
APT Women (Acceleration Program in Tokyo for Women）公募説明会
8月31日(木) 19:00-20:00 @ SENQ霞が関 (2階)

東京都女性ベンチャー成長促進事業APT Women運営事務局
（注）本事業は、トーマツベンチャーサポート株式会社が運営しています。



APT Women 運営事務局

コンテンツ 概要

事業説明

1. 事業の背景と目的

2. 事業の概要

3. プログラム

 国内アクセラレーションプログラム

 海外派遣プログラム

4. 応募資格/プロセス

5. 審査基準

19:05-19:35

時間

開会挨拶 ご挨拶 / Ice Break19:00-19:05

公募説明会スケジュール
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質疑応答 会場のご質問にお答えします19:35-20:00

*お帰りの際にアンケート提出にご協力頂けますよう、どうぞ宜しくお願い致します
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本事業の背景と目的

女性ベンチャーに経営知識・スキル・ネットワークを提供してスケール
アップを実現し、国内発展型・海外進出型ロールモデルを創出します
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約3ヶ月間のスケールアッププログラムを提供し,

女性ベンチャーの構想実現サポートを行います。

女性ベンチャーの国内発展又は海外進出を
サポート、さらにその姿をロールモデルとして

都内から女性ベンチャーの成長志向を醸成します。

スケールアップに必要な経営知識・スキ
ル・ネットワークを獲得を支援します

目的背景

日本は女性ベンチャーが活躍しているケースが

少なく、また女性ベンチャーにとって活躍しやすい
環境とは言えません。

女性ベンチャー数について
女性
15%

男性
85%

参考：起業家の性別割合（2012年時点）

日本では、ベンチャー起業家に占める女
性の割合は、男性と比較すると大幅に少
ない状況です。

都内ひいては日本の女性の成長志向を
中長期的に醸成します。

本事業の情報発信・ブランディングを通して、上記
ロールモデルの姿を広く啓発し、これまで「プチ起業家」
に留まっていた女性起業家の成長志向を醸成します。

参考：女性ベンチャーに望ましい国際経済都市ランキング（2016年度）

*1: 学校を卒業してから現在の事業を始めるまでの間に、1年間以上仕事に就かないことを意味

出所：日本政策金融公庫論集第23号（2014年5月）、中小企業白書（2012）、調査東京商工リサーチ、Dell High-Potential Women Entrepreneur Cities Index 2016を基に作成

50の国際経済都市を調査した結果、東
京は世界で17位、アジアで6位であり、
アジアの都市の中ではシンガポール、
北京、香港、台湾、上海を下回ります。

1 New York

2 Bay Area

3 London

17 Tokyo
・
・
・

女性ベンチャーの成長環境について
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事業全体の概要

国内外でプログラムを開催し、女性ベンチャーが目指す
スケールアップ構想の実現をサポートします

*1 派遣外の方へは別途参加いただけるプログラムを予定しています
*2 :派遣先は事前アンケートにより決定するため、今後変更の可能性がございます

シリコンバレー
（予定）

ニューヨーク
（予定）

東京
女性
起業家

シンガポール
（予定）

成長志向のある女性ベンチャーに対して、スケールアップ又は海外展開に必要な経営
知識・スキル・ネットワークの獲得を目指すプログラムを受講料無料にて提供します。

事業概要

参加者募集

国内アクセラレーション
プログラム 海外派遣プログラム 報告会

申し込み：
H29に1回（20社選抜）

H30に2回（各10社選抜）

対象：参加者全員

期間：約3か月

対象：海外選抜者のみ*1

期間：約2週間

派遣予定地：SV, NY, Singapore*2

キックオフイベント参加者募集＆審査

対象：参加者全員 対象：参加者全員
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合計40社の女性ベンチャーを三期に分け、国内外でのスケールアップ
実現を支援していきます

2017 2018 2019 

6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

マイルストーン

イベント

スケジュール

第一Kick Offイベント

第一回プレスリリース

第三回
報告会

第1期
(20社)

第二回報告会第一回報告会

国内アクセラ
レーション
プログラム

海外派遣
プログラム

報告会

参加者
募集

第二回Kick Offイベント 第三回Kick Offイベント

第2期
(10社)

第3期
(10社)
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全体スケジュール（予定）

第二回プレスリリース 第三回プレスリリース

国内アクセラ
レーション
プログラム

海外派遣
プログラム

報告会

参加者
募集

国内アクセラ
レーション
プログラム

海外派遣
プログラム

報告会

参加者
募集

ニューヨーク予定 シリコンバレー予定 シンガポール予定
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国内アクセラレーションプログラムは講義型、イベント型、及び個別
メンタリングの三種類のプログラムを提供します。
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国内アクセラレーションプログラム詳細

講義型プログラム
（全12回）
毎週火曜夜

スケールアップや海外展開に関する経営知識・
スキル・ネットワーク力を体系的・網羅的に習得
します。

効率的な
知識習得

個別メンタリング
（全6回）
原則隔週

アクセラレータ・メンター陣が参加者に寄り添っ
て各々の課題・悩みを一緒に解決していきます。

個別の
悩み解決

ワークショップ・ピッチ
（全6回）

原則隔週水曜夜

理解・習得した事項の実践（ピッチ）や多面的視
点からの再認識（ワークショップ）を実施します。

学びの
実践



APT Women 運営事務局

個別
メンタリング

プログラム参加者

ワークショップ・ピッチ
（全6回）

講義型プログラム
（全12回）

第1回 オリエンテーション

第2回 求められるリーダーシップ

第3回 ベンチャーと社会課題解決

第4回 海外進出体験談の共有

第5回 スケールアップ計画の立案

第6回 派遣先市場分析

第7回 海外進出時のVCとの連携

第8回 海外進出に係る法規制

第9回 ビジネス交渉手法

第10回 メディア・広報への対応

第11回 英語ピッチのブラッシュアップ

第12回 海外進出計画の発表・審査

W1 事業上の失敗談共有

W2 社会課題意識の共有

W3 スケールアップ時の課題共有

P1 VCに対する訴求

P2 大企業に対する訴求

P3 メディアに対する訴求
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国内アクセラレーションプログラム（イメージ）

効率的な
知識習得

学びの
実践

メンター例:佐藤 真希子氏

 iSGSインベストメントワークス
株式会社取締役

国内における法律・資金調達
手法を担当する予定

個別の
悩み解決

（予定ワークショップ・ピッチ） （予定講義）

ベンチャー経営に関する知識習得、実践による本番力の向上、メンター
陣による悩み解決を通し、参加者は短期間で自らの構想を実現します

講師例: 時岡 真理子氏

 EastMeetEast CEO

海外で活躍する先輩起業家として
経験談の共有、海外で成功する
ための秘訣を講義予定
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最終的な派遣都市及び訪問先は受講者ニーズによって変更する
場合がありますが、現時点では下記の内容を予定しています
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主な内容

海外有名大学での
ピッチ大会

現地関係者に直接訴求
する機会を設けます

個別メンタリング
海外進出先市場での適切
なメンターとお話頂きます

現地インキュベーター・
企業セッション

現地交流を通じて、現地
ネットワークに入り込む
機会を提供します

顧客開拓、市場調査

販路拡大・事業提携等

進出計画との整合性等を鑑みながら、専門家が助言・提案を行います

日本人駐在員の他、海外でのビジネス経験豊富なバイリンガルメンバーが、
必要に応じて会議調整・同席等適宜交渉のサポートを行います

参
加
型
プ
ロ
グ
ラ
ム

個
別
支
援

第三回

シンガポール（予定）*

開催場所案

シンガポール大学

招聘企業案

Lightstone

Venture Capital

連携先案

Gateway Law 

Corporation

BLOCK71 等

海外派遣プログラム詳細

開催場所案

スタンフォード大学

招聘企業案

Core Ventures

連携先案

Wilson Sonsini

Goodrich & Rosati

（法律事務所）

Plug and Play等

第二回
シリコンバレー（予定）*

開催場所案

ニューヨーク大学

招聘企業案

New York Times

連携先案

Morgan Lewis & 

Bockius LLP

（法律事務所）

WENYC 等

第一回

ニューヨーク(予定)*

1 2 3

*:派遣先は事前アンケートにより決定するため、今後変更の可能性がございます
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【 ニューヨーク派遣の主なイベント(予定)】1

NY市主導の女性起業家育成プラグラム
とのワーキングセッションを通じて、現地
投資家、メンター、アクセラレーターなどと
交流を企画しています。

WE.NYC
Babson大学

（Women Innovating Now Lab）

世界的に高い評価を得ている起業家
教育に特化した大学にて、女性起業家
育成についての教育プログラムに参加す
る企画をしています。
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【 シリコンバレー派遣の主なイベント（予定）】2

米国での販路拡大・ネットワーク構築を
目指し、スタンフォード大学でのピッチ
イベントを開催予定しています。

スタンフォード大学

メンター：櫛田健児 氏

 スタンフォード大学アジア太平洋研究所日本研究員
New Japan Projectプロジェクトリーダー

 日本企業が米国で成功するための戦略立案支援を
担当する予定

現地投資家、女性起業家等をご招待
し、あらゆるアドバイスを頂き、ネット
ワークの構築機会の提供を企画してい
ます。

Core Ventures Group

 Core Ventures ゼネラルパートナー
 海外進出時の知識・スキル習得のほか、女性ベン

チャーのスケールアップに必要な課題にアドバイス
 シリコンバレーの有名女性投資家

メンター：Joanna Drake氏
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【 シンガポール派遣の主なイベント（予定）】3

 現地でも有数のスタートアップコミュニティー「BLOCK71」に参加し、現地スタートアッ
プとの交流を通し、シンガポール市場についての分析セッション等を企画しています。

 プラグラムとのワーキングセッションを通じて、現地投資家、アクセラレーター
などと交流、及び実際にピッチイベントの開催を企画しています。

BLOCK71スタートアップコミュニティ
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応募資格

1

創業後10年未満（新サービスのリリース後10年未満の第二創業も含む）の中小
企業者の代表の女性、又は都内で起業を予定している女性であること。
 個人事業主、ＮＰＯ等も含みます
 創業している場合は、都内で事業展開しているか、その予定がある方に限ります

2
応募対象の事業が、プログラム開始予定日（2017年10月3日）時点で公的機関が
実施する支援施策を受けていないこと。

3 国内プログラムを原則受講できること。（一部はオンラインでの受講も可能です）

4
公序良俗に反する事業を行うなど、東京都が支援することが適さないと判断した
企業等ではないこと。

5 創業支援に関する東京都の事業に協力できること。

16
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応募プロセス

18

第1回プログラム応募スケジュール

応募期間 9月17日（日）23：59〆切

一次審査結果通知 9月20日（水）

二次審査の実施
9月25日（月）
10:00-17:00の間の15分程度（予定）
（面接・プレゼンテーション時間は個別に連絡します。）

結果通知 9月25日（月）（予定）

受講生はキックオフイベントに必須参加いただきます。
9月29日（金）18:00～（予定）＠東京国際フォーラム
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審査基準

18

1 国内外での事業展開における実現可能性・継続性・将来性

2 展開予定事業の独自性・優位性・技術力

3 応募者の熱意・能力・成長性・多様性

幅広い事業・ステージの方が対象となります。
皆さまからのたくさんのご応募、心からお待ちしております！
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▼ APT Womenへの応募はこちら▼

9月17日（日）23:59〆切

https://apt-women.tokyo/

上記サイトより募集要項とエントリーシートをダウン
ロードしていただき、下記へ送信ください。

apt-women.tokyo@tohmatsu.co.jp

キックオフイベントの参加も同時募集しております。
9月29日（金）18:00～（予定）＠東京国際フォーラム

申込は同上のメールアドレスまで

mailto:apt-women.tokyo@tohmatsu.co.jp

