
社会的投資プラットフォーム
「エントライ」のご案内

プラスソーシャルインベストメント株式会社
TEL 075-257-7814
メールアドレス customer@en-try.jp

本社所在地  京都市上京区河原町通丸太町上る出水町284番地
役職員数   12名
代表者   代表取締役社長　野池　雅人
設立   2016年4月14日
資本金   8,000万円
登録   第二種金融商品取引業: 近畿財務局長（金商）第396号
加入協会   一般社団法人第二種金融商品取引業協会

Facebook 「En-try - エントライ」

Twitter 「エントライ-社会的投資プラットフォーム-」

YouTube 「エントライ-社会的投資プラットフォーム-」

プラスソーシャルインベストメント株式会社は、
社会的投資プラットフォーム「エントライ」を通じて、
「持続可能な開発目標（SDGs）」への取り組みを
行っています。

検 索エントライ

https://www.en-try.jp/



Webサイト「エントライ」は、金融の仕組みを通じて、一つひとつのプロジェクトアセット（社会的投資ファンド）
への「投資」で、地域を応援できる仕組みです。
Webサイト「エントライ」は、金融の仕組みを通じて、一つひとつのプロジェクトアセット（社会的投資ファンド）
への「投資」で、地域を応援できる仕組みです。

エントライとはエントライとは

① 個人・法人の皆様からご出資いただき、当社の出資金預り口座で受け取ります。
②～③ 信託口座へ送金し、出資金の分別管理と信託保全を行います。ファンドの募集期間終了後、営業者のファンド
専用口座へ送金されます。
④～⑤ ファンド対象事業の成果に応じて、営業者からの分配金が信託口座へ送金され、分別管理されます。信託
口座内の分配金は、エントライのマイページ上でデポジットとして確認ができます。そのデポジットを、新たな
プロジェクトアセットへ再投資していただくことも可能です。
⑥ 出金のご指示をいただいた場合には、出資者の皆様の銀行口座に送金されます。
　 ※ 詳細は、P.７「デポジットの利用」、P.８「出金申請方法」をご覧ください。
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エントライ ４つのメリット

１１簡単にインターネット
上から「社会的投資」が
できる！
パソコンまたはスマートフォン、タブレットから
プロジェクトアセットへの投資ができます。

３３ ４４プロジェクトアセットの申込時に、出資金をデ
ポジットから支払うことが可能です。
銀行振込をする手間が省け、振込手数料を節
約することができます。

￥

２２「小口」から気軽に投資
できる！

プロジェクトアセットによっては10,000円からの
投資もできるため気軽に始められます。

運用状況をいつでも
インターネット上から
確認できる！
投資金額や運用状況をいつでも確認できます。
売上実績の推移など各種シミュレーションも
充実しています。

少子高齢化の世界最先端を走
る日本。経済的・社会的課題は
山積み。

それでも、自分の暮らす地域が、
自分の生まれた故郷が、大切な人
が住む場所が、未来に向かって
続いていくために

課題を洗い出し、知恵を絞り、計画
を立て、事業を軌道に乗せようと
汗を流している人たちがいます。

エントライの仕組み

経済的課題経済的課題 社会的課題社会的課題

社会の課題・地域の課題を解決したい！

デポジットからの再投資
で手数料がかからない！
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買い手よし

世間よし 未来よし

あなたが選ぶ
地域の未来はどれですか？

エントライに登場するプロジェクトアセットの中に、
あなたがワクワクできる地域の未来があるかもしれません。

“四方良し”な仕組み「エントライ」
～「投資」で地域を応援～

プロジェクトアセット
（社会的投資ファンド） ＝ 事業のカタチをした地域の資産

売り手よし



ご利用方法ご利用方法 -会員登録 / プロジェクトの選択・お申し込み --会員登録 / プロジェクトの選択・お申し込み -

４４３３

■ 会員登録方法 -初めての方-■ 会員登録方法 -初めての方-
お取引をはじめるため、会員登録を行ってください。パソコン・スマートフォン・タブレットから登録、送信できます。

■ プロジェクトの選択・お申し込み■ プロジェクトの選択・お申し込み
プロジェクトの内容をそれぞれじっくりと読み、「投資」したいプロジェクトを選んでお申し込みいただけます。

エントライトップページ上段の「会員登録」を押し、利用規約の確認、メールアドレスの送信、
会員登録情報の入力を行ってください。
エントライトップページ上段の「会員登録」を押し、利用規約の確認、メールアドレスの送信、
会員登録情報の入力を行ってください。

会員登録会員登録
STEP

１

返信されてくるメールをご確認いただき、マイページより「投資家情報登録」を行ってください。返信されてくるメールをご確認いただき、マイページより「投資家情報登録」を行ってください。

投資家適合性の確認投資家適合性の確認
STEP

２

送信したメールアドレス宛に、新規会員
登録のメールが返ってくるよ！
届かない場合は、迷惑メールフォルダに
入っていないかチェックしよう！ 

送信したメールアドレス宛に、新規会員
登録のメールが返ってくるよ！
届かない場合は、迷惑メールフォルダに
入っていないかチェックしよう！

約５分約５分

本人確認のため、以下資料を送信してください。本人確認のため、以下資料を送信してください。

本人確認資料の送信本人確認資料の送信
STEP

３

約７日約７日

個人の場合 法人の場合

パスポートは不可だから
気をつけてね！ 
パスポートは不可だから
気をつけてね！

運転免許証、健康保険証などの
資料を送信

登記事項証明書、ご担当者の
免許証などの資料を送信

本人確認完了ハガキの受取で本人確認完了となります。本人確認完了ハガキの受取で本人確認完了となります。

本人確認完了通知の受取本人確認完了通知の受取
STEP

４

投資会員登録完了投資会員登録完了

わたしの「社会的投資」で
これから地域がどう変わって
いくか楽しみ！

わたしの「社会的投資」で
これから地域がどう変わって
いくか楽しみ！

お申し込み

「この商品に投資する」
をクリック

匿名組合契約説明書と投資家適合性をご確認いただき、「次へ」
をクリック

❶❶

❷❷ 「申込内容を確認する」→「申込内容を確定する」のクリックで完了
口数を入力❸❸

プロジェクトの選択

エントライのトップページから、受付中のプロジェクトアセットページを選択すると、プロジェクトの詳細をご覧いただけます。

● プロジェクト概要・募集情報・事業計画
トップページから、受付中の各事業を選ぶと、事業の詳しいスト
ーリーや募集情報、事業計画をご覧いただけます。

● リスク・営業者情報・FAQ
契約の締結にともなう留意点やリスク、営業者情報、よくある質
問と回答をご覧いただけます。

● 分配シミュレーション・仕組み図・資金使途
分配金額のシミュレーションや事業の仕組み図、資金の使い道
をご覧いただけます。

事業の背景や想い、
目指すことなどの

ストーリーが読めるよ！

事業の背景や想い、
目指すことなどの

ストーリーが読めるよ！
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ご利用方法ご利用方法 -マイページ機能 / 出資状況--マイページ機能 / 出資状況-

６６５５

■ マイページ機能■ マイページ機能
ログインすると、これまでの各種出資状況データをご覧いただけます。

マイページ -トップ-

お知らせ情報をご覧いただけます。お知らせ情報をご覧いただけます。
お知らせお知らせ

❸❸投資しているプロジェクトアセット投資しているプロジェクトアセット
投資されているプロジェクトアセットのお申込み状況や匿名組合
契約書、分配明細書などの書面をご覧いただけます。
投資されているプロジェクトアセットのお申込み状況や匿名組合
契約書、分配明細書などの書面をご覧いただけます。

❹❹退会方法退会方法
エントライを退会することができます。エントライを退会することができます。

「ログイン」をクリック

「登録アドレス」、「パスワード」を入力後、「ログイン」クリック

❶❶

❶❶

❷❷
❷❷❸❸

❹❹

自分が出資した
事業の動きが

詳しくわかるね！

自分が出資した
事業の動きが

詳しくわかるね！

各事業の状況を写真などの画像とともにご覧いただけます。各事業の状況を写真などの画像とともにご覧いただけます。
投資会員限定ブログ投資会員限定ブログ

マイページ -出資状況-

❶❶

❷❷

❸❸

❹❹
成果がわかると

もっと応援したくなる♪
成果がわかると

もっと応援したくなる♪

「出資状況」をクリック

❸❸契約締結前/締結済契約締結前/締結済
契約締結前と締結済のプロジェクトアセットの状況をご確認
いただけます。
契約締結前と締結済のプロジェクトアセットの状況をご確認
いただけます。

❹❹出金・分配履歴出金・分配履歴
出資金・分配金の状況をご確認いただけます。出資金・分配金の状況をご確認いただけます。

これまでの出資の資産配分をグラフでご確認いただけます。これまでの出資の資産配分をグラフでご確認いただけます。
アセットアロケーションアセットアロケーション❷❷

プロジェクトアセットIR情報プロジェクトアセットIR情報
これまでの事業計画と売上実績の推移をグラフでご確認
いただけます。
これまでの事業計画と売上実績の推移をグラフでご確認
いただけます。

出資計画
立ててみようかな!?

出資計画
立ててみようかな!?

❶❶
これまで出資したプロジェクトの投資金額や損益通算などの
情報をご確認いただけます。
これまで出資したプロジェクトの投資金額や損益通算などの
情報をご確認いただけます。

出資集約情報出資集約情報

以下の条件の場合は、退会ができませんのでご注意ください。
 ・ 投資したファンドが償還前のものが一つでもある
 ・ デポジット残高が残っている
 ※ 出金申請を行っている場合には、すべてが「振込完了」か「却下」になって
　  いなければ残高が残っていますのでご注意ください。



ご利用方法ご利用方法 -デポジットチャージ / デポジットの利用 / 出金 --デポジットチャージ / デポジットの利用 / 出金 -

８８７７

■ デポジットの利用■ デポジットの利用

プロジェクトアセットの申込時に、出資金をデポジットから支払う
ことが可能です。
銀行振込をする手間が省け、振込手数料を節約することができます。

デポジットを利用した再投資

振込の手間・手数料なし！

決算

再投資へ再投資へ分配金分配金

■ デポジットチャージ■ デポジットチャージ
デポジットチャージは、先にお金を振り込んでいただき、プロジェクトアセットの申し込み時にデポジット（預り金）から
お支払いを選択できるものです。

１

プールされているデポジットから、
出資金の振り替えが行われるため、
都度振込にかかる手数料や手間
が軽減されます。

ご出資時の
都度の振込が不要！

￥

分配金払い戻し時の
都度振込手数料が不要！

分配金払い戻し（出金申請）がデ
ポジット口座に貯まり、再投資に
回せるので、分配金払い戻しの都
度振込手数料を負担する
必要がありません。

２

デポジット ３つのメリット
便利で
お得！
便利で
お得！

■ 出金申請■ 出金申請

デポジットチャージの手順

デポジットから出資金を支払う手順

出金の手順

デポジットは、いつでもマイページから引き出すことができます。
※ デポジットの出金申請は、1,000円以上から受け付けています。また、1,000円以上から1円単位での出金が可能です。
※ 出金申請の際、1件につき500円の事務手数料をいただきます。なお、出金指示から当社での手続きが完了するまで、７営業日程度かかる場合があります。

「この商品に投資する」
をクリック

匿名組合契約説明書と投資家適合性をご確認いただき、「次へ」
をクリック

❶❶

❷❷ 「申込内容を確認する」→「申込内容を確定する」のクリックで完了

口数を入力❸❸

３

デポジット残高はご自身のマイペ
ージで随時確認、引き出しが可能
です。

デポジットは
必要な時に引き出せる！

￥

￥

デポジット（支払留保金）を利用すれば振込手数料がかからない！デポジットを利用すれば振込手数料がかからない！０円

振込手数料

❶ 「デポジット入金申請」を
　  クリック

❶ 「デポジット出金申請」を
　  クリック

チャージ金額を入力し、「入力した金額をチャージ」をクリック❷❷ チャージ金額を確認し、「この内容で申し込む」をクリックで完了❸❸

出金額を確認し、「この内容で申し込む」をクリックで完了❸❸

今回使用金額へ今回デポジットから使用する金額を入力
●デポジットから全額支払う場合は、「全て」をチェックし、全額を入力
●出資金のうち、一部をデポジットから支払う場合は、「一部」をチェ
  ックし、デポジットから支払う金額を入力

出金額に出金したい金額を入力し、「確認」をクリック❷❷



９９ 1０1０

下北山村の小又川水力発電所は、老朽化や管理費用などの不足から
存続が危ぶまれています。そこで、ならコープの提案により、小又川を
流れる豊富な水量を最大限に活かし、発電量を増量する更新を行い
ます。そのことにより持続可能な運営と、利益の一部を下北山村の振
興、特に森林の整備にあてる費用が捻出可能になります。本プロジェ
クトアセットでは、この更新にかかる費用の一部を募集しました。

◆ 募集総額：3,000万円
◆ 出資者数：116人

下北山村　小又川水力発電所更新プロジェクト下北山村　小又川水力発電所更新プロジェクト

再生可能エネルギー活用で山村の未来につなぐ再生可能エネルギー活用で山村の未来につなぐ

上：更新前の取水口（左）、更新後の取水口（右）
下：更新前の水車発電機（左）、更新後の水車発電機（右）

出資者の声出資者の声

東日本大震災が起こってから、エネルギー問題に
興味を持つようになりました。
小又川水力発電所更新プロジェクトが、奈良県南部の
過疎化地域である下北山村の復興にもなる、という取り
組みが素晴らしいと思い、少しの金額ですが、出資させ
て頂きました。このプロジェクトによって、発電量が安
定しそして、多くの方々が自然エネルギーに目を向け
るきっかけになればと期待します。
いつか現場に行き美しい川と発電の様子など
を見学したいと思います。

クリーンエネルギーと
過疎化地域の復興

渡辺 早苗 さん

岡山市SIB　おかやまケンコー大作戦プロジェクト岡山市SIB　おかやまケンコー大作戦プロジェクト

上：ウォーキングの様子（左）、エアロビクスの様子（右）
下：測定の様子（左）、栄養バランスを考えたお弁当（右）

再生可能エネルギー
2019年 2019年

ソーシャルインパクトボンド

出資者の声出資者の声

まちづくりでご一緒している石原さんが社会的投資の
取り組みを行われるとお伺いし、出資をさせていただき
ました。まちづくりや社会課題の解決に取り組む事業の
資金調達はまだまだ環境や理解が整っておらず、寄付も
クラウドファンディングなどの広がりにより、やっと一般化
してきた印象です。しかしながら、より大きな事業に取り組
んでいくには寄付だけでなく、融資や出資などの資金調
達も必要です。
今回の取組みがきっかけとなり、個人でも「出資」
という形で、まちづくりのプロジェクトに連携・
協力・参加することができるといった理解
が広がることを期待しています。

個人でも「出資」という形で
まちづくりのプロジェクトに

連携・協力・参加することができる

個人でも「出資」という形で
まちづくりのプロジェクトに

連携・協力・参加することができる

坂ノ上 博史 さん

東近江市SIB東近江市SIB

マイ助産師制度・子育てシェアシステム実現プロジェクト
◆ 募集総額：50万円
◆ 出資者数：19人

2018年 2018年

西条市SIB西条市SIB

はだか麦野菜スイーツ拡大プロジェクト
◆ 募集総額：100万円
◆ 出資者数：33人
完熟果物ソース商品化プロジェクト
◆ 募集総額：100万円
◆ 出資者数：30人
地元食材提供による賑わい創出プロジェクト
◆ 募集総額：50万円
◆ 出資者数：19人

2018年 2019年

東近江市SIB東近江市SIB

政所茶の販路拡大・ブランディング応援プロジェクト
◆ 募集総額：50万円
◆ 出資者数：17人

障がいのある子どもと保護者の未来応援プロジェクト
◆ 募集総額：50万円
◆ 出資者数：22人

地域で育む子どもの居場所づくりプロジェクト
◆ 募集総額：50万円
◆ 出資者数：22人

田園にとけこむシェアオフィスsubaco.を育むプロジェクト
◆ 募集総額：50万円
◆ 出資者数：23人

ぶどうを育てワインを醸造・魅力ある地域経営に乾杯プロジェクト
◆ 募集総額：50万円
◆ 出資者数：20人

働くマインド育成プロジェクト
◆ 募集総額：100万円
◆ 出資者数：22人

ガリ版伝承によるまちづくりプロジェクト
◆ 募集総額：363万円
◆ 出資者数：3人

◆ 出資者数：28人

西条市SIB西条市SIB

丹原産はちみつ入り季節の果物ジャム開発プロジェクト
◆ 募集総額：50万円

岡山市内のフィットネス、スーパー、スポーツ用品店、百貨店など、健
康に関するサービスを提供する企業が共同で健康的なプログラムを
提供し、多くの市民の方に受けていただくことでBMIの改善を目標と
して展開していきます。充実した健康改善プログラムから健康に関す
る課題の深刻化を防ぎ、社会保障関係費用の増大による市民の負担
軽減につなげます。本プロジェクトアセットでは、サービス提供事業者
への事業費及び広報宣伝費の一部を募集しました。

◆ 募集総額：3,000万円(A号、B号、C号合計)
◆ 出資者数：89人

会社で、チームで、家族で！みんなでポイントを集めて健康に！会社で、チームで、家族で！みんなでポイントを集めて健康に！

今回、私たちは岡山県内初のソーシャルインパクトボンド（SIB）
事業である「おかやまケンコー大作戦」の資金調達でen.try
及びPSIの皆さんにお世話になりました。今回は関係事業者の
方 と々プロジェクトを応援してくださる個人の方に向けて、サー
ビス提供事業者の事業費及び広報宣伝費を募集させていただ
きました。en.tryを通じてプロジェクトの趣旨や事業の内容を
知っていただき、個人の方からは目標とする300万円、全体では
3,000万円の資金調達を実現することができました。多くの方
よりご賛同いただき、本当にありがとうございました。
SIBは公共事業を転換していく仕組みであり、また社会的投資
によって地域事業者の取り組みにおける社会性を知っていただ
くこと、認めていただくことにつながります。こうした考えがこの
プラットフォームとともに広がっていくことを期待しています。

再生エネルギー事業である小又川水力発電所更新プロジェクト
に賛同していただける方を、ならコープ組合員をはじめ、奈良県内
にお住まいの方をメインに幅広く募ることを目的にファンド組成
をお願いしました。募集期間内に目標の３０００万円が満額に
達したこと、奈良県内の出資者が全体の３９．７％となったこと、
５口以下の出資者が全体の６３．３％となったことから目的が達
成できたのではないかと思います。
また、関東圏にお住まいの方にも小又川水力発電所更新プロジ
ェクトを知っていただくために東京で出資説明会を開催し、多く
の方に弊社の取り組みを知っていただく機会となりました。

今後も下北山村や小又川水力発電所の取り組みを多くの人に
知ってもらうことや再生可能エネルギーの普及のために情報
発信を継続できることを期待しています。

PS瀬戸内株式会社　代表取締役社長　石原達也さん

営業者の声営業者の声

プロジェクトアセット -取扱実績-プロジェクトアセット -取扱実績-

株式会社コープエナジーなら　代表取締役社長　中村和次さん

営業者の声営業者の声

大阪府SIB大阪府SIB

包括連携型里親支援プロジェクト
◆ 募集総額：480万円
◆ 出資者数：1人

池田市SIB池田市SIB

フリースクール運営による子どもの笑顔創出プロジェクト
◆ 募集総額：450万円
◆ 出資者数：1人

多摩市SIB多摩市SIB

糖尿病性腎症の重症化予防プロジェクト
◆ 募集総額：480万円
◆ 出資者数：2人


