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2017年度 東京都女性ベンチャー成長促進事業 

APT Women  

Acceleration Program in Tokyo for Women 

募集要項 

【募集期間】 

第1期 2017年 8月 25日（金）～2017年 9月 17日（日）23:59 締切 

（注）第 2期以降の詳細はWebサイトにて決定次第公表します。 

【応募方法】 

APT Womenホームページ（https://apt-women.tokyo）よりエントリーシートをダウンロードし、

必要事項を入力の上、プレゼンテーション用資料と共に指定されたメールアドレス宛に送信して

ください。 

【応募及び問い合わせ先】 

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。 

E-mail：apt-women.tokyo@tohmatsu.co.jp 

電話番号：03-6213-2000 

問合せ時間：平日 10:00～17:00  

【プログラム概要】（第 1期～第 3期） 

 国内プログラム：メンター陣による個別メンタリング、イベント型プログラム（ワークショッ

プ・ピッチの実施によるネットワーキング）、講義型プログラム 

第1期 2017年 10月 3日～12月 20日（火曜日及び水曜日夜開催） 

第2期 2018年 4月 3日～6月 26日（予定） 

第3期 2018年 10月 2日～12月 18日（予定） 

 海外派遣プログラム：選抜メンバーを下記地域へ 2週間派遣することを予定 

第 1期：2018年 1月 22日から 2月 2日 ニューヨークを含む米国東海岸 

第 2期：2018年夏 シリコンバレーを含む米国西海岸 

第 3期：2019年冬 シンガポール 

 その他：キックオフイベント、成果報告会イベントでの事業紹介 

【国内プログラム開催場所】（第 1期～第 3期） 

SENQ 霞が関 https://senq-web.jp/office/kasumigaseki 

所在地 東京都千代田区霞が関一丁目 4番 1号 日土地ビル 2F 

電話番号/FAX 番号 TEL:03-3501-1109 / FAX:03-3501-1108 

アクセス 東京メトロ銀座線「虎ノ門」駅 徒歩 1分 

東京メトロ千代田線・日比谷線・丸ノ内線「霞ケ関」駅 徒歩 3分 

（注）プログラムの一部はオンラインでも受講可能です。 

 

  

https://apt-women.tokyo/
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１．本事業の目的 

これまで東京都は、新たな起業・創業の創出やベンチャー企業のスケールアップの実現を、起業家

の性別を問わず支援してきました。しかし、特に女性ベンチャーについては、これまでのビジネス経

験を活かしたダイナミックなビジネスを全国規模又はグローバルで実現できている事例は少なく、ま

た、国際比較指標を見ても、女性ベンチャーの活躍を促すための日本そして東京都における体制・シ

ステムは充分であるとは言えません。 

 APT Women は、スケールアップを目指す女性ベンチャーに対し短期集中型育成プログラムを提供

することで、スケールアップに必要な経営知識やスキル、それらを共有するベンチャー企業同士の繋

がり、更に事業展開に欠かせない協力者・支援者（ベンチャーキャピタル、メディア、大企業等）と

のネットワークの獲得を支援します。 

 プログラムを受講した女性ベンチャーの方々には、プログラム終了後、東京都内で既に起業してい

る又はこれから起業する可能性のある女性達のロールモデルとして、東京都内に暮らす女性の成長志

向を醸成し、現代の女性に起業という新しい生き方の選択肢を示す役割を期待しています。 

 

２．主な応募条件 

主な応募条件は、以下のとおりです。応募には、業種の制限はありません。成長志向のある多数の女

性ベンチャーのご応募をお待ちしています。 

 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

女性又は東京都内で起業を予定している女性。 

（注）個人事業主、ＮＰＯ等も含みます。創業している場合は、東京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。 

 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。 

 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）。 

 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。 

 創業支援に関する東京都の事業に協力できること。 

 

３．プログラム概要  

本プログラムでは、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・ネットワークを獲得できる 3ヶ月間の国内プログラムを提供します。また、国内

プログラム受講者の中から選抜された受講者は、2週間の海外派遣プログラムを通じて海外におけるネ

ットワーク構築や販路拡大のための商談等を実施します。 

選抜メンバーを対象とした海外派遣地域は、第 1期（2018年 1月下旬）にニューヨーク・米国東海

岸、第 2期（2018年夏）にシリコンバレー・米国西海岸、第 3期（2019年冬）にシンガポールを予

定しています（受講者のニーズによって変更の可能性があります。） 

なお、受講者には国内ブログラム実施に先駆けてキックオフイベントに参加していただくほか、受

講後は、国内発展型・海外進出型いずれかのロールモデルとして、プログラム終了後の成果報告会に

て事業の成果発表の場を提供します。また、全プログラム受講者に対し、プログラム終了後にもスケ

ールアップ・海外展開に継続して取り組むための継続的なフォローアップを予定しています。 



3 

４．プログラム詳細  

（１）国内プログラム（※募集Webサイトにて随時更新） 

国内プログラムは、個別メンタリング（全 6回）、イベント型プログラム（ワークショップ・ピッ

チの実施によるネットワーキング、全 6回）、講義型プログラム（全 12回）から構成されます。 

（参考）国内プログラムのイメージ図（内容は調整・変更の可能性があります） 

 

個別メンタリング 

（原則隔週実施・全 6回） 

個別メンタリングでは、プログラム受講者毎の課題やニーズを把握し、

スケールアップに向けた個別相談に応じます。そうして把握した情報

を基に、プログラム受講者の状況に応じたメンターを紹介し、プレゼ

ン時訴求ポイントの整理、スケールアップ計画の明確化、資金調達手

段の具体化等を支援します。 

イベント型プログラム 

（原則隔週実施・全 6回） 

 

イベント型プログラムでは、テーマに沿ってワークショップ及びピッ

チを実施し、女性ベンチャー同士のコミュニティを構築します。また、

テーマ（資金調達、事業提携、PR 戦略 等）に応じて関連する分野の

民間事業者や有識者を招き、プレゼンテーションの手法や訴求方法を

学びながらネットワークを構築する機会を提供します。 

講義型プログラム 

（全 12回） 

 

国内共通プログラムの講義型プログラムでは、国内外における女性の

起業に関する豊富な知見を持つの著名教授・投資家や起業家を講師と

して、スケールアップを目指す際に必要となる語学・市場に係る知識

のほか、経営知識・スキル・ネットワーク力の体系的・網羅的な習得

を目指します。また、プログラム受講者の語学力に応じ、希望があれ

ば別途語学習得に向けた研修・E-Learning 講座を紹介するほか、必要

に応じ通訳を配員します。 

（注）海外に拠点を置く講師の場合、訪日が可能なケースを除いてオ

ンライン講義を行います。 

個別
メンタリング

1

イベント型
プログラム

2

講義型
プログラム

3

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

（参考）テーマ・プログラム案

2 イベント型プログラム 3 講義型プログラム

アクセラレーションプログラム（概ね3ヵ月間）

Week1 Week2 Week3 Week4 Week5 Week6 Week7 Week8 Week9 Week10 Week11 Week12

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

W1 W2 W3 P1 P2 P3

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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（２）海外派遣プログラム（※募集Webサイトにて随時更新） 

＜プログラム内容＞ 

海外派遣プログラムでは、国内プログラムで海外進出型に選抜された方 （々プログラム受講者のお

よそ半数）を女性ベンチャー支援が盛んな海外都市へ概ね 2週間程度派遣し、海外進出の足掛かりを

掴むことを目的としています。派遣者の方々には、現地での全員参加型プログラムのほか、派遣者一

人ひとりのニーズにあわせた個別支援を提供します。 

① 全員参加型プログラム 

全員参加型プログラムでは、現地サポーターである学術機関、現地専門家、ベンチャー企業

支援団体等の協力を得て、資金調達・PRを目的としたピッチイベントに登壇し英語でのプレ

ゼンテーション・質疑応答に挑戦するほか、リーガルサポートを受けるために必要な各種手続

きに係る説明を受け、現地でのネットワーク構築を行う等のプログラムを予定しています。 

派遣時に訪問する機関は各派遣地域によって異なりますが、内容としては下記の構成を予定し

ています。 

オープニングセッシ

ョン 

海外進出に関する基礎情報の共有、日系企業が受けられるサービス

や、異なる商習慣での留意点、公的機関のネットワークで受けられ

る紹介先企業、団体、プログラム等を確認します。 

海外有名大学でのピ

ッチ大会 

海外有名大学でベンチャー支援者や海外メディア機関、投資家等を

招いたピッチ大会を開催します。現地関係者に直接訴求する機会を

設けるとともに、審査員からの評価により海外進出に向けた自身の

強みや改善点を明確化します。 

女性のリーダーシッ

プ強化セッション 

女性ベンチャー自らがリーダーシップを発揮するためのマインドや

ソフトスキル強化の成功法を学び、受講者各人のリーダーシップス

タイルの発見に繋がる企画を提供します。 

法律関連セッション 進出時に必要な現地法のポイントを押さえ、雇用や知財関連など、

現地法律事務所によるセッションを設けることで、現地法務の認識

を深めます。 

現地インキュベータ

ー・企業セッション 

現地の起業家や大企業関係者、ベンチャー企業支援者との交流を通

じて、事業展開のイメージを掴むと共に、現地ネットワークに入り

込む機会を提供します。 

参加企業の振り返り

セッション 

最終日に振り返りとして参加企業が集まり、現地で得た気づきや繋

がり、今後の海外展開プランを共有することで学びを深めます。 

（注）調整・変更の可能性があります。 

② 個別支援 

個別支援では、派遣者一人ひとりの渡航目的（市場調査、商談・プレゼンの実施、ヒアリン

グ、視察等）にあわせた旅程をサポートします。具体的には、派遣者自身でのアポイントメン

ト取得・日程調整が原則ですが、必要に応じてマッチング先の助言・提案やこれら調整の手続

き・言語上のサポートを行います。 
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＜各派遣先別のプログラム概要＞ 

最終的な派遣都市及び各都市での訪問先は受講者の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。 

a) 第 1期生（2017年 10月～12月プログラム受講者）：ニューヨークを含む米国東海岸 

 派遣時期：2017年 1月 22日(月) 朝 現地集合～2月 2日(金) 夕刻 現地解散（予定） 

（注）1月 21日（日）に現地着、2月 3日（土）に現地発のフライトを推奨 

 派遣先：アメリカ合衆国 ニューヨーク州ニューヨーク市を含む米国東海岸 

 派遣社数：10社程度 

 訪問先例 

 大学：ニューヨーク州立大学、バブソン大学 

 アクセラレーション施設：WE NYC、ACRE、Grand Central Tech、Cambridge Innovation 

Center 

 法律事務所：Morgan Lewis & Bockius LLP 法律事務所 

 ベンチャーキャピタル：Entrepreneurs Roundtable Accelerator 

 行政機関：ニューヨーク市役所 

 

b) 第 2期生（2018年 4月～6月プログラム受講者）：シリコンバレー・米国西海岸 

 派遣時期：2018年夏（確定次第 HP及び募集要項改訂版で公表します。） 

 派遣先：アメリカ合衆国カリフォルニア州シリコンバレー地域 

 派遣社数：5社程度 

 訪問先例 

 大学：スタンフォード大学 

 アクセラレーション施設：Women’s Startup Lab 

 法律事務所：Wilson Sonsini Goorich & Rosati 法律事務所 

 ベンチャーキャピタル：Core Ventures 

 

c) 第 3期生（2018年 10月～12月プログラム受講者）：シンガポール 

 派遣時期：2019年冬（確定次第 HP及び募集要項改訂版で公表します。） 

 派遣先：シンガポール 

 派遣社数：5社程度 

 訪問先例 

 大学：シンガポール国立大学 

 アクセラレーション施設：Small World Group Incubator、BLOCK 71 

 法律事務所：Gateway Law Corporation 法律事務所 

 ベンチャーキャピタル：Lightstone Venture Capital、Red Dot Ventures 

 行政機関：SPRING Singapore（シンガポール政府経済規格・生産性・革新庁） 
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５．経費負担 

渡航費および現地滞在費をそれぞれ下記の金額を上限として補助します。なお、航空券・宿泊先は

原則各自で手配してください。 

実施期間 予定派遣先 
上限金額 

渡航費 宿泊費（１泊当たり） 

第 1期 ニューヨークを含む米国東海岸 190,000円 

25,700円 第 2期 シリコンバレーを含む米国西海岸 190,000円 

第 3期 シンガポール 110,000円 

 

（注）経費負担に関する諸注意 

 渡航費とは、プログラム参加者が東京都内からプログラム実施場所までの往復航空券費用を

想定しています。 

 ニューヨーク及びシリコンバレーの宿泊費の上限金額（25,700円）は、それぞれニューヨー

ク又はサンフランシスコに宿泊した場合のものであり、その地域以外の地域に宿泊した場合

は、21,500円が上限となります。 

 原則現地集合・現地解散です。プログラム期間より早く現地入りすること、およびプログラ

ム期間終了後も引き続き現地滞在を延期することを妨げるものではありませんが、現地滞在

費（ホテル代等の宿泊費）はプログラム期間中の経費（プログラムを受講するために必要と

なる前泊又は後泊の経費を含む）のみが対象となります。 

 海外出張等の周遊の前後で本プログラムに参加する場合は、直前の滞在地からプログラム実

施場所までの航空券代及び派遣期間中の宿泊費のみ当該補助の対象経費となります。派遣先

から別の周遊地までの移動費は補助対象外です。 

 経費実費が補助金額を上回る場合や同行者がいる場合の経費は自己負担となります。 

 

６．プログラムスケジュール 

重要項目 スケジュール 

受講生の決定 9月 25日（月） 

キックオフイベント 9月 29日（金）※必須参加 

プログラム実施期間 10月 3日（火）～12月 20日（水）※毎週火曜・水曜夜を予定 

海外派遣予定 2018年 1月 22日（月）朝～2月 2日（金）夕刻 

成果報告会 2月 14日（予定） ※必須参加 

 （注）第 2期以降のスケジュールは確定次第 HPで公表します。 

 

７．審査・採択 

審査基準に基づき、外部専門家等により構成する審査委員会において審査・採択を行います。採択

された受講生については、東京都および事務局のホームページにおいて公表します。また応募者全員

に対し、事務局から結果の通知を行います。 

 審査基準は、以下のとおりです。 

 国内外での事業展開における実現可能性・継続性・将来性 

 展開予定事業の独自性・優位性・技術力 

 応募者の熱意・能力・成長性・多様性 
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８．応募手続き 

（１）応募スケジュール 

応募期間 2017年 8月 25日（金）～9月 17日（日）23：59 

公募説明会 8月 31日（木）時間・場所については HPをご参照ください。 

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）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） 

（注）二次審査は面接及び 5分プレゼンテーションとし、会場は SENQ 霞が関（千代田区霞が関一

丁目 4番 1号 日土地ビル 2F）を予定しています。なお、遠方からの参加の場合はオンライン

参加を可能とします。 

 

（２）提出書類 

 エントリーシート 

 プレゼンテーション用資料（任意形式。Ａ４版で１０枚以内。pdfファイル形式。） 

（注）プレゼンテーション用資料は、一次審査でも利用します。応募者全員が提出してください。

なお、二次審査（5分間のプレゼンテーション）は、このプレゼンテーション用資料で行っ

ていただきます。 

 

（３）提出方法 

必要事項をエントリーシートにご記入の上、プレゼンテーション用資料と合わせて下記メールアド

レス宛に送信してください。 

 

応募書類提出先：apt-women.tokyo@tohmatsu.co.jp 

件名：［APT Women応募書類］企業名＿応募者氏名 

    例）［APT Women応募書類］トーマツベンチャーサポート＿山田花子 

 

 

以 上 

 


