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ソーシャルベンチャー・パートナーズ東京（SVP東京） 
2023年 第19回 投資・協働先の募集について 「募集要項」 

ソーシャルベンチャー・パートナーズ東京（SVP東京）は、社会的な課題の解決に取り組むソーシャルベン 
チャーを、投資・協働先として募集いたします。SVP東京からの投資やパートナーとの協働にご興味を持たれた
団体は、以下の内容をよくお読みいただきご応募ください。 

 
 

★まずは募集説明会（オンライン／3月12日10:00～）への参加をご検討ください 
※参加は必須ではありません 

 

SVP東京の理念、活動内容、選考プロセス等について理解を深めていただくために、募集説明会（オンライン）を
開催します。下記ページ内にあるアンケートフォームで参加の申し込みが可能です。 

 

2023年投資協働先募集のお知らせページ 
 

※過去の協働先団体をお招きし、具体的な協働内容・成果などをお話いただく予定です。 

※Zoomを使用します。フォームより参加申込された方に事前にリンクをお送りいたします 

 

 
【応募・選考のプロセス】 

 

①書類応募 メールにて受付 
A「応募表明フォーム」 
B「セオリー・オブ・チェンジ」 

〆切： 
2023年3月31日(水) 23:59まで 
（時間厳守！） 

◆口頭補足説明会 
（任意） 

１団体10分で応募書類の補足説明をする
機会を作っております 

4月8日(土)、4月9日(日) 

◆追加ヒアリング 必要に応じて 
（※オンラインで実施予定） 

～5月中旬 

②一次選考 SVP東京の内部で実施 
（※通過団体は二次選考へ） 

5月27日(土) 

③二次選考 団体プレゼン 
（※代表もしくは代理の参加必須） 

7月15日(土)予定 

④最終選考 SVP東京の内部で実施 
（※最終審査） 

7月下旬～8月上旬予定 

★協働実施 SVP東京による支援開始 10月～ 

 

 
 

① 書類応募 
 

一次選考は、提出書類に基づく書類選考となります。電子メールにて以下の書類を提出してください（電子メー
ル以外では受け付けていません）。上記の締め切りに間に合わない場合、選考対象と致しませんので、余裕を
もってご応募ください。 

 

▼▽▼提出書類▼▽▼  ※ファイル容量は全書類あわせて最大5MBでお願いします。 

https://www.svptokyo.org/2023/02/19/2023_dantai_boshu/
https://www.svptokyo.org/2023/02/19/2023_dantai_boshu/
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A「応募表明フォーム」（Ａ４サイズ４ページ以内）【必須】 

ダウンロードした所定の書式に必要事項を記入し、PDFファイルに変換してください。 
 

B「セオリー・オブ・チェンジ」（Ａ４サイズ１ページ）【必須】 
書式は問いません。ワード、パワーポイント、手書き等で作成した後、PDFファイルに変換してください。 
※選考では、応募団体のセオリー・オブ・チェンジを重視しますので、応募資料「セオリー・オブ・チェンジの
記入ガイド」をお読みになり、団体のミッション、活動、ステークホルダーを適切に反映したものを作成してく
ださい。不明な点がある場合は、お気軽にお問い合わせください。 

 

※ご提出の際、上記A、Bは一つのPDFファイルに統合し、ファイル名は「貴団体名_応募表明フォーム」としてく
ださい。貴団体名には、株式会社、一般社団法人、特定非営利活動法人等の法人格を表わす名称は入れずに
ご記載ください。 

 

【応募書類の送付先／お問い合わせ先】 
svpt.inquiry@svptokyo.org 「SVP東京 第19回投資委員会」宛 

 

◆ 口頭での書類補足説明（任意）：2023年4月8日(土)、4月9日(日) (1団体10分間) 

最大10分間で書類内容を口頭で補足説明できる機会を設けておりますので、是非ご活用下さい。説明の時間帯
の調整に関しては、応募受付後にメールでご案内差し上げます。(他団体の都合も勘案し、時間変更のご相談を
させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。) 

 

◆ 追加ヒアリング：～5月中旬 
ご応募いただいた団体に対して、必要に応じてSVP東京パートナー有志による、追加ヒアリングを行う場合があ
ります（オンラインでの実施を予定しております）。ヒアリングでお聴きした内容は、応募書類と並んで一次選考の
重要な資料となりますので、実施する際には、ご協力のほどよろしくお願いします。 

 

＊注意事項＊ 

➢ 提出書類のテンプレートは、HP「2023年投資‣協働先募集のお知らせ」ページ下部にあるアンケートフォーム

回答後に出てくるページよりダウンロードしてください。 

➢ 特許・実用新案権等の知的財産権、及び営業秘密やノウハウなどの情報の法的保護については、応募者の 

責任において対策を講じたうえで、一般に公表しても差し支えのない内容でお願いします。SVP東京は、応募
書類に記載された情報をパートナー以外に開示することは予定しておりませんが、本件に関していかなる責任
も負いかねますのでご注意ください。 

➢ 選考過程において、追加的な資料のご提出をお願いすることがあります。 

➢ 提出書類はSVP東京における審査の目的のためにのみ使用いたします。なお、締め切り後２～３日以内に受 

領確認のご連絡をいたしますが、万一受領確認メールが届かない場合は、お手数ですが上記問い合わせ先
にご連絡ください。 

➢ ヒアリング等を通じて選考途中で知り得た情報で、応募団体が公表されていない情報は、SVP東京としては公

表いたしません。デリケートな内容についてお話いただく際は、念のため公表を望まない旨をお伝えください。 

➢ 個人情報等の取扱いにつきましては、文末の「個人情報の取扱い指針」に沿って対処いたします。 

 

 
② 一次選考 : 5月27日(土) 

例年、SVP東京パートナーが一堂に会し、まる一日かけて審議を行います（団体様のご出席はありません）。基
本的に、審議する主体はSVP東京パートナーのみとなります。選考結果は速やかにご連絡いたします。 
一次選考を通過された団体には、その後、SVP東京パートナー有志（「仮Vチーム」と呼んでいます）と協力して、
二次選考に向けた提案とプレゼンテーションをご準備いただきます。提案とプレゼンの内容は、二次選考に大き
く影響するため、二次選考までの1か月半余りの期間中、仮Vチームと通過団体とは何度も打ち合わせを行うこ
とになります。この期間を通じて、仮Vチームと団体との間に信頼関係を築くことによって、選考通過後もスムー
ズにSVP東京との協働に移行できるようになります。なお、仮Vチームのメンバー全員が選考後の協働に加わる
ことは保証されていません。予めご留意ください。 

 

③二次選考 :  7月15日（土）（予定） 

mailto:svpt.inquiry@svptokyo.org
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一次選考同様、SVP東京パートナーが一堂に会し、まる１日かけて行います。 
一次選考を通過した団体には、午前から午後の早い時間にかけて30分ほどのプレゼン（対面／オンラインは 
追って決定）を行っていただきます。プレゼンへの参加は必須ですので、あらかじめ代表者などの日程確保をお                                                                    
願いいたします。（登壇時間の調整は可能） 

一次選考通過団体によるプレゼンと質疑応答を終えた後、SVP東京パートナーのみが参加して、審議を行い
ます。その議論に基づいて、二次選考通過団体を決定の上、団体ごとにSVP東京パートナー有志からなる協働
チーム（「Ｖチーム」と呼んでいます）を組成します。選考結果は速やかにご連絡いたします。 

 

④ 最終選考 : 7月下旬～8月上旬 
最終選考では、SVP東京の理事を中心に、投資・協働計画の内容を審議します。その際、必要に応じて、計

画の見直し・修正をお願いする場合があります。SVP東京の持つリソースとのマッチングや法令遵守の観点等を
総合的に勘案し、最終的な投資・協働先を決定します。 

 

★ 協働実施： 10月～ 
今後の投資・協働の計画について団体とVチームで合意した後、実質的な協働が始まります。資金については 

SVP東京との間で契約を締結、手続き等が完了後、振り込みます。契約期間は通常、10月1日から1年間です。 
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【投資・協働の概要】 
○ 協働の期間：最大2年間。投資・協働の契約は1年ごととし、1年目終了時にSVP東京との協働成果をレビュー

します。その結果によっては、1年で投資・協働が終了することもありますのでご留意ください。 
○ 資金の提供：SVP東京のパートナーによる拠出を主な原資として資金を提供します（1団体あたり年間最大100 

万円）。 
 

SVP東京では、これまで投資・協働先に対して、経営戦略、事業運営、財務戦略、マーケティング、組織編成、
人材戦略、資金調達、広報PR、IT、法人格取得等の分野で協働してきました。また、SVP東京やパートナー 
個々の持つネットワークを活用し、他団体とのつながりや新しい事業の展開に結び付けてきました。 

 

過去3年間の投資・協働先は以下の通りです。 
 

＜2022年度＞ 

・合同会社Renovate Japan https://www.renovatejapan.com 

・阿波ツクヨミファーム（株式会社経親） https://awatsukuyomi.com/ 

・一般社団法人Robo Co-op https://roboco-op.org/ 

 
＜2021年度＞ 

・特定非営利活動法人ソンリッサ https://tayory.com/ 

・mog株式会社 https://kodomo-mog.jp/ 

・一般社団法人シブヤフォント https://www.shibuyafont.jp/ 

・株式会社イノP https://farmer-hunter.com/ 

 
＜2020年度＞ 

・株式会社おてつたび https://otetsutabi.com 

・特定非営利活動法人ピルコン https://pilcon.org/ 

・一般社団法人ホワイトハンズ https://futeras.org/ 

・特定非営利活動法人サンカクシャ https://www.sankakusha.or.jp/ 

 
 

 
【投資・協働先の選考基準】 
選考は、応募書類、プレゼン等の情報を基に、次の５つの視点とセオリー・オブ・チェンジを参考にパートナーが
議論を重ね、パートナーの共感を重視した上で決定しています。 

 

５つの選考基準 
 

起業家精神 起業家の使命感・魅力、チームのバランス、団体のミッション・ビジョン
事業モデル 事業モデルの革新性、事業の持続可能性、事業の拡大可能性 
社会的インパクト 問題解決へのインパクトや、スケーラビリティ（社会への広がり）の可能性
共感性 社会や顧客、応援者や仲間への訴求性、社会からの共感性 
SVPとのマッチング 投資先が持つ課題と、SVP東京のリソースとの適合性 

 

セオリー・オブ・チェンジ 
その事業が社会的なミッションの実現を目指すものである限り、テーマ／分野、組織形態、実績の有無は、基本
的に問いませんが、団体のセオリー・オブ・チェンジ（社会を変える変化のみちすじ）について特に重点を置いて
議論しますので、この点を十分にご理解の上、作成をお願いします。 

 
 

【投資・協働中及び終了後の協力】 
協働開始後はSVP東京の行なうイベント・執筆・講演等の活動に対し、団体の事業活動に支障を来さない範囲
においてご協力をお願いすることがありますので、ご理解ください。 

http://www.renovatejapan.com/
https://tayory.com/
https://kodomo-mog.jp/
https://www.shibuyafont.jp/
https://farmer-hunter.com/
http://www.sankakusha.or.jp/
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【団体概要】 
名称：NPO法人ソーシャルベンチャー・パートナーズ東京 
事業開始： 2003年（任意組合、合同会社を経て、2012年よりNPO法人）
代表者： 神代伸一、瀬川将之、桐ヶ谷昌康、戸田有美 
パートナー数：114名 （2023年1月末現在）
ホームページ： https://www.svptokyo.org/ 

住所： SHIBAURA HOUSE 〒108-0023 東京都港区芝浦３丁目１５−４ 

 

当法人が主催する「SVP東京 第19回 投資・協働先の募集について（以下「投資委員会」）」において
お預かりした個人情報の取扱い指針について 

 

個人情報のご記入・ご入力は下記事項についてご確認・ご同意の上で行ったものとみなさせていただきます。
必ずご確認ください。 
a) 当法人の個人情報のお取り扱い等についてご質問等ございましたら、下記連絡先までご連絡ください。

連絡先：Eメールアドレス info＠svptokyo.org 

NPO法人ソーシャルベンチャー・パートナーズ東京 担当者 
（※お電話でのご対応はいたしかねます。予めご了承ください。） 

b) 当法人が主催する「投資委員会」において取得する個人情報の利用目的は以下のとおりです。 
なお、下記以外には、個人情報保護法等の関係法令規定に基づく照会などがあった場合、個人情報の提供をする場

合がございます。 
・ 当法人が実施する投資委員会に関するご案内、情報提供 
・ 当法人が実施する投資委員会における審査 
・ 当法人が実施する投資委員会における審査時の依頼や質問、ヒアリング、問い合わせ 
・ 当法人が実施する投資委員会の説明会に関するご案内、情報提供、参加手続き等 
・ 当法人が提供するサービス・商品等のご案内、情報提供 
・ 当法人の投資・協働先（過去も含む）におけるサービス・商品及び推奨するサービス商品等の案内、情報提供 
・ 当法人が推奨する社会起業分野・ソーシャルベンチャーに関連するイベントやサービス等のご案内、情報提供 
・ 当法人が行う調査へのご協力依頼 
・ お問い合わせ対応（ご返信・ご連絡等） 
・ その他、当法人がご連絡する必要があると判断した場合 
C) お預かりした個人情報は、開示対象個人情報として、原則として、開示、訂正、追加又は削除、利用又は提供の拒否

に応じさせていただく対象となることがあります。この手続きに関しては上記連絡先までご連絡ください。 
D) 個人情報を記載するか否かは、ご本人様が任意にご判断いただけます。ただし、情報をご提供いただけない場合、参

加処理や情報提供が適切になされないという不都合が生じる可能性があります。このような事態が発生する可能性が
あり、また発生した場合にも、当法人及び当法人関係者は損害賠償等の責めに帰さないことを予めご了承ください。 

https://www.svptokyo.org/
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TOP お問い合わせ プライバシーポリシー English   

 
 

 

 

 
 

2023年 投資・協働先募集のお知らせ 

ソーシャルベンチャー・パートナーズ東京（SVP東京）は、社会課題の解決に取組む革新的な事業に取

り組むソーシャルベンチャーを、投資・協働先として募集します。 

 

 

私たちは、2005年より社会起業家との協働を開始し、これまで60以上の団体と一緒に社会課題の解決を

目指してきています。100名を超えるビジネスパーソンであるパートナーが一人一人の専門性を発揮し、チ

ームを作って伴走役を担うことによって、団体の組織基盤強化（キャパシティビルディング）や社会的イ

ンパクトの拡大に向けた支援を実施してきました。 

 

 

社会起業家との出会いは、わたしたちにとっても世界を見る視野を大きく広げ、また一人一人が生きる

意味を考える大きなきっかけを与えてくれます。 

 

 

本年も素晴らしい起業家のみなさんとお会いするために、投資・協働先選考を開始いたします。100名以

上のパートナーが半年近い期間をかけて、みなさまがとりくむ社会課題と事業について理解を深め、議論

を重ねていきます。みなさまからのご応募をパートナー一同、心から楽しみにしております。 
 

投資・協働先募集について詳しい情報はこちらから 
 

＜クリック⇒ 募集要項 ⇐クリック＞ 

 

 

投資・協働先応募期間 
 

募集開始：2023年2月20日（月） 

応募締切：2023年3月31日（金）23:59 

投資・協働先募集説明会 

SVP東京との投資・協働についてお伝えする説明会を開催いたします。

現役パートナーの他、過去の投資協働先の代表にもご登壇いただき 

わたしたちとの協働についてお話しいただきます。

日時：3月12日（日）10：00～ 

http://www.svptokyo.org/2023/02/19/2023_dantai_boshu/
https://www.svptokyo.org/
https://www.svptokyo.org/contact/
https://www.svptokyo.org/privacy-policy/
https://www.svptokyo.org/en/
https://www.facebook.com/SVP-Tokyo-329977408123/
https://twitter.com/svp_tokyo
https://www.svptokyo.org/wp-content/uploads/2023/02/02_SVPtokyo_2023_application_instruction.pdf
https://www.svptokyo.org/
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オンライン（zoomを使用）での開催になります

選考スケジュール 

 

 

 

 

 

 
 

※各日程の詳細、応募方法については、「投資・協働先募集要項」をご確認ください。

応募書類ダウンロード／参考資料／説明会申し込み 

・応募を検討いただける場合、簡単なアンケートフォームへの回答をこちらからお願いします。 

⇒説明会の参加希望の確認も兼ねています（回答項目があります） 

⇒全部の回答を終了すると、応募表明フォームのダウンロードができますので、そのまま画面を閉じな

いでください。過去の投資・協働先の応募書類の実例もご覧いただけます。 

※SVP東京では「セオリー・オブチェンジ」（変化を起こすための道筋）を重視し、応募書類でも記入を

お願いしていますが、その内容や書き方に関する参考資料もあります。 

 
 

お問い合わせ 

投資・協働先の募集に関するお問い合わせは、下記までお願いします。

連絡先： svpt.inquiry@svptokyo.org 
 

2023.02.19 | お知らせ

関連投稿 

2月20日 投資・協働先募集開始 

3月12日 投資・協働先募集説明会 

3月31日 投資・協働先募集締切り 

4月8・9日 応募団体による口頭補足説明（任意） 

5月27日 1次選考 

7月15日（予定） 2次選考 

7月下旬～8月上旬 最終選考 

10月～ 協働開始 

 

http://www.svptokyo.org/2023/02/19/2023_dantai_boshu/
https://www.svptokyo.org/wp-content/uploads/2023/02/02_SVPtokyo_2023_application_instruction.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmzoBESKLFXsfYKekMsF5FXK2sy5pcU2oiNcMD8ID2bJDDRQ/viewform?usp=sf_link
mailto:svpt.inquiry@svptokyo.org
https://www.svptokyo.org/category/category-info/
https://www.svptokyo.org/category/category-info/
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SVP東京 2023年度入会希望者向け説明会を開催します 

SVP東京 2020年度協働団体の卒業記念イベントを開催します！ 

http://www.svptokyo.org/2023/02/19/2023_dantai_boshu/
https://www.svptokyo.org/2022/11/20/2023_partner_recruiting/
https://www.svptokyo.org/2022/11/20/2023_partner_recruiting/
https://www.svptokyo.org/2022/11/20/2023_partner_recruiting/
https://www.svptokyo.org/2022/11/20/2023_partner_recruiting/
https://www.svptokyo.org/2022/09/21/2020graduate/
https://www.svptokyo.org/2022/09/21/2020graduate/
https://www.svptokyo.org/2022/09/21/2020graduate/
https://www.svptokyo.org/2022/09/21/2020graduate/
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SVP東京 2022年度 投資・協働先3団体決定！ 

カテゴリー 

お知らせ 
 

 

イベント 
 

 

協働ストーリー 
 

 

パートナーストーリー 
 

 

企業連携事例 
 

 

コラム 
 

 

  すべてのニュースを見る 

 

最近の投稿 

 2023年 投資・協働先募集のお知らせ 
 

 Vol.15「こういう人たちが日本を変えるかもしれないって、心から思えるという初めての体験」 
 

 Vol.14「大変でも一番学びが多そうな環境に飛び込もう」 
 

 SVP東京 2023年度入会希望者向け説明会を開催します 
 

http://www.svptokyo.org/2023/02/19/2023_dantai_boshu/
https://www.svptokyo.org/2022/09/20/svpt2022/
https://www.svptokyo.org/2022/09/20/svpt2022/
https://www.svptokyo.org/2022/09/20/svpt2022/
https://www.svptokyo.org/2022/09/20/svpt2022/
https://www.svptokyo.org/2022/09/20/svpt2022/
https://www.svptokyo.org/2022/09/20/svpt2022/
https://www.svptokyo.org/category/category-info/
https://www.svptokyo.org/category/category-event/
https://www.svptokyo.org/category/category-investments/
https://www.svptokyo.org/category/category-partners/
https://www.svptokyo.org/category/category-collaboration/
https://www.svptokyo.org/category/category-column/
https://www.svptokyo.org/news/
https://www.svptokyo.org/news/
https://www.svptokyo.org/2023/01/29/vol-15-these-people-may-change-japan/
https://www.svptokyo.org/2023/01/29/vol-15-these-people-may-change-japan/
https://www.svptokyo.org/2023/01/09/vol-14%e3%80%8c%e8%87%aa%e5%88%86%e3%82%92%e9%8d%9b%e3%81%88%e3%82%89%e3%82%8c%e3%82%8b%e7%92%b0%e5%a2%83%e3%81%ab%e8%ba%ab%e3%82%92%e7%bd%ae%e3%81%8f%e3%80%8d/
https://www.svptokyo.org/2023/01/09/vol-14%e3%80%8c%e8%87%aa%e5%88%86%e3%82%92%e9%8d%9b%e3%81%88%e3%82%89%e3%82%8c%e3%82%8b%e7%92%b0%e5%a2%83%e3%81%ab%e8%ba%ab%e3%82%92%e7%bd%ae%e3%81%8f%e3%80%8d/
https://www.svptokyo.org/2022/11/20/2023_partner_recruiting/
https://www.svptokyo.org/2022/11/20/2023_partner_recruiting/
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 Vol.13「本業や家庭以外のところで得られる学びや出会いは、人生の中で本当に大きい」 
 

 

 

アーカイブ 
 

 2023年 

 2022年 

 2021年 

 2020年 

 2019年 

 2018年 

 2017年 

 2016年 

 2015年 

 2014年 

 2013年 

ニュース 

SVP東京 

SVP東京とは 

メッセージ / 代表紹介 

団体概要 

 

投資・協働 

投資・協働とは 

投資・協働団体一覧

協働ストーリー 

 

パートナー 

パートナーとは 

パートナーストーリー 

http://www.svptokyo.org/2023/02/19/2023_dantai_boshu/
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https://www.svptokyo.org/2016/
https://www.svptokyo.org/2015/
https://www.svptokyo.org/2014/
https://www.svptokyo.org/2013/
https://www.svptokyo.org/about/
https://www.svptokyo.org/about/
https://www.svptokyo.org/message/
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企業連携 

企業連携とは

企業連携事例 
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