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ご挨拶 

 

いつもARUNの活動をご支援いただきまして、ありがとうございます。 

 クラウド・ソーシャル・インベストメント（CSI）チャレンジは、起業家を発掘する

ビジネスコンペティションで、2016年に第1回を開催、2018年には第2回、そして、

皆さまのご支援で2020年には第3回（CSIチャレンジ３）を開催することができまし

た。 

 CSIチャレンジ３は、「コロナ禍でも世界はひとつ。途上国の社会起業家にエール

を！」をテーマに、新型コロナウイルス感染症の拡大により最も影響を受ける、女

性、子供、難民など、社会的に弱い立場に置かれた人々のエンパワーメントをテーマ

として開催しました。 

 2020年12月12日に開催した最終審査会では、有識者の方を外部審査員としてお招き

し、課題設定、事業の持続可能性、社会的インパクト、イノベーション、女性・子ど

も・難民のエンパワーメントなどの観点から審査を行い、インドネシアのDu Anyam

（ドゥ・アニャム）社が最優秀賞を受賞しました。 

 翌2021年も現地訪問もままならない中、10ヶ月にわたるリモートでのデューデリジ

ェンス、ミーティングを経て、2021年11月5日、ドゥ・アニャム社との間で投資契約

を結び、みなさまからお預かりした5万ドルを送金、投資を実行いたしました。投資し

た資金は、インドネシアの中小零細事業者に対する新しいアプリサービスの開発に使

われています。 

 わたしたちのドゥ・アニャムとのパートナーシップは、ここからがスタートです。

伴走支援と言う形で、事業の発展、目指す社会的インパクトの実現を支援してまいり

ます。 

 この度の皆さまのご支援に、改めまして御礼を申し上げますとともに、今回の成果

についてご報告させていただきます。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

特定非営利活動法人ARUN Seed 

代表理事 功能聡子 
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1. CSI チャレンジ とは 

 

「CSI」とは「クラウド・ソーシャル・インベストメント」の略で、日本の皆さまの意

志あるお金を、世界各地の社会起業家が行うソーシャルビジネスへの投資（社会的投

資）として届けることで社会課題の解決を加速させることを目指すARUNの事業です。 

CSIチャレンジは社会的投資の実践の一つとして、社会起業家を発掘する「ビジネスコ

ンペティション」と、日本で寄付を呼びかけながら社会的投資を促進するためのプラ

ットフォームづくりを目指す「クラウドファンディング」の両輪で構成されます。 

 

ビジネスコンペティションは、世界の様々な社会課題に対し、アイデアと技術を活用

し革新的な取り組みを行うソーシャルビジネスを対象としています。 

第3回目となる今回は、テーマを「Social entrepreneurs working with vulnerable people in 

developing countries affected by the COVID-19 pandemic through their businesses」（新

型コロナウイルス感染症により影響を受けやすい弱い立場にいる人々と共に働く社会

起業家）としました。コンペティションには、パキスタン、インド、インドネシア、

ネパール、バングラデシュ、ミャンマー、ベトナム、カンボジア、タイ、日本、パレ

スチナ、ガザ、ヨルダン、ガーナ、シエラレオネ、ケニアなど、合計26か国、104社

から応募をいただきました。そして、クラウドファンディングでは、281人のみなさ

まから、552万円のご寄付を頂きました。また、複数の企業・団体様よりご後援・ご

協賛をいただきました。心より、御礼申し上げます。 

 

ビジネスコンペティションと、個人の皆さまからのクラウドファンディング及び法人

からのご協賛の募集を並行して行うことで、日本における社会的投資への理解を高

め、世界の社会的企業と日本のネットワークを繋ぐ社会的プラットフォームを構築す

ることを目指しています。 
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2. クラウドファンディング 

 

2020年6月29日から8月31日にかけて行ったクラウドファンディングは、皆様からの

温かいご支援のおかげで当初の目標額を大幅に上回る結果で終了することができまし

た。 

 

 

 

2020年の3月頃からCSIチャレンジ３の立ち上げ準備を進めていましたが、同時にコロ

ナ禍の影響が日本でも、そして途上国でも顕著になってきた時期でした。 

日本でも影響を受ける方々が増える中、私たちはCSIチャレンジ3を通じて何を行うべ

きか、クラウドファンディングを通じて皆さんにどんなメッセージを伝えるべきか、

答えがない中プロジェクトメンバーで議論を重ねました。 

その中でたどり着いた答えは、「途上国の中でも、特に弱い立場にいる女性・子ど

も・難民の方々を現地で助けることのできる起業家を発掘し、彼らのビジネスを投資

の形で支援する」というものでした。 

そして、READYFORをプラットフォームとし、「コロナ禍でも世界はひとつ。途上国

の社会起業家にエールを！」と題したプロジェクトを立ち上げました。プロジェクト

期間中は、ARUNのFacebookページ、Twitter、Instagramを活用し、ARUNの活動を応援

してくださる方々からの応援メッセージ、コロナ禍における途上国の現場、プロジェ

クトメンバー紹介など、様々な角度から我々の取り組みをご紹介していきました。私

たちの活動にご賛同下さる方の輪がどんどん大きくなり、クラウドファンディング開

始から49日目にして、最初の目標である350万円を達成することができました。 
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そして、設定したネクストゴールである550万円を、プロジェクト最終日に達成する

という感動的なフィナーレを迎えることができました。 

最終的には、281人のご寄付者に恵まれ、552万円のご支援を得るという、プロジェク

ト開始前には想像もできなかった素晴らしい結果となりました。 

ご支援者の皆さまからいただいたご寄付は、投資資金及びプログラム運営費用に充て

させていただきました。 

ご支援・応援下さった皆様に心より感謝を申し上げます。 

 

ご支援者の皆さまからのコメント（抜粋） 

 

● 想いと知恵ある起業家たちがもたらすインパクトを信じています。想定外の危機

を乗り越えられる人たちが、一人でも増えますように。 

● 素敵な起業家との出会いを楽しみにしております。 

● 日本人の現地での活動も制限される今、よりいっそう重要な取り組みだと思いま

す。応援しております。 

● こんなときこそ、個人や社会の変容につながるソーシャル・イノベーションが生

まれると思います。 

● 社会が内向きになりがちなこんな時だからこそ、皆さんの熱い志とたゆまぬ努力

は希望です。大切なお仕事をありがとうございます！ 

● これまでも様々な道を切り拓いて下さったARUNさんを応援しています！ 

● コロナ禍だからこそ、社会起業家の果たす役割も大きくなっていると思います。

応援しています！ 

● 世界的に、“自分”ファーストに寄りすぎていた雰囲気が、コロナ禍で支え合

い・感謝へと少し変わってきたような気がします。この支え合いの輪を日本の外

に広げ、さらにその国々での社会問題の解決に繋げようとする素晴らしいプロジ

ェクトですね。陰ながらではありますが、引き続き活動を応援しています。 
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3. ビジネスコンペティション 

 

（１）応募企業概要 

1) プログラムの募集にあたり、世界の社会企業家向けイベントのファイナリストや、

既存のARUNネットワーク（インキュベーション組織、投資家ネットワークなど）を通

じて個別に広報を実施しました。パキスタン、インド、インドネシア、ネパール、バ

ングラデシュ、ミャンマー、ベトナム、カンボジア、タイ、日本、 パレスチナ、ガ

ザ、ヨルダン、ガーナ、シエラレオネ、ケニアなど26ヵ国、104社から応募がありま

した。 

 

※応募件数の多い国を色の濃さで表示 

2) 応募企業のうち、女性経営者は35％を占めました。事業分野は農業、教育、環境、

ヘルスケア等、多岐にわたりました。 

 

（２）選考プロセス 

 

応募企業104社を、1次審査にて23社に、さらにその中から12社をショートリストし、

オンラインインタビューを実施、ファイナリストを6社まで絞り込みました。コロナ禍

で特に弱い立場の人たち（女性、子供、難民）のエンパワーメントに広く貢献する社

会的企業であり、継続的な成長が見込まれることを主な選定基準としました。 
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（３）最終審査結果 

2020年12月12日（土）に、有識者のみなさまを審査員にお迎えして、最終審査会を開

催しました。 

当日は、100社を超える応募企業の中から最終審査に残ったファイナリスト企業6社、

インド、インドネシア、シエラレオネ、パレスチナ ガザ地区、ミャンマーの社会起業

家たちをオンラインで繋ぎ、各企業のプレゼンテーションと審査員とのQ&Aセッショ

ンを設けました。課題設定、事業の持続可能性、社会的インパクト、イノベーショ

ン、女性・子ども・難民のエンパワーメントなどの複合的な観点から審査を行いまし

た。 

どの企業も素晴らしく、審査は非常に難航しましたが、インドネシアのDu Anyam（ド

ゥ・アニャム）が最優秀賞、ミャンマーのGreenovator（グリーンノベータ―）が笹川

平和財団賞に輝きました。 

審査委員メンバー（プロフィールは、2020年12月当時のものです。順不同、敬称略） 

米倉 誠一郎（法政大学大学院教授、一橋大学名誉教授、一般社団法人Creative Response Social Innovat

ion School学長） 

渋澤 健（シブサワ・アンド・カンパニー株式会社代表取締役、コモンズ投信株式会社取締役会長） 

木越 純（バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ東京支店 副会長） 

小木曽 麻里（ファーストリテイリンググループ社長室部長、人権委員会事務局長、ダイバーシティ・

グローバルヘッド、FR財団アドバイザー） 

原 ゆかり（法株式会社SKYAH（スカイヤー）CEO、ガーナNGO法人 MY DREAM.org共同代表） 

安達 一（笹川平和財団 常務理事） 

宮崎 桂（独立行政法人国際協力機構 (JICA)ガバナンス・平和構築部長） 

功能 聡子（ARUN合同会社代表、特定非営利活動法人ARUN Seed代表理事） 
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（４）ファイナリスト企業紹介 

Janitri Innovatio

ns  

インド 

妊婦の健康状態を遠隔診療するためのプロダクトを

展開。胎児の心拍数を測定するパッチとそれを用い

て遠隔診療できるアプリケーションなどを医療機関

向けに提供 

https://janitri.in  
 

Sirona Hygiene  

インド 

インドの女性が直面する衛生問題に対して、プロダ

クトを通じてソリューションを提供することを目指

す。立ったままトイレをすることができる「Pee Bud

dy」や月経カップ「Reusable Menstrual Cup」などを

展開 

https://www.thesirona.com 
  

Du Anyam 

インドネシア 

インドネシアの農村部においては、伝統工芸品の販

売を収入源とする人々の所得向上が課題。アプリを

用いて購買企業（大手家具メーカーなど）と農村部

の職人を繋ぎ、サプライチェーンの見える化や農村

部の職人に対する金融アクセスの提供などのサービ

スを提供 

https://duanyam.com/en/ 

  

Mosabi 

シエラレオネ 

インフォーマルセクターを担う起業家向けのオンラ

イン教育サービスを提供。サービスを利用するユー

ザーのデータを取得し、金融機関へ共有することに

よって金融機関の信用評価をサポートすることで、A

ccess to Financeの課題解決を目指す 

https://mosabi.co 
 

 

GGateway 

パレスチナ 

ガザ地区 

ITアウトソーシングをパレスチナ自治区ガザ地区で

展開。ITスキルの教育から職業機会の提供まで一気

通貫で行い、ガザ地区に暮らす若者の雇用創出によ

るエンパワーメントを目指す 

https://www.ggateway.tech  
 

Greenovator 

ミャンマー 

ミャンマーではGDPの3割を占める農業の生産性向上

を目指し、モバイルアプリを活用した農業生産性の

向上、マイクロファイナンス機関へのアクセスなど

のサービスを提供。  

https:/ /www.mmgreenovator.com/  
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（５）受賞企業の概要 

 

A. 最優秀賞 Du Anyam（ドゥ・アニャム） 

 

１）概要 

新型コロナウイルス感染症の脅威により、深刻な問題に直面している途上国の女性・

子ども・難民を支えるビジネスを行う社会起業家に与えられる賞です。最優秀賞獲得

企業には、事業成長に必要な投資（最大5万ドル）に加え、ビジネスモデルへの助言な

ど、さまざまなインキュベーションサポートを提供いたします。 

インドネシアの農村部では、伝統工芸品の販売が大きな収入源となっており、SME

（中小企業）は120万社存在しますが、グローバルマーケットへの展開ができていま

せん。また、デジタル化もできていないため非効率な販売をせざるを得ず、収入向上

が難しくなっています。 

ドゥ・アニャムは、アプリを用いて購買企業（ホテルチェーン、家具・インテリア用

品量販店など）と農村部の職人を繋ぎ、販路の開拓から、零細事業者や、職人への、

デザイン、生産管理のトレーニング、Eコマースや金融アクセスの提供などのサービス

を提供しています。 

ドゥ・アニャムは、ビジネスによる裨益者の広がりが期待できること、コロナ禍によ

り観光産業からの収入が激減する農村の零細生産者に対して、オンラインでのグロー

バル展開を通じて収入確保の道を開いたこと、役員全員が女性で女性のエンパワーメ

ントに貢献していることなどが評価され、最優秀賞に輝きました。 

https://duanyam.com/en/ 
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２）ビジネスモデル： 

ドゥ・アニャムの収入源は以下3つの事業です。 

① ドゥ・アニャムブランドのクラフト製品販売。2020年度では売上の55%、2021年

度では20%を占める。30～40%のマージンで、国内外のバイヤー、ホテル、企業

（ギフト用）に販売。2022年6月にグローバル大手量販店への商品納入を開始。 

② 零細生産業者へのビジネストレーニング提供。政府、自治体、NPO、企業のCSR等

との連携により、基礎的な簿記、ビジネスマネジメントなどの研修を実施。費用は

スポンサーが負担する。2020年度売上の40%、2021年度は特需があり80%。 

③ スマホアプリKrealogi（クレアロギ）に関わる提携事業者からのコミッション、及

びユーザーからのサブスクリプション料。サービスは2022年にローンチされたば

かりで、現状は無償サービスのみ。今後ロジスティクス業者、マイクロファイナン

ス、Eコマースなどとの連携サービス提供を予定。ARUNからの投資は、このシステ

ム開発に使われます。 

 

３）市場・競合状況： 

ドゥ・アニャムを取り巻く市場・競合環境は以下のとおりです。 

クラフトの需要は全世界で5260億ドル、うちインドネシアは260億ドルと推定されて

います。 

インドネシアには150万のクラフトMSMEが存在しますが、ドゥ・アニャムのようにサ

プライチェーン管理を集約、デジタル化している例はありません。 

 

スマホアプリ、クレアロギについて、インドネシアの中小零細企業をターゲットとし

たERPソリューションとしては、会計ソフト(BukuKas、moodah)や在庫管理ソフト（Un

sircle、Sirclo）はありますが、注文、製造から在庫管理まで提供するサービスは、現状
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クレアロギ以外にはありません。 

また女性の収入・地位向上と言うドゥ・アニャムの理念により、政府や自治体、一流

ホテルブランドや、国際的イベントへのアクセスを有することが強みとなっていま

す。また前述のとおり、グローバルな量販店からの関心も高くなっています。 

 

４）社会的インパクト： 

事業を通じてインドネシア農村部でのジェンダー不平等の是正、女性のエンパワーメ

ントを目指しています。これまでの成果は以下のとおりです。 

● 全国54ヵ村で計14,000人の女性生産者と連携 

● 女性生産者の収入が40%向上、また貯蓄が30%増加 

● これまでに15,000人の女性零細生産者にビジネストレーニングを実施  

またドゥ・アニャムは自治体やNPOと連携し、農村地域で様々な支援を行っていま

す。 

● 306件の奨学金を提供 

● 367個のメガネを配布 
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B. 笹川平和財団賞 Greenovator（グリーンノベーター） 

笹川平和財団賞は、CSIチャレンジ3の協賛組織である笹川平和財団様のご支援によっ

て設けられた賞です。起業家のアジアでのネットワークの強化と見聞・知見を広げる

ために、AVPNというアジアを中心とする資金提供者ネットワークが開催する、多くの

インパクト投資家が集うアジア最大の社会投資会議である2021年度AVPN年次総会※ へ

の参加権並びに渡航・滞在費が提供されます。 

（*新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、同年次総会はオンライン開催となったた

め、活動費への助成に変更されました） 

 

ミャンマーは国民の過半数が農村で生活し、人口の70%以上が直接・間接的に農業に

従事しています。一方で、GDP における農業セクターの貢献は約30%、総輸出額の20%

に留まっており、農業における生産性を向上させ、農民の所得向上を実現することが

農業セクターの課題となっています。 

グリーンノベーターは、農民に対してスマホアプリ（Greenway App）を通じて、同社

の持つ専門家ネットワークにより農民に必要な情報を提供し農民の生産性向上と市場

アクセスの確保を実現しています。 

グリーンノベーターは農業セクターのポテンシャルを引き出し、２年前と比較して飛

躍的な成長を遂げています。また、スマホアプリのユーザー拡大とともに更なる成長

が期待できることなどが評価され、笹川平和財団賞に輝きました。 

https:/ /www.mmgreenovator.com/ 
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4. ビジネスコンペティション後の経緯・進捗 

 

（１）Du Anyam（ドゥ・アニャム） 

１）デューデリジェンス及び投資実行： 

ドゥ・アニャム（インドネシア）については、リモートでのデューデリジェンスに時

間を要したものの、2021年6月2日にARUN Seed投資委員会にて正式に投資を決定しま

した。2021年8月28日には、クラウドファンディング支援者、CSIチャレンジ後援者、

プロジェクトをサポート頂いたプロボノの皆さま、ARUN Seed会員を招き、「DXで手

しごとを世界に～インドネシア女性起業家たちの挑戦」と題して、投資報告イベント

を催しました。 

 

報告会ではCSIチャレンジ3を振り返った後に、ドゥ・アニャムの現状報告や編み手さ

ん達によるかご編みの実演等が行われました。また、フローレス島からは、原料とな

るヤシの葉を採取するところから、裁断、乾燥、植物染料による染色を経てかごを編

む過程や、現地の生活を映像で伝えてくれました。元々かご編みは現地の文化であ

り、祖母から母、母から娘に伝える技術であったものの、娯楽とされていたそうで

す。ドゥ・アニャムがかごを商品として世界の市場に売ることで、安定した収入を、

ひいては地位の向上を現地の女性にもたらしたこと、このビジネスの社会的インパク

トを我々も再確認することが出来ました。 

 

オンラインで開催され

た「DXで手しごとを世

界に～インドネシア女

性起業家たちの挑戦」

イベントの様子 
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2021年11月5日、ドゥ・アニャムとの間で投資契約を結び、みなさまからお預かりし

た5万ドルを送金、投資を実行いたしました。投資した資金は、インドネシアの中小零

細事業者に対して、スマホアプリを通じて金融や物流を提供する新サービスの開発に

使われています。 

ドゥ・アニャムの業績は、新型コロナ感染による観光業の不振はあったものの、ステ

イホームによるインテリア需要、またビジネストレーニング事業でも自治体からの特

需があり、厳しい環境の中にあってもまずは順調に推移しています。 

ARUNは、ドゥ・アニャムと月1回の定例ミーティングを開催し、継続して事業のモニ

タリング、伴走支援を行っています。 

今後の進展につきましては、ARUNのホームページやニュースレターで、随時報告して

まいります。 

 

２）ドゥ・アニャムおよび関係者の声 

■ドゥ・アニャムCEO: アザリア・アユニングサ氏のメッセージ 

「2021年は、観光業向け販売は回復せず、企業用ギフトが主力となりました。小売で

は世界的な大手家具量販店との取引が開始。今後は輸出にも注力し、デジタルマーケ

ティングを強化していきます。秋にエンジニアチームを強化して以降、アプリ（クレ

アロギ）の開発が更に進んでいます。2022年には、在庫機能や発注機能を改善し、利

用者数の増加を目指します。 

 

ARUNには、資金面での支援はもちろんですが、ネットワークや知見を結集して、ド

ゥ・アニャムファミリーの一員のように、親身にサポートしてくれていることに、と

ても感謝しています。」 

 

■サービス提供先の受益者の声 

「ドゥ・アニャムからの収入により、家族のために野菜、魚、卵などを定期的に買え

るようになりました。子供の教育費も払えるようになりました。」（マリアさん、職

人） 

 

「ドゥ・アニャムが私たち職人へ提供してくれている生活支援により初めてメガネを

受け取り、夜や夜明けでも、快適に織ることが出来るようになりました。」（コーネ

リアさん、職人） 
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■ARUN投資チームの声 

「普段は現地へ飛んで行うやり取りも、コロナ禍によりすべてリモートで行わざるを

得ず、インパクト評価指標や投資条件の調整に加え、契約書の作成や文面調整にも時

間を要しました。結果10か月のデューデリジェンスと交渉を経ての投資実行となり、

完了した際には達成感もひとしおでした。契約書の作成や文面調整には、ARUN側もド

ゥ・アニャム側もプロボノの弁護士の方々のお力を借りしました。多大なサポートに

大変感謝をしています。また、今回の投資の原資を、クラウドファンディングを通じ

て寄付してくださったサポーターの皆様に改めて感謝を申し上げます。」（甲藤知之

さん、ARUN Seed会員） 

 

■ドゥ・アニャム」の商品を日本でも 

東京都国立市の国立駅付近に、ドゥ・アニャムの商品を取り扱うお店がございます。

カゴを取り扱うお店「カゴアミドリ」のオーナーとドゥ・アニャムとの出会いは、日

本のサポーターからの紹介だったそうです。ドゥ・アニャム代表のアユも来日時に来

店しており、今では直接取引をしています。お近くにお越しの際はぜひお立ち寄りく

ださい。 

カゴアミドリ 

https://kagoami.com 
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（２）Greenovator（グリーンノベーター） 

グリーンノベーター（ミャンマー）につきましては、支援方法について同社と協議を

していたところ、2021年2月1日にクーデターが発生、一時は連絡すら取りづらい状況

にありました。その後、同社チームの無事も確認が出来、現在も定期的に連絡を取り

合っています。笹川平和財団からは、AVPN参加費に代わり、同社の女性農民支援の活

動への助成をいただきました。ミャンマーの情勢、グリーンノベーターの今後の事業

展開も引き続きヒアリングしながら、適切な支援を行っていきたいと考えています。 

 

 

「Greenovator」ウェブサイトより引用 
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プロジェクトメンバーの声 

 

「ARUNはインパクト投資の第一人者です。途上国の社会起業家を発掘し、彼らと対話してど

のような社会課題解決に貢献できるかを考えながら、インパクト投資を実践しています。 

投資先の社会起業家発掘のため、CSIチャレンジというビジネスコンペティションを実施して

おり、私は第3回目のCSIチャレンジに関わらせて頂きました。 

同じ志を持つ会員の皆さんと一緒に、意義のあるビジコンの企画・運営に携わったことは素

晴らしい経験で、プロボノでもこのような活動ができるのがARUNの魅力です。」（大久保 明

日奈さん、ARUN Seed会員） 

 

「CSI Challenge3 は、COVID-19による様々な制限や不確定要素が残る中、起案から実施に至

るまでの全工程を遠隔により実現したプロジェクトでした。私はファンドレイジング以降の

段階（起業家の募集、各種分析、審査方法の確定と審査用資料の準備等）を担当しました

が、国内外に散らばるメンバーと共にプロジェクトを進めるのは容易ではありませんでし

た。また、今回のCSIは募集対象を初めてアジア外に広げたため、分析対象や関係者数が例年

よりも多く、タイトなスケジュールで物事を前に進める必要がありました。メンバー間の協

力体制、有識者の方々のアドバイス、何よりも応募して下さった起業家の皆様との繋がりが

あったからこそ、予想外の困難に直面しながらも実現が叶ったと思います。ご協力頂いた皆

様に、感謝申し上げます。」（今井 絢さん、ARUN Seed会員） 

 

「2019年7月ARUNSeedにサポーター会員となり「CSIチャレンジ３」を一から創り上げるプロ

セスに参加した身にとって、2020年12月の最終審査会の成功、2021年11月ドゥ・アニャム

への投資実行は奇跡的な出来事に感じられます。多くの方々の献身と努力が一つのWILLとな

って「意志ある投資」を実行することができました。 今後この経験が新たなWILLに繋がる

ことを期待しています。」（石川 博紳さん、ARUN Seed会員） 
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運営体制 

プロジェクトメンバー（順不同、敬称略） 

 石川 博紳、今井 絢、大久保 明日奈、大杉 健一、梶由利子、甲藤知之、木越純、倉嶋 

麻里、志賀 裕文、渋澤龍太、高岡容子、八星真里子（ARUN Seedプロボノメンバー） 

 陸 逸庭、石田 稀子、豊嶋 有希（ARUN Seedインターン） 

 池島 利裕（ARUN Seed事務局） 

 写真：石川 洋平（ARUN合同会社パートナー／フォトグラファー） 

 クリエイティブディレクション：澁田 翼（Grand Slam） 

 ブランディングアドバイザー・テキスト監修：小野田 峻（小野田髙砂法律事務所 代

表弁護士/ソーシャルスタートアップ向けシェアオフィス『social hive HONGO』運営） 

 プロジェクトページ   テキストサポート：木村 公洋（構成作家） 

 リーガルサポート：アンダーソン・毛利・友常 法律事務所 

 後援：独立行政法人 国際協力機構（JICA） 

 協賛・協力：MS&ADゆにぞんスマイルクラブ、公益財団法人 笹川平和財団、一般社

団法人Creative Response          

 主催：特定非営利活動法人ARUN Seed 
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5. 今後に向けて 

 

 CSIチャレンジ３では、新型コロナウイルス感染症拡大の難しい状況の中で、未来に

向けイノベ―ティブなビジネスを通じた社会課題の解決を目指す26か国・104社の社

会起業家から応募を頂きました。一つ一つの企業が、現代社会が抱えている課題の解

決に向けて斬新なアイデアと精神力を持って挑む事業を行なっており、世界の現状と

新しい可能性を実感することができました。 

 

 感染リスクやコミュニケーションの難しさがあるなか、コンペティションに応募し

てくださり、プロセスに参加してくださった起業家のみなさんに感謝しています。ま

た、最優秀賞決定後も続いたデューデリジェンスのプロセスに粘り強く取り組んでく

ださったドゥ・アニャムのチーム、現地在住のボランティアや、日本で遠隔で関わっ

てくださった会員のみなさま、ご支援くださった多くの専門家のみなさまに、心から

感謝しています。 

 

 アジアを始め世界中の国々で、従来型の「援助」に依るのではなく、自分達のビジ

ネスを通じて社会を変えていこうという、新しい社会変革の動きが広まってきていま

す。そういった社会的企業は、新たな国際目標であるSDGs達成を促す強力なドライバ

ーとして注目されています。 

 

 今回のCSIチャレンジの参加企業は、最優秀賞を受賞したドゥ・アニャム以外も、い

ずれも輝く起業家たちです。わたしたちはこうした起業家たちを、スクールやイベン

トなど、様々な企画を通じ、今後も皆さまに広く紹介し、より多くの支援に繋げてい

きたいと考えております。またご支援をいただく法人・個人を含め様々なサポーター

の方々への情報発信に努めるとともに、現地の起業家と日本のネットワークを繋ぎ相

互に学びあえるプラットフォームの構築を目指していきます。 

 今後ともなお一層のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。 

特定非営利活動法人ARUN Seed 

代表理事 功能聡子 
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特定非営利活動法人 ARUN Seed 

〒113-0033 

東京都文京区本郷三丁目40番10号 三翔ビル本郷4階 

小野田髙砂法律事務所内 social hive HONGO 

URL: https://arunseed.jp/ 

E-mail: info@arunseed.jp 

 


