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01 actcoinとは

社会問題についての学びや、課題解決に向けた実践などの「ソーシャルアクション」を、

独自のコインで可視化し、価値化する。＊コインはポイントの様なもの

✓個人の社会貢献活動が見える化
✓ユーザー同士の活動が見えるから仲間が見　
つかる。
✓社会課題に取り組む団体の活動が見える。

✓
✓貯まったコインを、寄付やセミナー参加費に（実
装に向けて2022年5月、財団を登記）



02 イベントパートナーとは

ユーザーに対して、社会課題についての学びや、
課題解決に向けての実践機会を提供する団体

----承認条件----

✓法人格は問いません。
　※個人の取り組みは対象外

✓団体の公式ウェブサイトに下記の情報
が公開されていること。
・代表者氏名
・連絡先もしくは問い合わせフォーム
・活動内容

　※ウェブサイトがない団体については、
SNSアカウント等での情報公開・情報発
信で代替可能

　※actcoinスタッフによる個別ヒアリング
を経て承認可否を判断



03 actcoin団体向けサービスの特徴① 利用料0円

利用料０円

無料で使えるSDGsプラットフォーム。金銭の負担なく、どんな団体でも利用することができます。

▶NPOやNGOなどの非営利組織だけではなく、企業・自治体・学生団体・任意団体も利用可能です。

団体 登録団体数 316団体

総イベント参加件数
（重複含む）

11,318回

利用者属性 年齢 30代以下のユーザー　→　約65％

男女比（任意設定） 男性約60％、女性約40％

月あたりのログイン総数 約4,560件数



より関心のあるユーザーに社会性の高いプロジェクトを発信！

04 actcoin団体向けサービスの特徴②社会課題に特化したプラットフォーム 



05 公式イベントパートナー活動支援金プログラムとは

プロジェクト掲載

支援金

参加

✓団体のＰＲ
✓イベントの告知・集客
✓活動資金の一部確保

社会貢献活動を循環する体験を提供→

社会課題を学べる

自分の参加が100円の
寄付金になる

広報支援
（メルマガ、ＳＮＳ）

経済的負担なし

パートナー団体としてより協力しあい、ソーシャルアクションを盛り上げていくことを目的としています。団体
の活動を広報や支援金で応援します。活動と共にアクトコインのユーザーを増やし、さらにアクションの輪
を広げていくパートナー制度です。

目的



06 ご提供できること  

✓　Twitter

✓　Facebook

✓　Instagram

✓　メールマガジン

他団体との

マッチング支援

ナレッジシェア

イベントへの

参加人数に応じた

活動支援金の提供



07 活動支援金プログラムの対象団体

説明会への参加。（もしくは、担当者からの説明を受けた）１

団体のウェブサイトを持っている。（活動状況がわかるページであれば可）２

既にactcoinでイベント公開、コイン付与を行った経験がある。4

団体の銀行口座を持っている。3

メンバーがactcoinに登録をしており、担当者がソーシャルアクター認定済【推奨】。５

条件として以下の要件を満たす様お願いしています。



08 告知・PRのご協力について　【メールマガジン編】

隔週金曜日、10,000名に配信しているメールマガジンにてイベント情報を掲載いたしま
す！（月曜日になる場合もございます。）

開封率は45％前後、クリック率は1.2％ほどのマガジンです。

イベントの概要が分かる画像に併せ、

参加するメリットやおすすめの人など、

＋αの情報も記載いたします。



イベントのスタイルに合わせて、オープニングやエンディングなど可能なタイミングで１回以上の
actcoinの紹介をお願いします。
声がけを行うことによって、より多くの参加による支援金に繋がります。

イベント実施日までに参加者へのリマインドメールやPeatixなどの告知ページにて、actcoinの紹介文とユーザー登録リンクの

ご案内をお願いします。次のページの例文を参考にお使いください。

事前のご案内で、actcoinからの参加者が増えコイン付与人数も増加し支援金にも繋がります。

※主催者のみなさまも、ぜひ参加者として「参加ボタン」を押してコイン獲得をいただきますようお願いします。

09 アクトコイン登録案内のお願いー 登録からコイン獲得まで ー

事前告知【推奨】

当日案内【必須】

案内用資料について

オンラインイベントで活用いただけるスライド資料はP15~16にあるものを活用ください。
リアルイベントではこちらのチラシをご活用ください。actcoinチラシ

コイン付与について

イベントの中でQRコード、もしくは入力コードを参加者に提示いただくと、その場でコイン付与が完了しますが、ネット環境等何
らかの理由で参加したのにコインが獲得できなかった。という参加者へは管理画面よりコイン付与をしてください。

https://drive.google.com/file/d/1vpAJtg7pv6MwW6YZizpA71a9S9EINDG3/view


actcoin紹介文

actcoinは（アクトコイン）は一人一人の社会貢献活動を見える化し、新しい価値にするプラットフォームサービスです。

社会課題についての学びや、課題解決につながるボランティアなどの活動「ソーシャルアクション」に対して独自のコイ

ンを付与します。コインは今後、寄付やエシカル商品との交換など、ソーシャルグッドな循環を作ることを構想していま

す。

一人一人のアクションがより良い世界に繋がります。ぜひアクションを起こす一人としてactcoinに参加してください！

actcoinHP：https://actcoin.jp/

Twitter：https://twitter.com/actcoin_jp
Facebook：https://www.facebook.com/actcoin.jp/
Instagram：https://www.instagram.com/actcoin_jp/

活動支援金について

この度、actcoinの公式イベントパートナーとなりました。皆様のイベントへの参加が私たちの活動支援金に繋がりま

す。ぜひご協力お願いいたします。

■公式イベントパートナー企画とは

actcoinユーザーの参加者一人あたり100円の寄付がactcoinから届きます。

　例文 / actcoin紹介文と活動支援金について 

https://actcoin.jp/
https://twitter.com/actcoin_jp
https://www.facebook.com/actcoin.jp/
https://www.instagram.com/actcoin_jp/


ユーザー登録

参加申請方法

actcoinへのご登録、イベントへの参加申請方法は以下の手順でお願いします。

注意！参加ボタンはイベント当日24時を過ぎると無効となります。

==========================
①actcoinユーザー登録（無料）

　https://actcoin.jp/join.php
iOSアプリの方はApp Storeで「actcoin」と検索！

※ユーザー登録方法はこちらの資料をご覧ください。

②actcoinにログイン後、このイベントに参加申請をします。

メニューの「参加」から参加するイベントページに行き、参加ボタンをクリック！

イベントページURL：（イベントのURLが入ります） 

③ QRコード読み込みまたは参加コード入力すると（コイン数が入ります）コインを獲得！

==========================

ぜひご登録、ご参加をお待ちしています！

お問い合わせはこちらまでお願いします。

team@actcoin.jp

　例文 / ユーザー登録参加申請方法

https://drive.google.com/file/d/1m82HV6oMDJh_ZkbDHCcbjT1CF-PogdxV/view
mailto:team@actcoin.jp


actcoinの説明用スライド

10 案内用資料



〇〇は、actcoin 公式イベントパートナーです。
皆さまのactcoin登録と参加申請により、
actcoinからの参加者一人につき100円が
活動支援金として団体に給付されます。



参加コード　＊＊＊＊＊＊

イベントタイトル

参加QRコード

イベントビジュアル



actcoinのメルマガや
SNSでも告知させて
いただきます。

イベントの企画概要が決まりました
ら、actcoin上でもイベントページを
ご設定ください。

開催日の2週間ほど前に申請いただ
けると、こちらも広報にご協力するこ
とが容易となります。

11 イベント準備～着金までの流れ

ページ作成 公開申請 ＰＲ・広報
四半期ごと
〆翌月末

掲
載
終
了

掲
載
開
始

5月、8月、11月、2月が振込月です。

金額が確定しましたら振込月の

25日頃に明細をお送りいたします。

準備期間

コイン付与

寄付金額確定
振込



12 明細書について

登録申請時に記入いただいたメールアドレスに、
振込月の25日頃を目安にお送りいたします。

毎月何人が参加し、何円の支援金が発生したかの
内訳も共有いたします。

※「繰り越し分」：四半期で発生した支援金額が
1,000円未満の場合は、次の四半期（ 1,000円以上と
なったタイミング）に繰越させていただきます。



13 領収書ご提出のお願い

寄付金受領の領収書の
ご提出をお願いいたします。

★領収書は各団体がいつも使用しているものを
ご活用いただいて問題ございません。

★特にない場合は以下ご参考ください。
https://template.the-board.jp/receipt_templates

★団体印の画像を挿入ください。

★書面での郵送も受け付けております。
〒106-0045 
東京都港区麻布十番2-13-5
COCO SPACE麻布十番702

★宛先は【SOCIAL ACTION COMPANY株式会社】
とご記入ください。

https://template.the-board.jp/receipt_templates


14 よくある質問

A. 全てのイベントではございません。

【日時が指定されている】【どなたでも参加することができる】この２つを条件としています。

Q.全てのイベントが支援金の対象ですか？

Q.actcoinの説明をお願いすることは可能ですか？

A. 私たちは「ユーザーのアクションを新しい価値とする」ことを目標としていますので、ぜひイベントの中で

actcoinを告知いただき、価値創造体験の機会を広げて頂ければと思います。

    
■サービス説明資料：リンク｜■説明用台本：リンク

★説明の代行をactcoinスタッフが請け負うことも可能でございます。

★イベント内での時間確保が難しい場合は、イベントのリマインドやお礼メールの文章にご挿入ください。

→イベントサポートマニュアル（エクセル版）は こちら

https://docs.google.com/presentation/d/1sZ3mpXiQUncvJMQoERclWHAPHMZlyZNCqlUOQUQ1R0w/edit#slide=id.gd2b7801424_0_8
https://docs.google.com/document/d/1boxp9JhAMe4CF3lQ6iI6q1fNG2c23pYESbnEttRMI_4/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1sZ3mpXiQUncvJMQoERclWHAPHMZlyZNCqlUOQUQ1R0w/edit#slide=id.gd2b7801424_0_8


15 今後の流れについて

まだイベントを公開していない団体は一度ご開催ください。

公式イベントパートナーの特設ページに情報を掲載いたします。

イベント実施

承認

説明会後にお送りする、【公式イベントパートナー申込フォーム】に

必要情報をご記入し、申請ください。

組織名称、団体紹介文、担当者名、ご連絡先、口座情報、ロゴデータ、

団体ホームページが必須情報です。

申請


