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社 会 的 投 資 ファンド

MURASAKIno ORGANIC

新商品開発・販売
プロジェクト

出資を検討されている方は、下記のURLまたは QRコードからアクセスし事業の詳細をご確認ください。

プロジェクトアセット 出資者募集のご案内当社は、「集団投資スキーム（ファンド）」を、投資の社会性をより強調するため「プロジェクトアセット」と呼んでいます。本プロジェクトアセットには、出資金の元本
が割れる等のリスクや、契約期間中の解約・譲渡はできない等の留意点がありますので、匿名組合契約説明書（契約締結前交付書面）をよくお読みの上、お申し込みく
ださい。本プロジェクトアセットの募集の取扱いは、プラスソーシャルインベストメント株式会社（PSI社）（第二種金融商品取引業者：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）に委託されているため、申込手続はPSI社が運営するWEBサイト「エントライ」にて行って頂く必要があります。

分配金・投資家特典

匿名組合出資金

投資家

個人・法人

取扱者
第二種金融商品
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営業者
株式会社

みんなの奥永源寺

奥永源寺地域

人と自然が調和した「地域循環共生圏」の実現人と自然が調和した「地域循環共生圏」の実現

お問い合わせ customer@en-try.jp075-257-7814
プラスソーシャルインベストメント株式会社

東近江市の花で絶滅危惧種「紫草(ムラ
サキ)」の根「紫根(シコン)」を活用した
オーガニックコスメの新商品を開発・販売
いたします。
みなさまからの出資金を活用し、地域資
源を活かした新商品を開発・販売するこ
とで、地域の「耕作放棄地の再生」と「雇
用の創出」を実現し、絶滅危惧種の「種の
保存」による、人と環境に優しい「地域循
環共生圏」を確立させます。

プロジェクトの詳細は、インターネットでご覧いただけます。

耕作放棄地の再生・雇用創出
絶滅危惧種の「種の保存」

新商品の開発・販売を通じて「奥永源寺地域」の活性化につなげる仕組み

https://www.en-try.jp

「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への「投資」で地域を応援できる
プラットフォームサイトです。

検 索みんなの奥永源寺　MURASAKIno ORGANIC新商品開発・販売プロジェクト

会員登録
本人確認資料の提出 出資申込み ご入金プロジェクト

選択お申込みの流れ

地域資源シコンをいかした
新商品の開発・リリース

新規顧客の獲得

販売数・販路の拡大



みんなの奥永源寺、前川代表自らが本プロジェクト
詳細について語る説明会・交流会を開催します。
第 2回は、食事付きの交流会となります。詳細は
ウェブをご確認ください。

みんなの奥永源寺、前川代表自らが本プロジェクト
詳細について語る説明会・交流会を開催します。
第 2回は、食事付きの交流会となります。詳細は
ウェブをご確認ください。

事務局連絡先

第１回第１回

第2回第 2回

無 料無 料

有料/食事・飲み物付き有料/食事・飲み物付き

2020年 4月19日（日）10:00-11:30（9:30受付開始）

2020年 4月19日（日）18:00-20:30（17:30受付開始）

ショッピングプラザアピア 研修室
（滋賀県東近江市八日市浜野町３-１）

ブランチ大津京内 SG-park
（滋賀県大津市二本松１-１）

事業説明会・交流会に参加ご希望の方は、下記URLから「事業説明会・交流会参加お申込みフォーム」へお進みいただき、必要事項をご入力
の上お申し込みください。その他、メールにて受け付けています。参加される回（第1回/第2回）、お名前、ご所属、ご住所、お電話番号、参加
人数（本人を含む）を明記の上、下記のメールアドレスへお申し込みください。

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

奥永源寺地域の活性化 ～ 人と環境に配慮した「地域循環共生圏」の実現へ ～

事業説明会・交流会を開催します！事業説明会・交流会を開催します！

株式会社 みんなの奥永源寺
代表　前川 真司さん

事業者の想い
　私たちが目指す地域の未来像、それは「環境と社会」すなわち「人と自然」が「企業の経済活動」に
よって手を取り合い、「地域循環共生圏」が成り立つ社会です。
　私たちが生きる2020 年の「今」に求められていることは、単なる経済活動の拡大と利益の追求で
はありません。健全な企業活動による「社会の担い手」を目指すことはもちろんですが、それ以上に
「SDGs」というキーワードが示すように、「環境社会」に対する歩み寄りが何よりも大事な時代です。
　私たちは、絶滅危惧種「紫草」の「種の保存」という、生物多様性の保護活動を実践しながら、オー
ガニックコスメ「MURASAKIno ORGANIC」の開発・販売によって、雇用の創出を目指すという、「環
境と社会の両立を企業活動によって実現」することを目指しています。
　SDGsや ESG 投資が注目される今だからこそ、私たちと共に歩んで頂ける「同志」を募集します。
みなさまのご支援・ご参画をお願い申し上げます。

　2018 年 4月の発売から約 2年。フランス・ルーブル
美術館で開催された世界最大級の化粧品展示会におい
て、日本を代表するオーガニックコスメのひとつとして展
示された、「MURASAKIno ORGANIC」の新商品開発・
販売プロジェクトが始まります！
　滋賀県東近江市の花で、絶滅危惧種に指定される「紫草
（ムラサキ）」の根「紫根（シコン）」を活用した「MURASAKI 
no ORGANIC」は、限界集落化が進む奥永源寺地域の耕作
放棄地を再生しながら、「無農薬・有機栽培」に取り組み、
コスメとして高い品質はもちろんのこと、琵琶湖の源流を
一切汚染しない地域活性化事業として確立しています。
その取り組みは国内外で高い注目を集め、環境省のグッ
ドライフアワード2018の「サスティナブル・ビジネス賞」
を日本の企業で初めて受賞しました。
　本プロジェクトでは、スカルプエッセンスをはじめギフト
にも最適な新商品を開発予定です。また投資家の皆様から
の声を集めて、今後の商品開発・販売に活かしていきます。
新しい挑戦をぜひ応援してください。　

MURASAKIno ORGANIC
新商品開発・販売プロジェクト

みんなの奥永源寺
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みんなの奥永源寺　MURASAKIno ORGANIC
新商品開発・販売プロジェクト

株式会社みんなの奥永源寺

6,000,000 円（300口）申込上限口数 100 口
1口金額 20,000円/口（出資金：20,000円 取扱手数料：0円）
※エントライへの会員登録及び申込の代行入力をご希望の方は、4口以上出資さ
れる場合に対応しております。その場合は、1件あたり別途3,000円の事務手数
料をいただきます。

オーガニックコスメ及び新商品の開発・販売促進費用

2020年2月28日～ 2020年5月28日
※この期間中であっても、出資金額が出資金募集最大総額に達した場合は、
そのときをもちまして出資の募集を終了します。

2020 年10 月1 日～ 2025 年9 月30 日

106%

5年間で138,278,760円の累計売上金額を目標とし、達成時
には償還率106%（源泉徴収後償還率104.78％）になります。
出資金額に対する損益分岐となる売上金額は130,434,783
円になります。本事業計画は売上金額及び分配金額を保証
するものではなく、元本が毀損するリスクがあります。
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株式会社みんなの奥永源寺

6,000,000 円（300口）申込上限口数 100 口
1口金額 20,000円/口（出資金：20,000円 取扱手数料：0円）
※エントライへの会員登録及び申込の代行入力をご希望の方は、4口以上出資さ
れる場合に対応しております。その場合は、1件あたり別途3,000円の事務手数
料をいただきます。

オーガニックコスメ及び新商品の開発・販売促進費用

2020年2月28日～ 2020年5月28日
※この期間中であっても、出資金額が出資金募集最大総額に達した場合は、
そのときをもちまして出資の募集を終了します。

2020 年10 月1 日～ 2025 年9 月30 日

106%

5年間で138,278,760円の累計売上金額を目標とし、達成時
には償還率106%（源泉徴収後償還率104.78％）になります。
出資金額に対する損益分岐となる売上金額は130,434,783
円になります。本事業計画は売上金額及び分配金額を保証
するものではなく、元本が毀損するリスクがあります。

出資者募集情報

奥永源寺地域の
耕作放棄地の再生
奥永源寺地域の
耕作放棄地の再生

絶滅危惧種「紫草」の栽培絶滅危惧種「紫草」の栽培

人のつながりの増大人のつながりの増大

・「産官学創」連携
・出資者とのつながり
・新しい雇用の創出

奥永源寺地域・琵琶湖の環境保全奥永源寺地域・琵琶湖の環境保全
・耕作放棄地の再生
・絶滅危惧種の保存
・琵琶湖の水を汚さない
　無農薬・有機栽培

SDGsでロハス・エシカルな
オーガニックシコンコスメの新商品開発・販売

SDGsでロハス・エシカルな
オーガニックシコンコスメの新商品開発・販売

アイクリーム トライアルセット

自然原料から製造された化粧品のことを示す
「リアルオーガニック・ナチュラル認証」に適合

紫根以外にも滋賀県産の
ナタネ油やヒマワリ種子油などの
天然由来成分を100%使用

琵琶湖の源流で育つ希少な国産紫根使用

古来より漢方として活用
優れた保湿・保護・抗菌効果や
養毛促進作用があるとされる

スカルプ
エッセンス

プ ロ ジェクトア セ ット「 概 要 」　 - 社 会 的 投 資 ファンド -

男性も女性も！
ギフトにも最適な新商品

投資家特典
２口以上ご出資いただいたみなさまには、特典
として、以下のMURASAKIno ORGANICをお
届けします。ギフトにもご活用いただけます！

２口以上ご出資いただいたみなさまには、特典
として、以下のMURASAKIno ORGANICをお
届けします。ギフトにもご活用いただけます！

口以上のご出資
5,000円相当(税込・送料込)のMURASAKI 
no ORGANICトライアルセット
を1回送付

5,000円相当(税込・送料込)のMURASAKI 
no ORGANICトライアルセット
を1回送付

２２

環境省「グッドライフアワード2018」受賞の様子(左)
2018年春に発表した「MURASAKI no ORGANIC」(右)
環境省「グッドライフアワード2018」受賞の様子(左)
2018年春に発表した「MURASAKI no ORGANIC」(右)

苗植えの様子(左) / 紫草の花(右)苗植えの様子(左) / 紫草の花(右)琵琶湖の源流 奥永源寺地域琵琶湖の源流 奥永源寺地域

「紫草(ムラサキ)」の根っこ「紫根(シコン)」「紫草(ムラサキ)」の根っこ「紫根(シコン)」

11××
口以上のご出資

15,000円相当(税込・送料込)のMURASAKI 
no ORGANICセットを1回送付
15,000円相当(税込・送料込)のMURASAKI 
no ORGANICセットを1回送付

44

11××
口以上のご出資66

22××
口以上のご出資

※ 金額内で内容の相談可※ 金額内で内容の相談可

2525

33××

冷涼な気候に恵まれ、絶滅危惧種「紫草」が育つ冷涼な気候に恵まれ、絶滅危惧種「紫草」が育つ
鈴鹿国定公園の中ほどに位置する自然豊かな地鈴鹿国定公園の中ほどに位置する自然豊かな地

奥永源寺地域奥永源寺地域 450m450m標高：標高：
東近江市市街地と比べても約2.7℃気温が低い東近江市市街地と比べても約2.7℃気温が低い

東近江市

法人の方にもおすすめ！

https://www.psinvestment.co.jp/exp-okueigenji/https://www.psinvestment.co.jp/exp-okueigenji/

25,000円相当(税込・送料込)のMURASAKI 
no ORGANICセットを2回送付
25,000円相当(税込・送料込)のMURASAKI 
no ORGANICセットを2回送付

100,000円相当(税込・送料込)のMURASAKI 
no ORGANICセットを3回送付
100,000円相当(税込・送料込)のMURASAKI 
no ORGANICセットを3回送付


