
顧客の共感・応援を促進する
顧客体験を目指すマクアケの挑戦

株式会社マクアケ



株式会社マクアケ開発本部取締役 CTO
生内洋平

1979年生まれ 弘前大学理工学部卒業。
・大学在学中に立ち上げた音楽レーベルの運営
・株式会社アニー・デザインオフィス
他、国内外プロジェクトベースでのアート・ディレクション、
開発の経験を経て2013年12月に代表の安藤祐輔とともに株式会
社Socketを立ち上げ。KDDIグループへの買収を経てSupership 
CTO室参加。
現在のmakuake CTOに至る。
ジャンル・採用技術を問わず、必要とされるモノを出来る限り
的確に生み出す、が信条。

自転車（ロードバイク）好き。
２娘の父です。

Makuake｜www.makuake.com

登壇者紹介



Makuake｜www.makuake.com

アタラシイ

ものや体験の

応援購入サービス

● 毎月800のチャレンジ
がプロジェクト化

● 常時3,000プロジェクトの
バリエーション

● WEB・iOS・Android
で展開中



Makuake｜www.makuake.com

アタラシイものや体験の応援購入サービス

既存のEC・大手流通・小売

1次消費
たった今、街やインターネットで

売られているもの
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アタラシイものや体験の応援購入サービス

既存のEC・大手流通・小売

1次消費
たった今、街やインターネットで

売られているもの

フリマ・リサイクル

2次消費
今、SHOPにはないが
かつて売られていたもの
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フリマ・リサイクル
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応援購入

0次市場
今、SHOPにはない

過去にも見たことがない

なにか

？



Makuake｜www.makuake.com

アタラシイものや体験の応援購入サービス

今年のラインナップ

1次消費
たった今、街やインターネットで

売られているもの

往年の名車

2次消費
今、SHOPにはないが
かつて売られていたもの

WAGEN BUS

コンセプトカー

0次市場
今、SHOPにはない

過去にも見たことがない

僕らのWAGEN BUSがEVに！

EV WAGEN BUS

ID.BUZZ
2021 WAGEN MODEL

WAGEN
ORIGINAL WAGEN BUS

WAGEN BUS

https://www.google.com/search?q=EV+WARGEN+BUS&client=safari&rls=en&sxsrf=AOaemvLWMJUp6lGIHZTPOvMsXICcs3Pisg:1634091142772&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=e5GtDLV_9d6XPM%252CzOcTsM_a4P7xcM%252C_%253BRkzXdcnI3B-F7M%252Clw2ARK42Dw63cM%252C_%253BJD3kxSH6im9qbM%252CZycfJc6wEyWklM%252C_%253BZFWoTNaSV41MBM%252C8QYNZdRBBPUt1M%252C_%253Bx2u_y5SVOHvVTM%252CJH8QfStUwvDcpM%252C_%253B2AFqto--ryeTLM%252C4FEK1-Fi_P_2GM%252C_%253B7gHm9GlTWzE7lM%252Cp0ZWq0EV_GJNmM%252C_%253ByfBMyJ-Pj9CUZM%252Cf47N_c0ms7fN4M%252C_%253B0E38k2EDrZnhRM%252C4FEK1-Fi_P_2GM%252C_%253BH7pU9New5ep4FM%252C0lG-YBQkmPLh5M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRUuwZzJl6v5FFv3b2s7WpJovI_tg&sa=X&ved=2ahUKEwjzuuHwp8bzAhUbat4KHb5BAAMQ9QF6BAgbEAE
https://www.vw.com/en/models.html
https://www.google.com/search?q=WAGEN+BUS&tbm=isch&ved=2ahUKEwiht6SZqMbzAhUlNqYKHZniCS0Q2-cCegQIABAA&oq=WAGEN+BUS&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBAgAEBgyBggAEAcQHjIGCAAQBRAeUKGTA1i5ngNg9KEDaABwAHgAgAFhiAHaApIBATSYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=20BmYeHdLaXsmAWZxafoAg&client=safari
https://www.google.com/search?q=WAGEN+BUS&tbm=isch&ved=2ahUKEwiht6SZqMbzAhUlNqYKHZniCS0Q2-cCegQIABAA&oq=WAGEN+BUS&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBAgAEBgyBggAEAcQHjIGCAAQBRAeUKGTA1i5ngNg9KEDaABwAHgAgAFhiAHaApIBATSYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=20BmYeHdLaXsmAWZxafoAg&client=safari


Makuake｜www.makuake.com

アタラシイものや体験の応援購入サービス

応援購入

0次市場
今、SHOPにはない

過去にも見たことがない

なにか

？

市場の中で、もしくはその人にとってアタラシイ

● 見たことがないもの

● 感じたことがない感動

● 物語への共感

● 自分の夢を具現化したものが見つかる楽しみ

● 内在するアタラシイ興味との出会い



クラウドファンディングからの脱却

ちょっとしたことではあるが…

クラウド

ファンディング
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クラウドファンディングからの脱却

ちょっとしたことではあるが…

クラウド

ファンディング
応援購入

①インターネットが得意な人向け
②寄付？ですか？

みんなが知ってる「購入」の延長

↓
購入って、実は

社会を動かすすごい行動

↓
アタラシイことを応援しよう！



Makuake｜近年の動向とデジタル施策

公開プロジェクトの増加によって存在感が増してきた２つの軸

市場の中で、もしくはその人にとってアタラシイ

● 見たことがないもの

● 感じたことがない感動

● 物語への共感

● 自分の夢を具現化したものが見つかる楽しみ
● 内在するアタラシイ興味との出会い

従来からの価値観

新しい軸



Makuake｜近年の動向とデジタル施策

内在するアタラシイ興味との出会い

ニュースサイト

のように

毎日楽しむ

動画起因で

興味に気づく

今日のMakuake 動画で見るMakuake



Makuake｜プロダクトビジョン

ADS
アタラシイ・ディスカバリー・システム v2.0
アタラシイものやことへの出会いで、自分のアタラシイ興味に気づく

v2.0



株式会社マクアケ開発本部所属
佐藤弘毅

1991年生まれ 早稲田大学商学部卒。
・新卒でコロプラのゲームディレクション
・2社目でエブリーにジョインし、動画メディアや
ライブコマースのマネージャーを務める

・マクアケに入り、メルマガやアプリの改善を通し
て顧客体験の向上に取り組んでます。

1娘の父、モンストが好きです！

Makuake｜www.makuake.com

登壇者紹介



顧客のアタラシイに出会うために

Makuake
プラットフォーム

(Web + App)
未認知、未利用領域

デジタル領域の捉え方



顧客のアタラシイに出会うために

デジタル領域の捉え方

プラットフォーム
(Web + App)

SNS
mail

PUSH
オフライン未認知、

未利用領域

マクアケ生態系



Marketing Cloud活用

プラットフォーム
(Web + App)

SNS
mail

PUSH
オフライン

Marketing Cloudによる
セグメントを実施

Social Studioによる
投稿管理、話題の
ツイートを確認



Marketing Cloud活用

・プロジェクトの数や種類の増

加、ユーザーの数や属性の増加

によって興味のコンテンツを配

信できる確率が下がっている

(コンテンツとユーザーのマッ
チング率が下がっている)

仮説

0



Marketing Cloud活用

無課金

課金

男性

女性

男性

女性

プロダクト

paid gender paid_category

フード

etc

プロダクト

etc

顧客全体



ユーザーセグメントにそれぞれ

に対して、ユーザーの好みの角

度が高そうなプロジェクト選定

を実施

Marketing Cloud活用



Marketing Cloud活用
ユーザーセグメントにそれぞれ

あったプロジェクト選定を行う

ことで、CTRやCVRが上昇

=

ユーザーのアタラシイに出会う

体験が使いやすくなった

¥0



今後の目指しているデジタル接点の強化

プラットフォーム
(Web + App)

SNS
mail

PUSH
オフライン

ユーザーのプラットフォームでのデジタル行動を可視化して、
セグメントを行う。



今後の目指しているデジタル接点

プラットフォーム
(Web + App)

SNS
mail

PUSH
オフライン

①プラットフォーム自体のアタラシ
イに出会いやすくする体験の向上

②周辺領域の最適化

③一貫性のあるデジタル接客



なぜ周辺領域を強化することにしたのか？

プラット
フォーム

(Web + App)

SNS
mail

PUSH
オフライン

Makuake
プラットフォーム

(Web + App)

循環型
顧客エコシステム

一方通行集客

広告・メルマガ



今後の目指しているデジタル接点

プラットフォーム
(Web + App)

SNS
mail

PUSH
オフライン

①プラットフォーム自体のアタラシ
イに出会いやすくする体験の向上

②周辺領域の最適化

③一貫性のあるデジタル接客


