
台湾クラウドファンディング
代行支援
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「株式会社世界」は台湾市場への参入を支援します



なぜ、台湾クラウドファンディングするの？

手数料が安価

アジアの中でも親日国として知られ、
日本の文化風習の親密度も高く、
日本の商品やサービスが一定の支
持と信頼を得ており成功率が高いと
考えられます。

親日国
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台湾の人口は約2300万人。
日本の1/6に対して、クラウドファン
ディング調達金額は日本の1/2に達
しています。（ 2020年に台湾は91億
円、日本は約200億円）台湾のクラ
ウドファンディング市場が熱く、期待
できると思います。
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日本のプラットフォームの手数料は
約20％（決済手数料含む）に対し、
台湾の手数料は僅か8%です。

クラウドファンディング市場が熱い



台湾クラウドファンディングのメリット

海外市場への進出の不安を感じる中小企業が沢山あると思います。より市場規模の大きい中国や
東南アジア進出への足がかりにもなる「台湾進出」という選択があります。
「先ずは現地で売ってみる」 という気持ちでクラウドファンディングを利用し、販売先、現地市場
ニーズをリサーチと海外でのテストマーケティングという目的でも大きなメリットになると考えています。



家族や友人、恋人などとの
メッセージ交換や、LINE電

話の利用をはじめ、企業の
公式アカウントの情報取得、
コロナウイルスの最新情報
をはじめ、災害などの緊急
情報の取得などに、多く利
用されています。また、LIN
E Payを利用した買い物、携

帯ゲームとの連動も盛んで
す。

音楽・映画鑑賞、ゲーム実
況やLIVE配信の鑑賞用など。
また、話題のYouTuberや、

トレンドになっている有名
人のチャンネルをフォロー
したり、旅行情報の収集に
利用されたりするケースも
多いです。また、動画を鑑
賞するだけでなく、自分が
撮影したプライベート動画
を保存するツールとしての
利用したり、語学や料理な
ど勉強に活用したりする
ユーザーも多いです。

ユーザーたちは家族や友達
に加えて、芸能人やブラン
ド、新しい流行を発信する
人々やメディアをフォロー
することで最新トレンドを
チェックしたり、新商品に
関する情報収集を行うなど

をしている。

自分の日常に関する写真や
記事をアップしたり、気に
なる情報をシェアしたりす
るブログ的な使い方や、
ニュース・トレンド情報の
チェック、携帯ゲームとの
連携がメイン。企業や個人
でのビジネス利用も盛んで、
商品販売やLIVE配信でPRす
る際にもよく利用されます。

Youtube 90% Facebook 89% Line 88%

Instagram 59%

引用：Digital Report 2020 台灣報告，台灣網路生態大解析！

台湾でのSNS利用状況
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台湾と日本のSNS利用率の比較

引用： DataReportal
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台湾人のSNS利用率は日本人よりも高く、利用頻度の高いSNSの種類もほぼ同じです。
日本で現在利用しているSNSの原稿を翻訳するだけでそのまま利用できることも多く、
マーケティング運用コストが大きく節約できます。



flyingV嘖嘖zeczec 挖貝Wabay

台湾クラウドファンディングプラットフォームの紹介

2012年4月にスタートして
以来、社会課題、テクノロ
ジー、映画・テレビ、音楽な
ど、幅広いプロジェクトが調
達成功しました。

2020年8月現在において総
額約100億の支援金額を集
め、支援総人数は
約120万人。台湾No.1。
嘖嘖とは「これはこれは
素晴らしい！」を意味します。

2021年に始まった新しいプラッ
トフォームであり、マーケティン
グ戦略立案・ページ制作、動
画撮影、メディア・KOLプロ
モーションなどワンストップソ
リューションのサービスを提供
しています。

All or Nothing型 All or Nothing型 All or Nothing型



台湾クラウドファンディング市場
（支援金額の拡大推移）
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4年間での成長率は317%！

引用：台灣群眾集資年度報告 -群眾觀點

億円

（日本円）



調達金額:  5,314万台湾ドル
(2億768万円)
支援者: 2,724人

https://www.flyingv.cc/projects/26166

掃除ロボット スマートプロジェクタ ポケット型プリンター

台湾クラウドファンディングで
成功した代表商品

調達金額:  7,570万台湾ドル
(2億9,585万円)
支援者: 4,329人

https://www.flyingv.cc/projects/27299

調達金額:  3,806万台湾ドル
(1億4,874万円)
支援者: 11,650人

https://www.zeczec.com/projects/princube

https://www.flyingv.cc/projects/26166
https://www.flyingv.cc/projects/27299
https://www.zeczec.com/projects/princube


1. プロジェクトとMTG
2. ストーリー構築
3. プロジェクト申請
4. 募集ページ構築
5. 市場アンケート調査
6. プロモーション
（SNS広告運用）

開始 終了 出荷

台湾クラウドファンディング代行サービスのフロー

準備

1. 問い合わせ対応
2. SNS広告管理
3. KOLマーケティング
4. プレスリリース
5. 活動報告

1. 輸入手続き
2. リターンの配送管理
3. 申込申請
4. 進捗報告
5. カスタマーサポート

約1-2カ月 約1-6カ月約1カ月

※商品内容によって異なります。



台湾クラウドファンディング代行費

￥ 350,000～
＋成果報酬10% 台湾販売代理

￥ 150,000/月
＋販売手数料10%

ストーリー構築支援

プロジェクト申請

コンテンツ、素材の翻訳

問い合わせ対応

アンケート作成

プレス配信（一回）

輸出手続きのサポート、倉庫オフィス

カスタマーサービス

知的財産権、商標登録の取得の支援

台湾のECサイトで出店(shopee、博客來)

SNS運営代行

倉庫オフィス

カスタマーサービス

物流手配

＊SNS広告費、KOL、Youtuberアサイン費用は別途

概算費用

＜引続き、台湾でEC販売を実施する場合＞

初期費用 35万円からスタートできます



株式会社世界
東京office 東京都新宿区新宿6-27-30

新宿イーストサイドスクエア3階
台湾office 台北市中山区南京東路2段137號14樓
TEL： 03（6228）0338
代表者 宮本 一弘
資本金 72,500,000円（資本準備金含む）
事業内容 ・海外向け販売事業

・海外向け不動産販売事業
・外国人集客支援事業

公式サイト https://sekai-go.jp/

About us



1997年 株式会社インターネット広告社を創業、代表取締役に就任。Yahoo! Japanで広告優秀賞を11回受賞
（現在の株式会社アイトリガー）

2012年 株式会社世界を創業 中華圏の富裕層に年間30億円の不動産をネットのみで販売
2015年 インバウンドマーケティング事業では、大手化粧品メーカー、大手商業施設、大手食品メーカーのインバウンド

マーケティングとしてインフルエンサーマーケティングなどの手法を開発。海外での商品販売を積極的に実施。

代表取締役 宮本一弘

東京外国語大学卒、同大学院修士課程修了。国家公務員I種試験合格
2014年 政府系金融機関に入社。ストラクチャードファイナンス等に従事
2017年 米系ファンドに入社。私募ファンド等の財務を担当するとともに、英国系不動産運用会社との合弁会社でのスタートアップ
支援（不動産ファイナンス）や資産運用会社でのJ-REITの財務・IR業務およびM&A案件に従事
2020年 株式会社世界に入社

CFO 植野和慶

2010年 台湾最大級の銀行、國泰世華銀行にて為替や外国通貨、ローンの相談業務や商品セールス不動産のレポート担当
2015年 株式会社世界に入社。中華圏における不動産の海外営業と訪日旅行者向けインバウンドマーケティング及びSTOプロジェ
クトの管理、中華圏のファンド、投資家と交渉全般に従事

CMO 趙昱瑞（チャオ ユイレイ）



台湾アドバイザー（成功請負人）

専門分野：新規事業立案、Eコマースコーチング、ブランドマーケティング戦略、デジタ
ルマーケティング、ビジネスモデル、ビジネスパートナーシップ

康晉暚（カンジンヤオ）

●2019 綾禎Miss 布丁夢想啟航圓夢計畫（アヤカ・ミス・プリン・ドリーム・プロジェクト）(NTD1,066,838/420万円)

●一同共建全台首座「煩惱」資料庫！（台湾初「トラブル」データベースを一緒に作成 ） (NTD523,120/200万円)
●大航道計畫（グレートフェアウェイプロジェクト ） (NTD22,578,638/8800万円) 
●讀曆書店（カレンダー ブックストア）(NTD1,664,541/650万円)
●職場原始人，進化吧！（仕事場のプリミティブ、進化する! ）( NTD823,356/322万円)

過去に1億円以上の調達に成功している

台湾クラウドファンディングの成功事例



インバウンドマーケティング事例

台湾テレビ局の招へいプロモーション
（依頼：横須賀市）

台湾テレビ局の招へいプロモーション
（池袋サンシャイン）

台湾テレビ局の招へいプロモーション
（小田急電鉄）

台湾のYahooニュース配信
（化粧品メーカー）



*2021/5/6データー日本不動產投資情報

Google SEO
Top 5に入り

台湾向け不動産販売メディア事例

フォロワー数57,288人

https://www.facebook.com/sekaifudousann


取引先実績

その他100社以上



Thanks !
台湾クラウドファンディングに興味がある方は

以下のアンケートにご回答ください。
成功確率をご連絡いたします。

台湾クラウドファンディング実施アンケート

https://forms.gle/rJuxjPtJG7hhv8oR6

