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◄哅磆☭
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ׂח╈ס┩ַׂי׀ց榟٭ٛ٭عتס⮆ր舅ֿכץ☔┉

⠕☔ס湳閁٬ٜ؞ت٬磬꽦⺎釱յ䑒釐מ☔סי⪑כ磵ׄחצյ
⠕☔ّ٭ؚنعشٚوع٤ْ٭٠قؙ٤䬠❠

Vision

Mission
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تؕٝوعشآ٭ُتل٭ئֹאֿי⪑عوج٤ؤ䡵樋סٚػؤؤ
րتل٭ئ&$ց䄫㕙עյ����䇗鷐ךրٓסؿ&$ց䄫㕙ס㚺鹜鱵նעٚػؤؤ稀⺬㑔סրتل٭ئ&$ցّ٭ؚنعشٚو泘䧗
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ؿٓ

تل٭ئ
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扛丗ס攐㑔عؕئ 稀⺬㑔ّ٭ؚنعشٚو #JH%BUB孨榫ג䦡䍖

扛丗ס攐㑔عؕئ 稀⺬㑔ّ٭ؚنعشٚو

全てがそろう
サービスマーケットプレイス



وشػ٤ؕٚتل٭ئ

嫎䏱ٜهٚع䥚ֻכ٭ا٭ٗג䋰閾㚖笋8׃FCتل٭ئն嫎䏱2�"扛乢Ꞧ鈋٬䤷牭׀ךյ�䋰閾㚖ס⺲���
⮆ꄇ٬㏐㓊⮯מ吾碟٬ゖַ⺬⺎耆ն䇶⼔䫴鬼鐐ꄋٜٓظ

٤յ鑁姲傴٘ب٭ٖٝ؞تل٭ئגն⸬鹟ت٭����䇗�僖ٛٛتل٭ئ二ג攐מ⪋頇ס泘氳تؾةل
䣕ַյ٬ّ٭ز鼧糓⮵榫عؠؘةٞوם⮵➘מ畘杼嚀耆յٖةؘٜب٤ؤFUD�

&$㑔تل٭ئסٜ؞تُتؕٝوعشآ٭ն��┒♭־تل٭ئ⿁⭳ס吾碟٬頇⪌׀ךյ嫰乃מ꞊
㱭磵ך٤ٚؕ٤؛ֿי⪑յךױ⿁硯־כ
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攐䐶סٚػؤؤ
湳閁٬ٜ؞ت٬磬꽦よ⿁յր&$מֹס㚞鞙ַ׀ךցُء٤زش㑔ّ٭ؚنعشٚو
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٭فײ䖽鐐갭ֵךٛإط㵸���飃ֻٜذ٭عյٛإط٤ْؕס��
硌تؾةل٬⛼⯆ 注鐶ع٭يؕٚو٬硌

ٛإط䣽ַסךٚػؤؤ
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沟啶鵰סٚػؤؤ
ꄆ釐,1*ע孱鵟냕啶䡗ր頇⪌66��ցכր┉☔䎎ג頇⪌갮��ցն㍾㲊鞝㑔ٜٓظ냕ַةشٝفٝء٤ؔط٭ًٝ؛מت٭يյㅀ哅沟ס僃㛻鵟י㵧全氳ם⮵沟暠䐂泘䧗
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䣆丗乢曍͚	ع٭ٝؠؕط ㅀ哅沟	⚡銶┕ס㚞┕


ㅀ哅⮵沟

鞄畘鞝
㚺Ⳃ鞝

����頇⪌66⺨僿ꝴ⫂מ僗乢تل٭ئ頇⪌٭ا٭ٗؠ٭ؼٗג丗����┉☔䎎ג頇⪌갮⺨僿ꝴ⫂ס頇⪌66�☔䎎סג頇⪌ꄋ갮

孱鵟냕

㍾㲊鞝頇⪌66 ┉☔䎎ג頇⪌갮
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靸ⳉ㲔竮כ╚釐䧗嘅
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孱鵟냕٬ㅀ哅沟٬ㅀ哅⮵沟
孱鵟냕ע⯥䇗奂����յㅀ哅沟ע⯥䇗奂����յㅀ哅⮵沟ע�僿מש랬㰄ך浓㏐
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ㅀ哅⮵沟
ㅀ哅沟
孱鵟냕

	ⶡ⛣氬┒⫃
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╚釐,1*頇⪌,1*յ⭳⿁,1*
頇⪌٬鞄㚞מכյ╚釐י⪑ע*1,ם⺓罕┕ֿך䡗Ꝏ
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頇⪌66
ⶡ⛣☔

┉☔䎎ג頇⪌갮
ⶡ⛣⫃

鞄㚞66
ⶡ⛣☔

┉☔䎎ג鞄㚞갮
ⶡ⛣⫃

鞄㚞孱鵟냕

頇⪌孱鵟냕
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孱鵟냕⮯ٛإط
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注鐶ع٭يؕٚو٬硌⯆⛼تؾةل٬硌
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+53%

䡗Ꝏ攘䌕ס��孱鵟냕ֿٛإط硌تؾةل٬⛼⯆
	ⶡ⛣氬┒⫃


ٚػؤؤ
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����☪㍑ꝧ炐ր㜵硜ت٭يցׂםעךյր硯⿁ت٭يցס孱鵟냕מ㚺催



ַף嘦כ�����עع٭ٝؠؕط

�	ع٭ٝؠؕط

ع٭ٝؠؕط
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ٚػؤؤ

• 㛻釨嘗ם琂⺬ַֿ״גַםյמع٭ٝؠؕط䏅ꮶַׂׄמ
• ꧅鎇סך注鐶עיַחמ琂⺬ַֿֿյסٚػؤؤ䣆丗乢硜���עיַחמ
琂⺬⛥ַ

• 禆禈曍סյ⭳⿁縖ֽיء٤ؔطآ٭ُס״גסյ⭳⿁縖暠䐂ךױ׆
냕ַ־כ׆յֿع٭ٝؠؕطゖ갭ַםַיזםמ⺎耆䓪ֵֿ

縒ֻ亠סיַחמع٭ٝؠؕط
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ㅀ哅沟
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䡗Ꝏמ㛻䆋כ䇗⺱僿奂����⯥עㅀ哅沟ס嫎䏱注鐶ٚػؤؤ
	ⶡ⛣氬┒⫃


嫎䏱注鐶ٚػؤؤ
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僗乢氧ꎰ䋰閾㚖丗ע⯥䇗⺱僿奂ך�⠘מ䡗Ꝏ
╚釐,1*
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氧ꎰ䋰閾㚖丗
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僗乢氧ꎰ䋰閾㚖丗
	ⶡ⛣☔
 	ⶡ⛣☔
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嫎䏱注鐶ٚػؤؤ



⪒炘鞄㚞畘杼鞝

16

�� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

�� �� �� �� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ���

�� �� ��
�� �� �� �� �� �� ��

�� ��

�� �� ��

����

�� �� ��

���
�� ��

��
���

2�2� 2�2� 2� 2� 2�2� 2�2� 2�2�

䶹䣕䣆丗乢ّطتب٬鞝
䇶⼔㲚⚥鞝

☔♭鞝٬䫑榫鞝

☽סא
哅ⳉ㡦鋔鞝

䇶⼔㲚⚥鞝ꢜׂכ鞄㚞畘杼鞝ע稷מ־㘃ⱶն䎎ꪫע䇶⼔㲚⚥鞝յ☔♭鞝╈䑏מ犉哕䤷鞲禈ׄ
	ⶡ⛣氬┒⫃


FY2019 FY2020 FY2021

⪒炘



TVCM
実施

TVCM
実施

TVCM
実施

57$.꞊鵽鞝䫜ꢜכյㅀ哅랬㰄禆禈
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57$.꞊鵽鞝ꢜַג⟣塜䏲ㅀ哅⮵沟
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⟣塜䏲ㅀ哅⮵沟57$.꞊鵽鞝ꢜׂ

ⶡ⛣氬┒⫃
ㅀ哅⮵沟

ⶡ⛣氬┒⫃

FY2019 FY2020 FY2021

⪒炘
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攐䐶כ䍚ײ
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雛㳪٭ٖل٬ٜٝ؞تם丗䬈ֻג哅槡꣭┉ّ٭ؚنعشٚوס
⿁䬈ֻتل٭ئ⭳⿁丗٭ٖلٝכ丗
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���㵚霄����䇗�僖侇憠ذ٭ظסն䎎炘♓㛙עذ٭ظסյ⺨炘عؕئتل٭ئ銶ג䎎炘炘⫂鞲乢ն銶亠嫎䎎炘מ┕عؕئتل٭ئ⪜ꝧتل٭ئ⿁⭳ַי丗銶ն䎎炘تل٭ئ⿁⭳ס丗ע頇⪌縖־⭳⿁縖ס⪜ꝧ❣갔٬ꪜ⪜ꝧ❣갔ס⭳⿁縖ס־䬠勅ַםױ⻠ն⺨炘כتل٭ئ⿁⭳סعؕئتل٭ئ樟םյ◀ג⿁⭳״&$㑔״גַםעךتل٭ئס銶亠嫎☽炘تل٭ئ⫁عؕئتل٭ئ吾碟槆ꪫך辐炐تل٭ئ丗銶ն

���㵚霄����䇗�僖侇憠ذ٭ظסն䎎炘♓㛙עذ٭ظסյ⺨炘عؕئتل٭ئ銶ג䎎炘炘⫂鞲乢ն銶亠嫎䎎炘מ┕عؕئتل٭ئ⪜ꝧ٭ٖلٝסتل٭ئ⿁⭳ַי丗銶ն銶亠嫎☽炘تل٭ئ⫁عؕئتل٭ئ吾碟٬⭳⿁縖吾碟槆ꪫך辐炐յ٬تل٭ئ⭳⿁縖٭ٖلٝס丗銶ն"炘٭ٖلٝע丗ֿعؕئ錃銶┕㰆㏇״גַם♭丗辐炐扛ն頇⪌縖٭ٖلٝמ⯆䈱עյ⺨炘ֿ斻舅ס亠嫎מ车״גַיזյ⺨炘ך⫂㳊ֿ樟םն
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$炘 &炘%炘#炘"炘ٚػؤؤ
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&炘%炘$炘"炘 #炘ٚػؤؤ

炘奂鬳☽ס��丗⿁⭳تل٭ئ 炘奂鬳☽ס��丗٭ٖلٝ
⭳⿁丗哅槡/P��

	ⶡ⛣ⶉ♭
 	ⶡ⛣ⶉ♭
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⟓갔䓪啶疣ס☼磝ײ
鎋碷ם⭳⿁縖䗯㕔מؔطٛ؛ؠסتل٭ئך㵚㱦䑏٬㱦⪒䬠❠
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⭳⿁縖磆☭槆ꪫ❆

鎋碷ם⭳⿁縖䗯㕔
l 䓪⮯٬⭳骰٬绷哅
l 㲔ⳉ磬꽦٬磬塷סٜ؞ت
l ⟊僗鞲劲
l ⿁⛼⛼⯆ס⸻鷨؛ؚٛنع٭َ
l 韛塷�㓴璛塷�铺庋塷
l ⠕☔ءٞه
l ٬䚉䘶❪鍐סךٚػؤؤ



舅䏱䡗Ꝏٓؠ٭٠عشؾמٜظⲖ冽
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┕⺸ֿع٤ْة٭أ٤ؙס亠יז⛂מ䦡㛻סؠ٭٠عشؾ
舅䏱氳ם䡗Ꝏיז⛂מ䍚㍾ם⹆⪌꤃㙆ֿ啶疣ַׂי

鹟䥃罈ס㘃ⱶ

⭳⿁丗
鞙ֹך丗ֿ㛡ַ㕙䢥٭ٖلٝ

鞄㚞錎姲ⱱס⺸┕

頇⪌縖ֿ㛡ַ㕙䢥
鍐❫ֿ蠷犉ַי㕙䢥ך㚞

⭳⿁♭丗ס㘃ⱶ

頇⪌♭丗ס㘃ⱶ



╚釐,1*⚡氧ꎰ丗յ⭳⿁縖丗յ⭳⿁تل٭ئ丗
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⚡氧ꎰ丗⺨䇗䈱儕	ⶡ⛣ⶉ☔
 䇗ꝴ頇⪌66丗ⶡ⛣ⶉ☔
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⭳⿁縖丗⺨䇗䈱儕ⶡ⛣ⶉ☔تل٭ئ⭳⿁丗⺨䇗䈱儕ⶡ⛣ⶉ♭

䡗Ꝏמꯂ鐧מ⪧*1,⺨
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ٜظٓ٭ٖؼيٝס㑔ء٤ٛ٭ٛ
⚡氧ꎰ丗ֿ⛈ףצ孱鵟냕ֿ⛈צյ犉ײ┕ׅ㑔ס沟啶鵰
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':����氧ꎰ頇⪌縖
':�������氧ꎰ頇⪌縖

':����氧ꎰ頇⪌縖
':����氧ꎰ頇⪌縖
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':����氧ꎰ⭳⿁縖
':����氧ꎰ⭳⿁縖

':����氧ꎰ⭳⿁縖
':����氧ꎰ⭳⿁縖

':����氧ꎰ⭳⿁縖
':�������氧ꎰ⭳⿁縖

':����氧ꎰ⭳⿁縖

頇⪌縖氧ꎰ䇗䈱⮯ס孱鵟냕�� ⭳⿁縖氧ꎰ䇗䈱⮯ס孱鵟냕��

����㜵硜ت٭ي孱鵟냕䇗䈱╈מ稤磵تل٭ئג頇⪌㜵硜מ㓹ׂט㜵硜ꄋ갮稀갮ն硯⿁㱭▼侇מ⚡銶┕沟鏀閁ꄋ갮עכ樟ם

	ⶡ⛣氬┒⫃
 	ⶡ⛣氬┒⫃
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䡗Ꝏ䡵樋
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耆䓪����䇗⺎ס䦡㛻ס䄫㕙ؘؓبٜ؞ت٤ٚؕ٤؛

餉⩕ס㵚霄䄫㕙釨嘗יכյֽא
1,000⧠⫃
����䇗ס㵚霄䄫㕙釨嘗ע
⫄⩚1.6⫄⧠9,600

サービス市場のEC化率

2021年ココナラ流通⾼

Highケース��
（2030年）

Baseケース
（2030年）

Today

2021年の
ココナラ流通高

弍㏇䄫㕙釨嘗��

䄫㕙釨嘗$&تل٭ئס٤ٚؕ٤㱭磵㑔؛כ㵚霄ֿٚػؤؤ
18兆円

����⠕☔ֽצ╈㵸♿哅ꝴتل٭ئס㚞鞙䄫㕙הֹסյ٤ٚؕ٤؛䌕ֿ⺎耆םꪜ㵚ꪫסتل٭ئ䄫㕙䎎炘ֿ䗯㕔鵟⟓稀⺬溿狒䢥מ鐧削㡦鋔յ⺱溿狒䢥ֿ����䇗�僖מ⛼䡗גꪜ㵚ꪫتل٭ئ٬ؘؓبٜ؞تס&$䄫㕙釨嘗◀峮����♿哅٬⠕☔◄哅╚٬⠕☔璡סٜ؞ت䬠❠縖ֿ鐍־ゖמյ┉8סחFC٭ٖلٝךٛوٌُؓت٬عؕئ釤סتل٭ئי⫂㳊⿁韬ֿ⮆גזםמֹ־㕙⺬յ⠕☔ֿ䬠❠יַחמتل٭ئյ鏀湳䈱⛥ס㱦⪒䓪מ㵚┘㱦璡ס鐐갭ֿ鉮婊ג㕙⺬䘶㲊 25



⡁❪ס٤ٚؕ٤؛סؘؓبٜ؞ت

2021年ココナラ流通⾼
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泘䧗ّ٭ؚنعشٚو$&تل٭ئס◅յず┉扛ךכ׆ַׂי䬵ֻ׀糋מ⮵➘ך٤ٚؕ٤؛䌕ֵַי车ך仼䅻ך٤ؕٚن؛



䌕03םؘؓن
• 䗯㕔ס⺎釱
• 鸵塜סء٤زشُ

⯆硜ס־鉮䷑02
• 侇ꝴ
• 㕙䢥
• 梪㗞
• 䇗룻

כ׆ַג㲔杯ֿٚػؤؤ
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01⚡嚀מ☔ֵ
• تؾةل ع٭يؕٚو��
• ⠕☔ ��嫎☔
• 頇⪌ ��⭳⿁
• ٖؓزُؓ ٞو��

Akiyuki Design

韛塷㛡丗ն٭ػؕاظ塷��䇗



╈Ꝏ僿氳מ泘䧗㣓
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����䇗

_�䇗
㎁⫂僃㛻釨嘗ٜ؞تס䌕ء٤زشُס丗㲔杯

_�䇗
־♀劮מ⡁仼儖❪סء٤زشُٜ؞تסך٤ٚؕ٤؛

_��䇗
تؕٝوعشآ٭ُتل٭ئֹאֿי

• 䦡䍖סعؠرٞو
• ء٤ؔطآ٭ُס״ג鷼⚥⡁❪סتل٭ئ٤ٚؕ٤؛

⭳⛼╈ס┩ם⯥ג䎎ֿכ׆䌕ך٤ٚؕ٤؛ٜ؞تتل٭ئמֹ⺱כؿٓ



�亠ꪫס䦡䍖٭ا٭ٗמ⛮꽦催ع٭ظوشؓמյַׂיׂםכ׆ַם׀ך

ײ鱮׀瀂ס٤䣆壿٘ب٭آؼِٖؤםյ㛡䎷לם؛ظلյ꧅鎇յعت؞ط

䦡䍖סعؠرٞو

䍚ء٤زشُסלם頇⪌ցص٤ط٤ؤ갔ցր⪜ꝧ❣갔ցր❣ⱶֻյր釤犉מ⪋泡䫘頇סتل٭ئ

⯆⛼�注鐶յמث٭ؼ٭ا٭ֵٗלםتؾةل�ع٭يؕٚو䑴סٛإطג䦡䍖꣭侇㲔产

٬䍚⩗䦡ס⯆⛮ع٭َئ二嚀耆ג鸵מ榫⮵تؾةل

냕ⶡ❫٬Ꝏ僿عؠؘةٞوյ㲊僿頇⪌ם⮵➘מ婊岷䣆壿ס䦡⩗
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鶟䩖כ鎋碷ס٤٘بشِ

30

仴מ٤٘بشِסח�מ浓䣆٬䫟鶟

	嫰
荇ס忆屭ע鶟䩖䈱ْؕة٭炐ն荇ֿ忆ַ亠ֿ鶟䩖䈱ֿ냕ׂյ滭稗ע☪䏲吾鋀杯侇憠עך儔浓䣆����㵚ꪫء٤زشُסتل٭ئ㑔ّ٭ؚنعشٚوրص٭ِٚػؤؤց ����扛乢嫎䏱注鐶כ䋰閾㚖吾碟ֿعؕئتل٭ئ׀ךրٚػؤؤ嫎䏱注鐶ց



☪䏲���䇗ס䡗Ꝏ䡵樋כ鶟䩖敯媲
榫ֿ䫟鶟⮵تؾةلյמ䦡䍖ס٤٘بشِסח�

31

䦡䍖ס䬠❠䣆嫎تل٭ئ 䦡䍖סٛإط 䦡䍖ס䣆嫎ء٤زشُ 䦡䍖ס㷯䓪٭ا٭ٗ

րّ٭ٜؠ٭ع��ցס畘杼嚀耆٤٘ب٭آؼِٖؤ
嚀耆䦡⩗

յמ⫁ٛإط㛻סյ仴㰆מ䑏╈تؾةل٬⛼⯆מ╚
二釨ס㵸סٛإط鴑ⱶ吾鋀

ֵךت٭آت٭ٗסי⪑ׯ榫ֿ⮵تؾةل٬⛼⯆
䍚ס嚀耆ցր⪜ꝧ❣갔嚀耆ցր釤犉

䦡ס⯆⛮ع٭َئ二嚀耆ג鸵מ榫⮵تؾةل
⩗٬䍚

鐐ꄋ䣆嫎ס䦡䍖

⛼哅稀ꄈֿ釤ֻמتل٭ئַט僃鸵םր稀⛼哅侇ꝴ
鐐ꄋց吾鋀

րّ٭ٜؠ٭ع��ց٤ؕاظס嚀耆ٜؓ٭ٖؼٛ
־���⠕ֿٛإطյ㚺催מ㷺꣪�־�꣪㷺ٛإط
㘃ⱶמ���⠕

鶟䩖ם րتؾةلٚػؤؤցت٭ٛٛס 鶟䩖ם

ն׀ךֿ⟓鴜סٜؕؒن♀յ岣כסכն䌕注䣆ة٭ًסꪜ⪜ꝧ׀ךꞦ鈋ֿײס☔�ס頇⪌縖כ縖⿁⭳מ頇⪌䏲סتل٭ئ����

鶟䩖敯媲

☪䏲���䇗ס䡗Ꝏ䡵樋



䣆丗乢曍ס㚺催����䇗�僖
⭳⿁縖ס䶹䭤٬孨䓪泘氳יכ䣆丗乢ّ٭؞ت㚺催
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2021/4/11以前 2021/4/12以降

0 % 5 %

25 % 20 %
価格に関わらず⼀律取引⾦額により変動

• ꧅鎇注鐶עتل٭ئ⭳⿁縖⣐מ硜ס���䣆丗乢ײס氦榟ն頇⪌縖⣐䣆丗乢ס㵚霄㛙
• 鼧⮆��յס┖♓⫄┒ٜظٓ峎⛥מ壿꣪氳־��מ䌕ꄋ갮ע⯥♓
鼧⮆���ס鼧⮆��յ��┒⫃飃ס┖♓⫄┒����鼧⮆��յס┖♓⫄┒��_�

購⼊者

出品者

• ⭳⿁縖⣐ס䣆丗乢曍מ⪧כׅ┖յ頇⪌縖⣐מրتل٭ئ䣆丗乢ց㵵⪌
• ⺬銶ס䣆丗乢تل٭ئע❫劲갮ꪫס��םכյ㚺催⯥מ┕⺸סع٭ٝؠؕطמ־⥪㳝┙
• ☪㍑ס㚺催מ孱鵟냕تػُؕס䏅ꮶע攐מ扛



暠䐂泘䧗ؘؓبס㵸♿哅╈ַ׀㛻סյꝧ䦌⛷㏐מت٭ٛٛסتؾةلٚػؤؤ
䦡㛻䡵樋ס٭ا٭㷺ٗتؾةل

⭳⪯磬岷榤哅泸ր䇖䡗��䇗䈱撶 磬岷تئ٤جցյ稀ⳉ泸礴銶㷀ր☔䫟銶٭����䇗♐⽰䇗��僖㕔٭ց 33

╈僿氳ם嫰ⱱعشأ٭ذ
╈㵸♿哅╈䑏גכ嫎☔

ַׂיז䤷鞲车ء٤ؔطآ٭㛻䆋䦡⩗յُס嚀耆מׄ⺸٭ا٭ٗتؾةل

عشأ٭ذסךױ׆
⠕☔⠕☔◄哅╚

/Pסّ٭ؚنعشٚو��玮㕙孨י־䌕׀禈׀䦡㛻

�┒炘
��┒炘
���┒炘
���⧠☔

㛻釨嘗♿哅

╈釨嘗♿哅

㵸釨嘗♿哅

仼儖ס☔

���⺲

��_���⺲

�_��⺲

��塶♓┕



孱鵟냕�����氬┒⫃

䎎僿عشأ٭ذס
僗乢頇⪌66٬┉☔䎎ג頇⪌갮ס䦡㛻յסع٭ٝؠؕط禴䧏מㅀ哅沟ס僃㛻泘䧗
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僗乢頇⪌66ס䦡㛻

餉⩕ס㲔竮

┉☔䎎ג頇⪌갮ס䦡㛻

냕ַㅀ哅沟曍�ס�禴䧏

䎎炘ס亠ꄠ 䎎僿عشأ٭ذ
':���� ':����

ㅀ哅沟ס僃㛻

泘嘅

������☔�䇗 ������☔�䇗

�����⫃ �����⫃

����� ����� �����

':����

*1: 営業収益率： 流通⾼に対する営業収益の割合

ㅀ哅沟曍עյ꧅鎇䌕סؘؓب峎㵼מꝎ僿氳מ稷מ־鵋峎䏅ꮶכյٚػؤؤ嫎䏱注鐶מצ⛈ס鵋㘃䏅ꮶֿꄩ⺬ַյ禴䧏⺎耆ם釤鱮ײ



랬㰄禴䧏עյ⟣塜䏲ㅀ哅⮵沟ַֿי㲊◀鵟僿颋㰄מ䤷鞲ء٤ؔطآ٭ُם犉哕氳ע����:'
䤷鞲亠ꄠء٤ؔطآ٭ُס����:'מצם䤷鞲
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⟣塜䏲ㅀ哅⮵沟ס랬㰄禴䧏
• 57$.䤷鞲י״ךחַע⮵沟׀ךٜ٭ٞع٤ؤ䓪韬״גֵךյ57$.璡ס꞊鵽鞝榫䫜ꢜג⟣塜䏲ㅀ哅⮵沟ס랬㰄禴䧏亠ꄠ㲊䅻ء٤ؔطآ٭ُס鞝榫ע䫜ꢜַם
• 䎎ꪫعؠرٞوעꝧ氦ס״גס☔免䤷鞲犉哕氳מ车ֹ״גյ⟣塜䏲ㅀ哅⮵沟ס䦡㛻湾僿氳עמ鴑յ┉㲊ס랬㰄갮ס禴䧏亠ꄠכ

投資⽅針

• ':����鵟僿ך':����㲔产釨嘗飃ֻ��⧠⫃飃ء٤ؔطآ٭ُס䤷鞲57$.�꞊鵽٤٘ب٭ٓٞو㲔产◀㲊ն
• 磵冽յ':����鵟僿ע颋㰄ֿםמյ⟣塜䏲ㅀ哅⮵沟ע랬㰄禴䧏ն
• 8FC䇶⼔تؠِؿؤؙعشؼٗ.57$縒䜡յ㲊ג״㍑僿ꝴמֹױמ鷞榫Ⲗ冽ס⺎釱כ냕鵭1%$"

FY2022のマーケ
ティング投資



��� ��� ��� ���

����

��� ���

����

57$.꞊鵽鞝

':����_銶槆':���� ':����銶槆':����
䇶㲚鞝57$.꞊鵽鞝ꢜׂ

':����

䇶⼔㲚⚥鞝ס䤷┖銶槆
㲔产◀㲊.57$ס飃⫄⧠��יכ䡗Ꝏ䤷鞲םꄆ憠氳ע����:'
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銶槆

䇶㲚鞝57$.꞊鵽鞝ꢜׂ◄哅釨嘗מלם䑴禆禈㲔产

57$.꞊鵽鞝
':����♓յ':כ����⺱釨嘗爊䈱ך犉哕氳מ㲔产◀㲊

䇶⼔㲚⚥鞝
	ⶡ⛣氬┒⫃




	ⶡ⛣ ��氬┒⫃
 ����䇗�僖僿 ����䇗�僖僿 ����䇗�僖僿 ����䇗�僖僿銶槆

ㅀ哅沟 ���� ���� ���� ����
ㅀ哅⮵沟 ����� ��� �� �����
ㅀ哅⮵沟曍 �������� ������� ������ ������

磬䅻⮵沟 ����� ��� �� �����
䎎僿硾⮵沟 ����� ��� �� �����
䇶⼔㲚⚥鞝 ���� ��� ��� ����

1-
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#4����䇗�僖儕侇憠
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ⶡ⛣氬┒⫃
鞲榤 ꄋ갮 靷⥍ ꄋ갮

杯ꄋצꯏꄋ ���� 儔䣕ꄋ ���
㚞䫇ꄋ ��� ⯥ꄋ ���
☽סא ��� ꯏꄋ ���

☽סא ���
孱Ⳃ鞲榤⺬銶 ���� 孱Ⳃ靷⥍⺬銶 ����

靷⥍⺬銶 ����
鞲儖ꄋצ鞲儖Ⱍ⛷ꄋ ����
⮵沟Ⱍ⛷ꄋ �����

㍾㲊鞲榤⺬銶 ��� 硾鞲榤⺬銶 ����
鞲榤⺬銶 ���� 靷⥍٬硾鞲榤⺬銶 ����



$'
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ⶡ⛣氬┒⫃
����䇗�僖僿 ����䇗�僖僿 ����䇗�僖僿

ㅀ哅孨Ⳃ٭ٞنٖبشٔ؞מ ����� ��� ���
䤷鞲孨Ⳃ٭ٞنٖبشٔ؞מ �� ���� ����
靸ⳉ孨Ⳃ٭ٞنٖبشٔ؞מ ���� ��� ����

杯ꄋצ杯ꄋ⺱璡擻ס㘃峎갮 ��� ��� ����
杯ꄋצ杯ꄋ⺱璡擻ס僿꺙墦냕 ��� ��� ����
杯ꄋצ杯ꄋ⺱璡擻ס僿儕墦냕 ��� ���� ����



䗯㕔���ؠتٛ
䎎炘◄哅מ꞊攐僗יַחמؠتٛסյ儖傴䬠⭳仼侇憠ך攐מꄆ釐ם◄ꯁֽכס┖♓יכ鏀閁ֽיյ☪䏲㵚䑴车ױַױיזն
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投資者の判断にとって特に重要であると当社が考える事項について、積極的な情報開⽰の観点から記載しております。本項の記載内容は当社株式の投資に関する全てのリスクを網羅しているものではありません。
当社は、これらのリスクの発⽣可能性を認識した上で、発⽣の回避及び発⽣した場合の迅速な対応に努める⽅針でありますが、当社株式に関する投資判断は、本項及び本項以外の記載内容並びに有価証券届出書
「事業等のリスク」をあわせて参照し、慎重に検討した上で⾏われる必要があると考えております。なお、⽂中の将来に関する事項は、本書提出⽇現在において当社が判断したものであります。

ユーザーの獲得及び
継続性の維持について

当社が成⻑していくためには、ユーザーの継続的な獲得及びユーザーによる継続的な利⽤が重要である
と考えております。広告宣伝活動の⼀環として過去テレビＣＭを対象として実施しており、ユーザーの
新規獲得及び同社サービスの知名度向上について⼀定の効果が出ているものと認識しております。
今後のテレビＣＭについては、費⽤対効果等を考慮し、慎重に検討した上で、実施する⽅針であります。
しかし、想定通りの広告効果が得られる保証はなく、収益増加に繋がらなかった場合や想定以上の広告
宣伝費を投下することが必要になった場合には、当社の業績及び事業計画の達成に影響を及ぼす可能性
があります。

特定のプラットフォーム
事業者の動向について

当社はスマートフォン向けアプリケーションを提供しており、Apple Inc.及びGoogle Inc.の両社にアプリ
ケーションを提供することが現段階の同社の事業の重要な前提条件であり、動向を注視してまいります。
これらプラットフォーム事業者の事業戦略の転換並びに動向によっては、当社の事業及び業績に影響を
及ぼす可能性があります。



䗯㕔���ؠتٛ
䎎炘◄哅מ꞊攐僗יַחמؠتٛסյ儖傴䬠⭳仼侇憠ך攐מꄆ釐ם◄ꯁֽכס┖♓יכ鏀閁ֽיյ☪䏲㵚䑴车ױַױיזն
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投資者の判断にとって特に重要であると当社が考える事項について、積極的な情報開⽰の観点から記載しております。本項の記載内容は当社株式の投資に関する全てのリスクを網羅しているものではありません。
当社は、これらのリスクの発⽣可能性を認識した上で、発⽣の回避及び発⽣した場合の迅速な対応に努める⽅針でありますが、当社株式に関する投資判断は、本項及び本項以外の記載内容並びに有価証券届出書
「事業等のリスク」をあわせて参照し、慎重に検討した上で⾏われる必要があると考えております。なお、⽂中の将来に関する事項は、本書提出⽇現在において当社が判断したものであります。

当社サービス及びサイト
運営について

ユーザー同⼠が無形商材である「知識・スキル・経験」を売買することから、ユーザーの悪意の有無に
関わらず、トラブル等が⽣じる可能性があります。取引の安全性のため、利⽤規約及びやガイドライン
等において禁⽌⾏為や出品禁⽌サービスを詳細に定め、定期的に⾒直しを実施しております。ユーザー
による通報体制の構築、健全化専任の担当⼈員配置及び社内マニュアル・基準等の策定により、出品
サービス及び取引内容にかかる監視体制の構築及び継続的な運⽤も実施しております。また、エスク
ロー機能を提供することにより、不適切取引に対する牽制を図り、安全性向上に努めております。
しかしながら、これらの取組みにもかかわらず、当社サービス内において重⼤なトラブル等が発⽣した
場合には、当社が責任を問われる可能性があるほか、当社出品サービスに関連する業界等において社会
的批判や⾵評等が⽣じるような事件・事象等が発⽣するなど、当社サービスの信頼性を損なう状況が発
⽣した場合、当社サービスに対して監視対応の強化や出品基準の厳格化に関する要請が強まる可能性が
あるほか、ユーザーの離脱が⽣じる可能性があります。これらの要因により当社の業績及び事業計画の
達成に影響を及ぼす可能性があります。

事業領域拡⼤への
投資について

今後もサービス、案件、ユーザー、コンテンツなどの各種マッチング経路の拡充などプロダクト機能の
開発や、対⾯サービスのココナラミーツなどの新事業領域の拡⼤への取り組みを進めていく予定であり、
事業規模の拡⼤および収益⼒の向上に努めてまいりますが、これらの実現には、⼈材の採⽤、サービ
ス・システム開発費⽤等の追加的な⽀出が発⽣し、さらに、事業領域の拡⼤が⽬論⾒通りに推移しない
ことで、追加的な⽀出についての回収が⾏えず、業績及び事業計画の達成に影響を及ぼす可能性があり
ます。投資判断については、事業進捗や計画との差異の確認のもと⾏っていく⽅針であります。



儖鞲乢עյ䗯㕔䬠❠ײס泘氳יכ⛼䡗ױַיն儖鞲乢עյ仼儖յ眦㎁յס☽סא㏐㓊ֽׄמ僗❫錞⯈ס鞄㚞סⳡ鏗頇⪌סⳡ鏗泘氳ױֵעךסגכ؆ն
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ն؆ױֵעךס㲊מ׆յֿױױ⻠ֿלם⺸Ⳃס哅槡յ䎎炘ֿ◄哅㷣ꝧ㚺ס磬岷敯媲ם㎁꤀氳צֽ⫁յ㎁עמ釐㍔ֵס耆䓪⺎ם樟ׂ׀㛻כ磵冽ג鋗鬼מ鋗鳭ס׆

ն؆ױֽיյ⟊錞ֽי鸵⮉䓪吾錞塜澬䓪ס䗯㕔ַיꝧ⪛מ芗┉םֹסאעյ䎎炘ֽיַט㓹מ䗯㕔ַיꝧ⪛מյ┉芗ע䗯㕔꞊מꯁ٬磝笝◄סյ䎎炘♓㛙גױ
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◆次回の「事業計画及び成⻑可能性に関する事項」の開⽰時期
2022年10⽉を予定しております。

儖鞲乢ס䣽ַיַחמ


