いします。
確認後問題がなければ、制作終了とし最終申請いたします。

各種確認
チェック

ご確認

修正
OK

本掲載
( 納品 )

本掲載( 納品 )
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よくあるご質問

制作過程で必要な資料は出来るだけデジタルデータにてご支給下さい。 

パンフレットや本などの媒体も受け付けておりますが、その際は「どのページのどの部分を使いたい」というように、詳細をお聞かせいただ
けましたら幸いです。

 紙や本などの印刷物をデジタルデータに起こす作業は、内容によっては別途「データ入力費用」として代金が発生する場合がごあります。
予めご了承下さい。

納期について
スムーズに制作が進んだ場合、制作開始～掲載までは約1ヶ月前後となります。
( 制作期間はあくまで目安です。制作内容により変動いたします。)

ページ制作は、前工程に戻るとすべて再制作となるため、その都度お客様にご指示・ご判断を頂きながら作業を進めます。
お手数おかけいたしますが、完成まで宜しくお願いいたします。ご不明な点やお気付きの点は、ご遠慮なくお気軽にご相談ください。

Makuakeの掲載を変更する場合、実行者様自身でのご対応お願いいたします。
日程変更によっては別途追加制作費用が発生する場合がございます。

Makuakeチェックの日程が決まっています。遅れてしまうと掲載に影響を及ぼします。

画像・文章等の素材・資料について

各ステップ (段階 ) での内容をご確認頂き、問題なければ次の段階に進みます。次へと進んだ場合、前のステップ ( 段階 ) まで巻き戻っての修 
正は出来ませんので、その都度、確実にご査収いただけますようお願い致します。

ページ制作はMakuake側のシステムをもとに制作を行います。システム外のご対応はできません。ご了承お願いいたします。
一任して頂いた場合、制作主導のディレクションをさせていただきます。なるべく実行者様との方向性がずれないよう確認いたします。
確認をお願いした際はもれのないようお願いいたします。

一任後どうしても変更したいという場合は、設計変更に準じた費用が発生いたしますので、何卒ご了承下さい。

制作の進め方について

ご連絡方法について
制作やご提出の際、聞き間違いやミスを防ぐためにも、やりとりは基本的にチャットワークまたはメールで進行させて頂いております。
制作期間中は、チャットワークまたはメールのご確認を宜しくお願いいたします。

備考
実行者の方にご用意いただくもの。

１．Makuakeから送られてくるスケジュールメールの転送

２．制作に使用できる画像、動画
（過去に制作されたもの、写真、映像などクラウドファンディングに流用できるもの）

３．実行者様に関する資料、web情報など
（事前にライターに渡し、インタビューの資料として使用いたします）

４．撮影用のリターン商品
（商品撮影に使用します。できれば2つご用意ください）
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TOPバナー：
CTRはここで決まります。クリックされないと
ページを見てもらえません。このバナーが
Makuakeページに掲載されます。

タイトル：
前半は商品特徴を。後半はSEOを考慮し
商品名を入れます。商品名が長い場合は
SEOに入るワードで代用します。

3行：
商品特徴をまとめます。1行に対して伝えた
い特徴を１つに絞ります。文字制限があるの
で簡潔に。

特徴バナー：
商品の特徴を３つにまとめたバナーを制作
します。ここで商品の良さ、魅力を伝えます。

一番重要：
ほとんどの人がTOPしか見ません。ここで
ページ離脱する人が多いので、この商品を
見たい、欲しいと思わせる必要があります。



冒頭：
簡潔に商品コンセプト説明をします。また
画像を付け、視覚的情報を増やします。

補足：
男性は文字を読みますが、女性は読みま
せん。女性は画像を優先します。

問題提起：
なぜ支援者がこれを支援するか考えさせ
るために問題を提起します。



問題提起：
なぜ支援者がこれを支援するか考えさせ
るために問題を提起します。

簡潔な商品提案：
問題提起を解決する策の特徴が商品に
あることを伝える。



問題提起：
なぜ支援者がこれを支援するか考えさせ
るために問題を提起します。

補足説明：
例のように商品を知る上で前提として知っ
ておいたほうが良い情報あれば。



特徴１：
冒頭３つにまとめた特徴を書く。　



特徴２：
冒頭３つにまとめた特徴を書く。



特徴３：
冒頭３つにまとめた特徴を書く。

以下の特徴は省略化。
特徴は多くても少なくてもよくありません。
人が覚えられる特徴は３つと考えています。
したがってできれば３つに絞った方がいい。
例のように無理であれば多くても５つ。





特徴終わり：
ここまでが商品特徴説明になります。

以下商品背景（ストーリー）：
最近のクラウドファンディングではここを
書かない。書けないプロジェクトが多くな
っています。
弊社の考えとしては、背景から商品への
想いを共感していただくことにより継続
的なファンになってもらう意図があります。

またブランディングの考えとしても共感は
必須となるため、今後持続的な考えであれ
ば背景はしっかり書いた方がいいと考え
ます。

背景がないものとして主に、インポート、
仲介などの事業者があげられます。事業の
背景を記載していますが、共感できる内容
ではないと感じています。



背景１：
背景を書く。ブランドは商品でなくその背景
に付きます。ここで自身の価値をあげます。



背景２：
背景を書く。ブランドは商品でなくその背景
に付きます。ここで自身の価値をあげます。

背景３：
背景を書く。ブランドは商品でなくその背景
に付きます。ここで自身の価値をあげます。

補足：
背景は３つに絞ります。これも特徴と同じく
多く書いても読まれません。覚えられません。





リターン：
リターン一覧を明記。画像を入れる人も
いますが、長くなるので割愛。

商品仕様：
商品の仕様を明記。



プロフィール：
必ずホームページなどのリンクを貼る。また
SNSもあればリンクを貼る。

プロフィール：
必ずホームページなどのリンクを貼る。また
SNSもあればリンクを貼る。

さいご：
文書の締め。想いを書けばいいです。
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