平素より格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
この度、CUUSOO SYSTEM の運営するウェブプラットフォームのひとつである「CUUSOO
Classic」は 2022 年 5 月 30 日 をもちましてサービスを終了する運びとなりました。
1997 年から 25 年の長きにわたり、多くの方にご利用いただき、様々なアイディアを投稿いた
だきました。
従業員一同、心より御礼申し上げます。
「CUUSOO Classic」は、“ユーザーの欲しいをカタチにする”という CUUSOO SYSEM のミッ
ションを体現するウェブプラットフォームとして、他社に先駆けクラウドファンディングを行っ
て参りました。
以来このプラットフォームでは、ユーザーの優れたアイディアを＜無印良品＞
(https://cuusoo.com/brands/cuusoo-muji)や＜LEGO＞
(https://cuusoo.com/brands/lego-cuusoo)などといったブランドでの商品開発に反映さ
せ、他にはない商品化を実現してきました。
私たちがクラウドファンディングを実現してから 25 年が経った今では、ユーザーの意見を反映
した商品開発やクラウドファンディングで資金を集めることが一般的な手法となり、
私たちのプラットフォームが一定の役割を果たしたと考えております。
その一方で現在、自然災害や環境問題、パンデミック、戦争など様々な問題が社会を揺るがし、
私たちを不安な気持ちにさせています。
そこで私たち CUUSOO SYSTEM は、
近隣同士が協力し支え合える仕組みづくりが必要と考え、
これまで培ってきた「ユーザーの欲しい」を集めて商品化する手法を用い、
安全・安心な社会を作り上げるためのウェブプラットフォーム「みんなの場」
(https://minnanoba.cuusoo.com/)を 2021 年 9 月にスタートさせました。
私たちの豊かな生活を支える社会インフラは、高齢化や人口減少、また頻発する激甚災害などに
より、今までと同じように維持していくことは難しくなってきています。
そんな社会状況のなかこのプラットフォーム「みんなの場」は、皆が集まり協力することで「雇
用」
「防災」
「カーボンニュートラル」などの諸問題を、
ローカルエリア毎に寄り添い解決できるツールになるのではと考えています。
これからも私たちは、“ユーザーの欲しいをカタチにする”というミッションのもと、引き続きウ
ェブプラットフォームサービスを提供して参ります。
今後も変わらぬご愛顧をいただきますようお願い申し上げます。

なお、CUUSOO Classic に投稿いただいたコンテンツは、2022 年 5 月 30 日以降サーバから消
去させていただきます。
投稿いただきましたコンテンツは大変お手数ですが 2022 年 5 月 29 日 23:59（日本標準時）
までにご自身で保存いただけますようお願いいたします。
この度、
「CUUSOO Classic」というサービスは終了いたしますが、私たちは今後もユーザーの
欲しいをカタチにし、応援者を募っていきたいと思います。
この参加型でアイディアを提案・賛同するスタイルは、2021 年 9 月にスタートしたウェブプラ
ットフォーム「みんなの場」のなかでも“空想プロジェクト”として、引き継がれています。
空想プロジェクトは、こんなものあったらいいな、こんなことできたらいいな、というアイディ
アをみんなで出し合い、形にしていく参加型企画です。
「自分たちが働く場に EV バスを走らせよう」
「何歳になっても活躍できる仕事場をつくろう」と
いった、皆さんのこうしたい、これが欲しいという意見や提案を投稿していただき、
それに賛同する仲間を集めて実現していこうというものですので、今後も引き続き、応援や投稿
をお願いいたします。
「CUUSOO Classic」は以上の通りサービスを終了しますが、私たちは思い描く空想をカタチ
にするため、これからも未来をつくり続けていきます。
今後も CUUSOO SYSTEM のサービスをご愛顧くださいますよう、よろしくお願い申し上げま
す。
2022 年 5 月
株式会社 CUUSOO SYSTEM

FAQ
Q. サービス終了の影響範囲はどこまでですか？
A. 今回終了するサービスは、ユーザーの皆様から商品のアイディアとそのアイディアに対する
投票を集め、多くの投票を集めたアイディアの商品化を目指す CUUSOO Classic です。
CUUSOO SYSTEM は引き続き「ユーザーの欲しいをカタチにする」をミッションとし、
CUUSOO Classic 以外のサービスを提供していきます。
Q.会員 ID はどうなりますか？
A. 会員 ID や個人情報は削除されずに残ります。会員 ID は引き続き CUUSOO SYSTEM の運営
す る 他 の サ ー ビ ス に て ご 利 用 い た だ け ま す 。 も し 、 会 員 ID を 削 除 し た い 場 合 に は 、
operation@cuusoo.com にメールにてご連絡ください。
Q. 会員 ID が使える他のサービスにはどんなものがありますか？
A. 参 加 型 エ リ ア サ イ ト 「 み ん な の 場 」 (https://minnanoba.cuusoo.com/) が あ り ま す 。
CUUSOO SYSTEM の新しい取り組みの「みんなの場」は、
ユーザーの皆様から商品化に限らず日本の工業団地を活性化するアイディアやアイディアに対
する投票を集める試み「空想プロジェクト」を始めました。
CUUSOO Classic の後も、引き続き CUUSOO SYSTEM はユーザーの欲しいとクリエイターや
企業を結びつけ「CUUSOO」をカタチにするために活動を行って参ります。
Q. これまで投稿したプロジェクト（商品のアイディア）はどうなりますか？
A. 2022 年 5 月 30 日をもちまして、データを削除させていただきます。投稿頂いたデータ等の
コンテンツの著作権は作成者様に帰属しておりますので、ご自分で作成されたプロジェクトのデ
ータは自由にご利用いただけます。マイページから保存していただきますようよろしくお願いい
たします。
Q.投稿したプロジェクトでこれまで集めた投票やコメントはどうなりますか？
A. <アップデート日>をもちまして、データを削除させていただきます。また、<アナウンス掲示
日>をもってアイディアの商品化サポートについても終了させていただきます。<アナウンス掲示
日>以降に投票が集まった場合でも商品化サポートは実施致しません。ご了承ください。
Q. サービス終了についての問い合わせは、どちらにすれば良いですか？
A. operation@cuusoo.com にメールにてご連絡ください。

Thank you very much for your continued patronage.
As of May 30th, 2022, the web platform CUUSOO Classic operated by CUUSOO SYSTEM
will come to an end.
Since its founding in 1997, we have served a multitude of users and accepted submissions
of a wealth of ideas.
CUUSOO team wishes to thank you for your loyalty and support over the long years in
helping our service to grow and evolve.

The mission of CUUSOO SYSTEM has been to give shape to what users want, and
CUUSOO Classic has served to embody that mission as a pioneering web platform in its
industry by facilitating crowdfunding activities.
Since its founding, this platform has allowed users’ ideas to be reflected in product
development by brands such as MUJI (https://cuusoo.com/brands/cuusoo-muji) and
LEGO (https://cuusoo.com/brands/lego-cuusoo), resulting in products that never would
have existed otherwise.
In the twenty-five years since we implemented crowdfunding, it has become a common
practice to develop products that directly implement users’ ideas and to gather capital
funds via crowdfunding.
We believe that our platform has served a definitive role in this process.
In the interim, as society has been rocked by social issues including natural disasters,
environmental issues, a global pandemic, and war, we have grown concerned.
Accordingly, we at CUUSOO SYSTEM have decided that it is necessary to create
mechanisms by which neighbors can collaborate to support each other.
Using the methods that we have cultivated in aggregating users’ wants to create real
products, in September of 2021, we launched “Minnanoba”
(https://minnanoba.cuusoo.com/), a web platform where users can help create a safe society.
In an aging society subject to declining population and frequent major disasters, it is
becoming increasingly difficult to sustain the social infrastructure that supports our
affluent way of life.
We hope that, in these social conditions, the web platform “Minnanoba” will serve as a
tool for people to gather and cooperate as local communities to create solutions for issues

such as employment, disaster preparation, and carbon neutrality.
We will continue to provide web platform services with the mission of giving shape to what
users want.
We look forward to your continued support in our future endeavors.
Please note that all content posted to CUUSOO Classic will be deleted from our servers
as of May 30th, 2022.
If you wish to retain any content, we ask that you save it to your own storage prior to May
29th, 2022 11:59 p.m. (23:59 JST). We apologize for any inconvenience this may cause.
Although CUUSOO Classic is being discontinued, we hope to continue to receive
contributions in the future from those who support our vision of giving shape to what users
want.
This participatory style of service in which users provide and support each other’s ideas
are carried on in “CUUSOO projects” on the platform “Minnanoba”, which was launched
in September of 2021.
These CUUSOO projects involve users exchanging ideas about what they wish was
possible and what they hope to see happen, and then giving these ideas shape through
participatory plans.
We ask for your continued support and contributions in the form of opinions and proposals
about anything and everything you would like to see happen, whether it be the operation
of an EV bus or the creation of a workplace where people of all ages can participate.
Although CUUSOO Classic would come to an end, we hope to carry on our efforts to
create the future by giving shape to the things that we can imagine.
We look forward to your continued patronage of the services CUUSOO SYSTEM offers.
May 2022
CUUSOO SYSTEM Co., Ltd.

FAQ
Q. To what extent will the service be terminated?
A. The service that will end is CUUSOO Classic, which collects product ideas and votes from
users, and aims to commercialize the ideas that receive the most votes.
CUUSOO SYSTEM will continue to provide services other than CUUSOO Classic with the mission
of "giving shape to what users want.
Q. What will happen to my user ID?
A. Your user ID and personal information will not be deleted. You can continue to use your user
ID for other services operated by CUUSOO SYSTEM. If you want to delete your user ID, please
send an e-mail to operation@cuusoo.com.
Q. What other services can I use my user ID for?
A. There is a participatory area site “Minnanoba” (https://minnanoba.cuusoo.com/) which is a new
initiative of CUUSOO SYSTEM.
We have started the "CUUSOO project," an attempt to collect votes from users for ideas and
ideas to revitalize industrial parks in Japan.
After CUUSOO Classic, CUUSOO SYSTEM will continue to connect what users want with
creators and companies to give shape to "CUUSOO".
Q. What will happen to the projects (product ideas) I have submitted to CUUSOO Classic so far?
A. As of May 30, 2022, we will delete the data. The copyrights to the data and other contents you
submitted belong to the creators, so you are free to use the data of your own projects. You are
free to use your own project data, but please save it from My Page.
Q. What will happen to the votes and comments I have collected on my project?
A. We will delete your data as of May 30th 2022. We will also stop supporting the
commercialization of your ideas as of May 12th 2022. Even if votes are collected after May 12th
2022, we will not provide commercialization support. Please understand this.
Q. How should I contact about the end of the service?
A. Please email to operation@cuusoo.com.

