
すくすく育つ子供の今日を記録する

株式会社ジェジェミミ



Summary1.1 ジェジェミミマイルストーン

• 2021. 06 窓口プログラム3期に選定(Google/創業振興院が共同主管)

• 2021. 04 累積加入者数10万人達成

• 2021. 03 スプリングキャンプSAFE投資誘致

• 2021. 02 スプリングキャンプキャンプファイヤー4期選定

• 2021. 01 信用保証基金革新型スタートアップ選定、5億保証

• 2020. 12 ユン・ミンチャンの投資財団Seedから投資誘致

• 2020. 12 🏆 Google2020今年のアプリ・隠れた宝石部門最優秀賞

ジェジェミミは、一人でする育児ではく共にする育児で

養育者の皆を幸せにする会社です。
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• 2020. 10 🏆 教保イノステージ2期対象

• 2020. 09 GooglePlay出産/育児カテゴリー人気ランキング1位

• 2020. 09 ユン・ミンチャンの投資財団グッドスタートアップ8期選定

• 2020. 08 中小ベンチャー企業部再挑戦成功パッケージ事業選定

• 2020. 08 「スックスクチャルカッ」iOS版配信

• 2020. 06 教保イノステージ2期選抜

• 2020. 04 株式会社ジェジェミミ法人設立

• 2019. 12 「スックスクチャルカッ」Android版配信

• 2019. 08 🏆 D.camp D-day優勝及び聴衆賞



ジェジェミミは、すくすく育つ子供の姿を

Summary1.2 サービス紹介

写真・映像に整理・活用・共有する育児プラットフォームである

「スックスクチャルカッ」を作っています。
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Problem2.1 放置されている乳幼児の写真

前年例

340回

年平均スマートフォン
写真撮影回数

毎日の子供の成長を毎日残したいと思う親たちは、

飛躍的に発展したスマートフォンのカメラの性能を活用して

子供の写真を一日に数十、数百枚も撮影します。

.. ..

放置されている乳幼児の写真

이미지7,500개

(出典 : InfoTrends)

1～3歳乳幼児の親

7,500回

問題は、撮ってからそのまま携帯電話に放置されるしまうことです。
.. ..

数千枚の写真がスマートフォンのギャラリーに放置され、

検索することも削除することもできない荷物になってしまいます。
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Problem2.2 SNSでの乳幼児の写真共有に関する問題

• 子供の個人情報が公開され、児童犯罪のターゲットになる恐れがある

• 子供の写真に対する非育児人の疲労度が増加

母親が子供の写真をSNSで共有することの問題

*マムカフェ：子育てをしながらの悩みや意見、情報などを交換するママ達のインターネットの同
好会・情報交換サイトので、いくつかの地域を拠点に活発に活動する。(出典：Kpedia、訳者より)

*シェアレンティングン(Sharenting)

育児(Parenting)と共有(Share)を合わせた新造語

子供の日常を親がオンラインで共有する文化

• 世界的にシェアレンティング*を拒否する動きが広がっている

• フランスやベトナムなど、子供の写真の共有を禁止する法律を制定する

国が登場している
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「母が私の写真をマムカフェに乗せます」…恥を覚える子供たち

一部の親たち、SNSに子供のプライベートな写真を投稿

寝ている姿、食事しているところなど様々…「トイレトレーニング」の写真も

「私たちにもプライバシーがあります」恥を覚える子供たち

専門家によると「子供の写真を親が投稿する時にも子供の許可が要る」

コメント 共有

アジア経済原文 記事転送 最終修正



Solution3.1 問題解決のポイント

安全に子供の

子供の日常が記録された

デジタルデータ

検索しやすく整理

有意味な結果物に活用

安全に子供の

日常を記録・共有する

デジタルデータ

安全に共有

子供の写真の整理・活用・共有ニーズに応える「スックスクチャルカッ」
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Solution3.2 #整理 #活用 #共有ニーズに応える「スックスクチャルカッ」

毎日

子供の写真を撮ると

検索しやすく月齢別に

整理されて

. .

整理

成長動画が

記念日の度に作られて

活用

これを全て

家族と共有できます

. . . .

共有

. . . . . . . . .

重要機能1. 整理

重要機能2. 活用

重要機能3. 共有

画像解析による乳幼児の写真/動画の自動整理

AI自動成長動画制作システムによる記念日動画を提供

指定された人たちと子供の写真を共有することができるPrivate community機能
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Solution3.3 ソリューションの成果

20

40

60

80

100
100%

40.4%
34.2%

31.9%

29.9%

30.1%

• 出生児10人のうち2人が加入

• 累積加入者数12万人
• アプリをインストールしてから5週間後にも

ユーザーリテンション率(定着率)30％を維持

• アクティブユーザーの月平均訪問回数：32.31回

0
0週目 1週目 2週目 3週目 4週目 5週目

正確なニーズの把握により、たった1年で育児必須アプリに成長
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Solution3.3 ソリューションの成果

Google Playstore 2020年 今年を輝かせたアプリ 隠れた宝石部門 最優秀賞
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Market & Target4.1 育児市場の規模

4,356
万ウォン

0～2歳の子育て費用通計
• 人数が少ないからもっと大切な「ゴールドキッズ」

• 一人の子供のために8人の大人が消費をする「エイトポケット」

• 高くなった出産年齢による経済的余裕

低下する出生率、育児市場は本当に魅力のない市場なのでしょうか？

出典 : KICCE消費実態調査

2009年 2012年 2017年 2020年

2,466万ウォン

月68万ウォン

3,064万ウォン

月85万ウォン

3,934万ウォン

月109万ウォン

月121万ウォン

兆
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Market & Target4.1 育児市場の規模

チャイルドケアサービス 子供服 育児用品 離乳食 乳幼児教育

2019年比の市場規模2倍増加

政府支援予算1,200億ウォン

3兆8000億ウォンの市場

2014年比1.8倍増加

4兆ウォンの市場

10年ぶりに3倍増加

3000億ウォンの市場

世界ランキング位の規模

乳幼児私教育市場3兆ウォン

年平均20％成長

全ての分野で市場が急速に成長しているが、まだ育児市場のKey playerは不在している
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Market & Target

4.2 メインターゲット

東南アジア

欧州

国別0～5歳の子供

5,700万人

2,000万人
1～5歳の子供の母

182万

祖父母、叔母、叔父など
Eight Pocket含む

約1,000万

「スックスクチャルカッ」のメインーゲットは、5歳以下の子供を育てる母親であり、韓国で約182万人

今後、メインターゲットの国に進出すると、韓国比約50倍の市場になる

北美

韓国

750万人

182万人
30万

毎年
出産する産婦
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Competition5.1 競合他社分析

Family album Tiny beans Bebememo

配信国 - 日本 - オーストラリア - 中国

主なサービス
- 写真/動画の保存・共有

- 写真プリント

- 写真/動画の保存・共有

- 成長のマイルストーン記録

- 写真/動画の保存・共有

- 子供に特化された撮影機能

特記事項
- 日本のSNS企業Mixiの子会社

- 海外進出、北米で人気

- オーストラリア証券取引所ASXに上場

- 全体の80％が北米のユーザー
- 類似企業であるPeekaboo momentsとM&A

海外で躍進している競合他社は、最近、韓国市場への参入に積極的に取り組んでいるが、

ローカライズに制約があるため、韓国でのサービス拡張が難しい
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強み
- サーバー容量無制限

- 積極的な海外進出(北米、欧州)

- ウォルトディズニーのうち100以上のロー

カルパートナーを各国に保有

- M&A後、積極的なマーケティング

- ステッカー機能など、撮影機能に強みがある

弱み - Cloudの形で拡張に制限がある - 広告の非個人化及び過度な広告 - 個人情報流出の問題が存在



Competition5.2 競合他社より差別化されたコアバリュー

乳幼児のメディアデータを最も速く確保する企業

17,000,000

12,200,000件
• メディアコンテンツの期間別分類技術に関する特許出願

• 現在加入者数12万人/累積アップロードデータ 1,700万件

8月7月6月3月 4月 5月 9月 10月 11月 12月

41,300件
16,400件 21,700件

72,900件 109,000件 158,000件 217,000件 361,000件
1,258,000件

2,568,000件

1月

4,270,000件

2月 3月 4月 5月

5,452,000件

6,945,000件

8,230,000件

2月

9,415,000件

現在

• 現在加入者数12万人/累積アップロードデータ 1,700万件

• アクティブユーザー1人当りの1日のアップロードデータ6.2件 (インスタ
グラムの30倍)

• 乳幼児の写真/映像を一日に平均100,000件アップロード
(韓国のインスタグラムに一日に投稿される子供の写真は約3万5千件)

• 写真別に正確な子供の生後日齢情報を保有
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Competition5.2 競合他社より差別化されたコアバリュー

Instagram

#スックスクチャルカッ
#ファミリーアルバム #ベベメモ

10件#スックスクチャルカッ

2,500件

300件
10件

子供の写真を活用して、他人に共有できる高いクオリティーの結果物を提供
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5.2 Competition

競合他社より差別化されたコアバリュー

39か月と12か月の2人の子供を育てている親であるこそできる
顧客の立場での明確な問題意識と解決
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To-be & BM6.1 サービス拡張方向

既存の実証されたコアソリューションをベースに、2021年には母たちのコミュニティを構築して育児プラットフォームに拡張

JEJEMEME Inc



6.1

なぜ? ソリューションからコミュニティに拡張する？

To-be & BM

サービス拡張方向

既存のコアソリューションによって流入されたターゲット

残りのターゲットに浸透するためには、

顧客に提供できる新しい価値が必要
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なぜ? 今なのか?

(実際に産後調理院関連インスタグラムのコンテンツに投稿されたユーザーコメント)

6.1 To-be & BM

サービス拡張方向
*調同(チョドン)：産後調理院(サヌチョリウォン、産後に母体をケアする韓国の施設）に

同じ時期に入所した同期の友たちを略したもの。(訳者より)

記憶に残る

調理院同期がいますか?

• 長期化したコロナによって調理院の同期や文化センターの同期を作ることができなくなり、前例のない育児孤立に陥った状況

• マムカフェの欠点を補完・代替できる新しいコミュニティが必要
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To-be & BM6.2 コミュニティでのベータテスト結果

7月10日
(ベータテスト)

7月24日
(2週間運営後)

アプリ内

• 120人のベータテスターが参加

• 累積投稿数1,300件

• 子供の写真が含まれた投稿94％

ベータテスト実施
(07.11～07.24)

アプリ内
総照会数

127,960 214,330  (67%増加)

アプリ内
イベント数

213,581 399,387 (87%増加)

DAU 8,054 12,033 (49%増加)

WAU 20,356 23,114 (14%増加)

MAU 38,408 41,785 (31%増加)

ベータテスト実施結果、アクティブ度の増加と品質の投稿を確認

実際にレシピを共有した投稿や育児用品お進めコメント
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To-be & BM6.2 ベータテスト結果

• 子供の写真が含まれた投稿94％

• 全ての作成者は、実際に子育てをしている母親だと

いうことを認証

• レシピや遊び方、衣服などの情報共有が中心

VS
従来のマムカフェや他の育児コミュニティの投稿 スックスクチャルカッコミュニティの投稿

• 投稿の99％が単純なテキストで構成

• 匿名掲示板中心の活性化

• 単純な質疑応答または広報性投稿が中心
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To-be & BM6.2 ベータテスト結果

Private領域

(自分/家族)

Public領域

(同じ年配の養育者)

「スックスクチャルカッ」は、子供の写真を投稿するサービス 写真ベースのコミュニティへの自然な認識転換が可能
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To-be & BM6.3 「スックスクチャルカッ」コミュニティ＆コマースの方向

Concept : 子育てもキャリアになりますか？

子育ては、本当にキャリアになりませんか？子育ての経験と価値が新たなキャリアになることはできないでしょうか？

Contents
(in Community)

スックスクチャンネルでは、あらゆる子育ての経験が実際の価値に換算されます。

Coin
(in Commerce)
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To-be & BM6.3 「スックスクチャルカッ」コミュニティ＆コマースの方向

自分の経験に

人々が共感してくれます。

スックスクコインは、

スックスクモールで

自由に使えます。

スックスクコインを活用したスックスコミュニティの活性化

チャンネルに

自分の子育ての経験を

共有します。

あなたが受けた共感は

スックスクコインに

変わります。
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他の補償型コミュニティ/子育てコミュニティとの差別点

時間が経過すると誰も見ない投稿？

私の子育て経験は、時間が経っても価値があります。

今は必要ない投稿や広告性投稿ではなく、現在の自分に

最も必要な実際のママたちの経験を見ることができます。

ViewerWriter

To-be & BM6.3 「スックスクチャルカッ」コミュニティ＆コマースの方向

• 投稿した時間ではなく、投稿した時の子供月齢をベースに

同じ月齢のママたちに露出される

• タイムリミットがないため、自分の経験で持続的な収益を

創出することができる

• 様々な育児カテゴリーの中で、自分の状況に合った投

稿をを自分の子供の月齢に合わせて選択できる

• 投稿者のスックスクチャルカッ利用パターンの分析や他

のユーザーの共感/通報などをもとに、広告性の投稿を

自動フィルタリングする

• 運営者が製作したり、運営者によって内容/順位などが

変更されずに、透明に開示されるコンテンツ
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To-be & BM6.4 Business Model

有料プラン

整理機能

• AI自動アップロード

• 容量無制限

• 長い映像/高画質映像の投稿

「スックスクチャルカッ」主要機能を活用したBusiness Model

コマース連携

売上

活用機能

共有機能

• テンプレート追加(初誕生日/百日)

• 映像を編集する(スタンプ/音楽など)

• フォトブック、写真プリント

• 家族間コミュニティ

• テーマ別ママコミュニティ

サービス運営のための基本BM

今後の重要BM

JEJEMEME Inc



シリコンバレーに進出した大学生の抱負
コミュニティ型のウィジェット「シルタレ」(2008～2010)

グローバルサービスへの挑戦
旅人のための地域ベースのSNS AyoTrip(2015〜2017)

Team7.1 失敗経験

 シリコンバレー・スタートアップ大会「テッククランチ」ファイナル最年少選定

 大韓民国人材賞「大統領賞」受賞 (2009)

 WebからAppへの変化に対する対応不足で失敗

 25カ国117の都市を直接旅行して製作したデジタルノマドプロジェクト

 世界中にGlobal配信

 ターゲットの精密分析と集中の不備による失敗

2回の失敗かた学んだ失敗しない方法
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Team7.2 チームメンバーの力量

• 前サムスン電子Network事業部前

COO 
Business Manager

JEJE

• 前テレコム/ Network戦略本部
- Network Data transformation推進
- 4G / 5G 事業計画樹立

• 前サムスン電子MSCインターン
Instant Messaging Push技術特許出願

• 著書、始まりははいつも正しい

• 前テレコム/プラネットPM
• 前シルタレCEO
• テッククランチファイナリスト
• こういう時はこれ – AIを活用したミーム分析及び

タギングサービス
• 大韓民国人材賞、大統領賞受賞
• 著書、始まりはいつも正しい

MEME
CEO

Product Owner
2回の失敗を一緒に経験して

共に成長してきたCo-founder

• 前サムスン電子Network事業部
- 特許検索サービス開発
- 基地局用dspソース開発及びテスト

• 画像面接システム開発
• タグベースのギャラリーアプリケーション開発
• 駐車代行や代行運転など、コンシェルジュサー

ビス開発

• 前サムスン電子ソフトウェアセンター
- 韓国型P3P開発
- SSAT放送管制プロジェクト
- タイゼンWebkit, WebUI

• 前シルタレCTO
• Microsoft MVP

CTO
Android Engineer

CTO
iOS/Server Engineer

ZACHRAY

ODE SATURN Cherry RAIN DENVER
Product Owner Designer Marketer Android Engineer iOS Engineer

RAMY
Administrator

BOKI
Designer

JEJEMEME Inc



ありがとうございます。
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