2017 年 8 月 2 日

報道関係者各位

株式会社パルコ

＼誕生から 10 年／ゆるい癒しのキャラクター
CRAFTHOLIC（クラフトホリック）のはじめての絵本制作プロジェクト
～パルコのクラウドファンディング「BOOSTER」～
株式会社パルコ（本部 ：東京都渋谷区、以下パ ルコ）のクラウドファン ディング・サービス「BOOSTER
（ブースター）
」は、CRAFTHOLIC（クラフトホリック）の絵本制作プロジェクトをスタートします。CRAFTHOLIC
（クラフトホリック）は 2018 年で 10 周年を迎えます。CRAFTHOLIC ファン（通称：ホリッカー）の皆様と 10
周年の記念に、一緒に何かを作り上げたいという強い思いから今回のプロジェクトを立ち上げ、初めての絵本をつく
ることにしました。今回 BOOSTER だけの独占販売となる、CRAFTHOLIC（クラフトホリック）の 10 周年記念グ
ッズを購入いただくことが、絵本制作のご支援につながります。またパルコも一緒に 10 周年を盛り上げていきたい
と思い、絵本の制作からイベントまで幅広く今後も展開していきます。
【クラウドファンディング プロジェクト概要】
1) プロジェクト名

＼誕生から 10 年／ゆるい癒しのキャラクター

2)

CRAFTHOLIC（クラフトホリック）
はじめての絵本制作プロジェクト

2）募集期間

2017 年 8 月 8 日（火）～2017 年 9 月 10 日（日）

3）目標金額

300 万円

4）オーナー

有限会社 ACCENT CRAFTHOLIC チーム

5) サイト URL

https://www.booster-parco.com/project/266

★CRAFTHOLIC 10 周年記念ロゴ

CRAFTHOLIC（クラフトホリック）の絵本について
出版社：パルコ出版

発売日：2018 年 1 月予定

内容：クラフトホリック誕生１０周年を記念したスペシャル絵本。クラフト
星からやってきたクラフトホリックが、地球に降り立つまでそして地球で
の、人々とのふれあいまでを一冊の絵本で構成（予定）デザイナーiku の思
いがつまった、ファンにとって発見と感動に満ちた内容に。
※今回のプロジェクトでは、BOOSTER 限定表紙の絵本で先行でお届け
★CRAFTHOLIC BOOSTER メインビジュアル

【CRAFTHOLIC（クラフトホリック）とは】
CRAFTHOLIC はデザイナーの iku が 2008 年からスタートしたキャラクターです。なんともいえないユルさ・ポッ
プさ・シンプルさで見た人が自然と笑顔でＨＡＰＰＹな気持ちになれる。そんな気持ちがより多くの人に広がれば
いいな、という思いを込めて始まりました。一番人気の抱き枕をはじめ、今日までたくさんのアイテムを生み出し
てきました。日本だけではなく世界中に広がっているＣＲＡＦＴＨＯＬＩＣ。これからもたくさんの人に愛される
キャラクターを発信していきます。

【本件のお問い合わせ先】
株式会社パルコ
新規プランニング部（クラウドファンディング事業）／担当：近江

TEL：03－3477－5985 E-mail：ou-haru@parco.jp

広報・ＩＲ室／ 担当：小野

TEL：03－3477－5710 E-mail：ono-jun@parco.jp
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【CRAFTHOLIC（クラフトホリック）キャラクター紹介】

CRAFTHOLIC（クラフトホリック）デザイナー iku について
●プロフィール
iku
CRAFTHOLIC
デザイナー/ディレクター
1984.12.5 生まれ
2008 年より自身がデザイ
ンしたキャラクターブラン
ド「CRAFTHOLIC」をス
タート
-メッセージ
24 才でブランドをスタートし、クラフトホリックを通じてたくさんの出会いがありました。ホリッカーの皆様から
10 年間で頂いた手紙やメッセージは私の人生の宝物です。楽しい時も、辛い時も支えて下さったファンの方に心か
ら感謝しております！10 年の節目を迎えたクラフトホリック。これからもテーマであるみなさんを笑顔で HAPPY
にするクラフトたちを生み出していくのでよろしくお願いします♡

【今回のプロジェクトのリターン（一部）ご紹介】
CRAFTHOLIC（クラフトホリック）の 10 周年記念グッズを独占販売します。また今回のプロジェクトに参加して
くださった全員のお名前（ホリッカーネーム）を、CRAFTHOLIC（クラフトホリック）１０周年の特設サイトに掲
載します。ホリッカーの皆様と一緒に、10 周年を盛り上げていきたいと思っています。
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●【絵本】+【ホリッカーバッジ】コース（3,000 円）
・BOOSTER 限定表紙絵本
・BOOSTER 限定ホリッカーバッチ
・10 周年記念サイトにお名前（ニックネーム）掲載
●【抱き枕 S サイズ】コース（7,000 円）
・BOOSTER 限定表紙絵本
・BOOSTER 限定ホリッカーバッチ
・BOOSTER 先行ポストカード 1 枚（絵柄はランダム）
・BOOSTER 限定抱き枕 S サイズ（RAB,SLOTH のセット）
・10 周年記念サイトにお名前（ニックネーム）掲載

★BOOSTER 限定表紙絵本のイメージ

●【限定 50 口】デザイナーiku のサインつきコース（20,000 円）
・BOOSTER 限定表紙絵本
・BOOSTER 限定ホリッカーバッチ
・BOOSTER 先行ポストカード全種 6 枚
・BOOSTER 限定ポストカード（シークレット）1 枚
・BOOSTER 限定抱き枕 L（RAB,SLOTH）
・デザイナーiku のイラスト付サイン色紙
・10 周年記念サイトにお名前（ニックネーム）掲載
●【限定 3 口】リクエスト CRAFTHOLIC コース(200,000 円)

★BOOSTER 限定抱き枕（S サイズ）イメージ

・BOOSTER 限定表紙絵本
・BOOSTER 限定ホリッカーバッチ
・BOOSTER 先行ポストカード全種 6 枚
・BOOSTER 限定ポストカード（シークレット）1 枚
・BOOSTER 限定抱き枕 S サイズ（RAB,SLOTH のセット）
・BOOSTER 限定抱き枕 L サイズ（RAB,SLOTH のセット）
・デザイナーiku のイラスト付サイン色紙
・デザイナーの iku が描くリクエスト CRAFTHOLIC
原画・データ・抱き枕（サイズはデザインにより変動します）
・10 周年記念サイトにお名前（ニックネーム）掲載

★リクエスト CRAFTHOLIC コースイメージ

【告知イベントについて】
今回のプロジェクトにあわせて、吉祥寺 PARCO にて告知イベントを実施いたします。
場所：吉祥寺 PARCO 6F エスカレーター前

日時：2017 年 8 月 19 日（土）
・20 日（日）10:00～18:00

★イベント内容★
・オリジナルうちわ ワークショップ開催【参加費：500 円（材料費）】
*CRAFTHOLIC のシールをもれなくプレゼント！
・フォトスペース登場

クラフトと一緒に撮影、または自分のクラフトの撮影が出来るコーナーを設けます。

・RAB と SLOTH の着ぐるみが登場
※ワークショップは予約制となっております。詳細は、CRAFTHOLIC10 周年特設サイトをご覧ください。
CRAFTHOLIC10 周年特設サイト：http://www.craftholic10th.com/
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パルコのクラウドファンディング・サービス「BOOSTER（ブースター）
」について
「BOOSTER」は、パルコが運営する購買型クラウドファンディング・サービスです。クラウドファンディング
“crowd funding”とは、群衆“crowd”と資金調達“funding”を組み合わせた言葉です。クラウドファンディングは、
新たな挑戦を志す人や組織がプロジェクトを始める前のタイミングで、モノや サービスなどの対価を予約販売する
ことで、必要な資金をインターネット経由で生活者個人から調達するしくみです。
パルコは、投資型クラウドファンディング最大手のミュージックセキュリティーズ株式会社と連携してサービスを
提供しています。「インキュベーション（＝新しい才能の発見と応援）」を掲げてきたパルコは、「BOOSTER」を
通じて、想いや才能を持った個人がチャレンジしつづける社会が実現し、イノベーションが次々に湧き起こる世の中
を多くの人々と一緒に創りたい、と考えています。
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