
メルカリ寄付

サーキュラー・エコノミー団体募集要項

1.趣旨

メルカリのミッションは「新たな価値を生み出す、世界的なマーケットプレイスを創る」ことです。そ

れによって、必要なモノが、必要な人に、必要な量だけ届くような循環型社会を目指しています。

地球資源が大切に使われる循環型社会にしていくためには、これまでのような大量生産・大量消

費から、循環を前提とした生産・消費へとシフトしていく必要があると考えており、「サーキュラー・

エコノミー（循環型経済）」の必要性を強く感じています。

「サーキュラー・エコノミー」とは、従来の「資源を採掘して、作って、使って、捨てる」というリニア

（直線型）なバリューチェーンとは異なり、限りある資源を有効に活用するため、廃棄を極力減ら

す、あるいは廃棄されるものでさえも次の資源へとつなげていくサーキュラー（円形型）なバ

リューチェーンの仕組みのことを示しています。

これまでメルカリグループが提供するサービスの成長を通じ、二次流通市場の拡大を牽引するこ

とで、サーキュラー・エコノミーの一翼を担ってきましたが、今後はさらに二次流通市場の拡大だ

けではなく、一次流通市場における商品企画や生産・販売の最適化にも働きかけることで、循環

型経済をはじめ様々な活動によって、サーキュラー・エコノミーの実現をさらに加速していきたい

と考えています。

そのためには、今後の「サーキュラー・エコノミー」の推進においては、企業だけではなく、NPO団
体をはじめとする多様なプレイヤーが参加し、これまで関心を持っていなかった層を巻き込んだ

活動が重要となると考えています。

そこで今回、「サーキュラー・エコノミー」を推進する団体を「メルカリ寄付※1」の寄付先に追加し、

「サーキュラー・エコノミー」の実現をさらに加速することを目指します。

「メルカリ寄付」機能を通じ、日本のサーキュラー・エコノミーの未来をメルカリと共に創り、盛り上

げていく仲間となっていただける団体のご参加を期待しています。

※1…「メルカリ寄付」は、2020年9月に開始した売上金等からチャージされたメルペイ残高を、希
望する自治体や慈善団体等の団体に寄付できる機能あり、2021年5月現在で11の自治体、12の
慈善団体を合わせ23の団体に寄付先として参加してもらっています。

2.募集の枠組み



A:サーキュラー・エコノミー・リー
ダー

B:サーキュラー・エコノミー・チャレ
ンジ

概要 ・すでにサーキュラー・エコノミーの

分野で活動している団体、および

今後活動分野や地域でリーダー

シップをとって展開をしていく団体

向けの募集です。

・メルカリとパートナーシップを取

り、メルカリ担当者などとの意見交

換が可能です。

・新たにサーキュラー・エコノミーに

対して、活動の展開を予定している

団体向けの募集です。

・新規事業（事業開始前から開始

後1年以内）を対象とします。

対象となる団体 ◯対象となる団体の事業・活動

対象となる団体は、サーキュラー・エコノミーに関する事業・活動のみに

取り組んでいる団体に限定しません。

団体として、教育・福祉・地域活性・子育て支援などの様々な分野を活動

目的としながら、事業・活動の一つとしてサーキュラー・エコノミーの実現

に向けた取り組みを行っている団体も対象となります。

※「政治活動、宗教活動及び営利活動を目的とする団体」及び「反社会

的勢力と関わりのある団体」は対象外となります。

◯対象となる団体の法人格

以下の法人格を持つ団体が対象です。

特定非営利活動法人（認定含む）、一般財団法人、公益財団法人、一般

社団法人、公益財団法人、医療法人社団、医療法人財団、社会医療法

人、学校法人、国立大学法人、公立大学法人、社会福祉法人、更生保

護法人、独立行政法人、地方独立行政法人、農事組合法人

対象となる事業・活
動

「3.対象となる事業・活動」をご覧ください。

採択予定団体数 25団体程度 25団体程度

寄付金額 「メルカリ寄付」を通じて、寄付者から団体宛に受けた寄付金額（1円〜
100万円/件）

※お支払い処理のためのメルペイ決済手数料と銀行振込の手数料相当

額を差し引かせていただきます。

※詳細は「5.寄付の金額・仕組み」をご確認ください。

公募開始 2021年5月28日（金）

公募締切 2021年6月21日（月）15時



選考結果通知 2021年6月下旬～7月上旬を予定

※選考を通過した団体には、お支払い処理のためメルペイ加盟店登録

の審査を受けていただきます。加盟店審査の結果、最終的にメルカリ寄

付への登録ができない場合がございますのでご了承ください。

※詳細なスケジュールは、「6.選考方法・スケジュール」をご覧ください。

3.対象となる事業・活動

サーキュラー・エコノミー（循環型経済）の普及と実現に向けて、社会や生活の現場に根ざした実

践的な取り組みを行っている、またはこれから行う予定の事業・活動を募集します。

【対象となる事業・活動の例】

◯製品と原料を使用し続けるための3Rやゼロ・ウェイストの推進
・不用品の回収・リユースの促進

・レジ袋やプラスチック製品の削減

・フードロスの削減

・ペットボトル等の廃棄物のアップサイクル

・簡易包装の推進

・都市鉱山の有効活用

など

◯ゴミ・汚染を出さない設計の普及

・再生可能な素材、製品の普及

・循環を前提にした製品の普及

など

◯シェアリング・サブスクリプションの推進

・自転車等の移動手段のシェアの推進

・生活用品の貸し借り、シェアの推進

など

◯再生可能な自然資源の循環促進

・バイオマス、コンポスト等の利用促進

・廃材や肥料等の再利用の推進

・循環型の農林水産業の推進

など

◯サーキュラー・エコノミーや循環型社会に関する教育・啓発

・「捨てる」を前提としない消費文化や新しいライフスタイルの醸成

・消費者や子供たち向けの学習プログラムの提供

など



4.期待するアクション

これまでメルカリは、「「モノ」で社会貢献できる世界」「もっと気軽に多くの社会貢献を」「モノととも

に社会貢献が循環する」、そんな未来を作っていきたいという思いで「メルカリ寄付」をはじめとし

た社会貢献のマーケットプレイスを創ってきました。

「merpoli（メルポリ）」というオウンドメディアブログ上では、こうした現状の日本や世界を取り巻く
社会問題や政策課題、とくに政策企画分野におけるメルカリの取り組みや意見などについても積

極的に発信しています。

URL：https://merpoli.mercari.com/
メルカリのサーキュラー・エコノミーへの思いは、この「merpoli（メルポリ）」上の記事としていくつ
か発信をしていますので、ぜひご覧ください。

『世界経済フォーラム主催の「循環経済ラウンドテーブル」で一次流通と二次流通がデータで繋

がる循環型社会の実現を提言』

https://merpoli.mercari.com/entry/2021/03/25

『第2回 Innovation Gardenに政策企画の高橋が登壇。日本流サーキュラーエコノミーの未来』
https://merpoli.mercari.com/entry/2021/03/12

『メルカリが考える日本版サーキュラー・エコノミーの未来。政策企画の高橋が登壇』

https://merpoli.mercari.com/entry/2021/02/15/070000

今回、「メルカリ寄付」の寄付先にサーキュラー・エコノミーを活動分野とする団体を追加するにあ

たっては、参加される団体の皆様に、「merpoli（メルポリ）」上で発信しているメルカリのサーキュ
ラー・エコノミーへの取り組みとぜひ連携していただきたいと考えています。

「メルカリ寄付」のプラットフォームを活かしていただき、日本らしいサーキュラー・エコノミーをメル

カリと共に創り、盛り上げていく仲間となっていただけることを期待しています。

5.寄付の金額・仕組み

● 寄付金のお支払い処理のため、メルペイの加盟店登録が必要です。

● 寄付の仕組みは「収納事務委託」で行い、参加団体、メルカリ、メルペイによる3者契約に
なります。

● 原則として団体への寄付者の個人情報のご提供はありません。不特定多数の寄付者か

ら寄付を受ける街頭募金等と同様の形式となります。

● 寄付金額は、「メルカリ寄付」を通じて、寄付者から団体宛に受けた金額（1円〜100万円/
件）です。

● 寄付金の振り込みは、月1回（翌月10日）でまとめて振り込みます。
○ 寄付金が10万円未満の場合は繰越とすることも可能です。

https://merpoli.mercari.com/
https://merpoli.mercari.com/entry/2021/03/25
https://merpoli.mercari.com/entry/2021/03/12
https://merpoli.mercari.com/entry/2021/02/15/070000


● 初期費用、月額基本料等はございませんが、お支払い処理にかかる手数料相当額の

み、団体側にご負担いただきます。

○ 銀行振込回数1回につき200円。10万円以上の際は無料です。
○ メルペイの決済手数料（通常2.6%）が発生します。
○ 手数料を差し引いて銀行に振り込みます。

6.選考方法・スケジュール
＜スケジュール＞

●公募開始： 2021年5月28日（金）

●公募締切： 2021年6月21日（月）15時

公募締切後、外部の有識者の助言を得ながら、メルカリ社内の選考委員会による審査を行いま

す。

●選考結果通知： 2021年6月下旬～7月上旬を予定

選考を通過した団体に、登録に必要なお手続きをご連絡いたします。

また、お支払い処理のためメルペイ加盟店登録の審査を受けていただきますので、審査のため

の事業者情報を追加でご提出いただきます。審査内容は、通常の加盟店登録の場合と同じで

す。

加盟店審査の結果、最終的にメルカリ寄付への登録ができない場合がございますのでご了承く

ださい。

※申請にあたってのご不明点は「12.本事業についてのお問い合わせ先」にございます問い合わ
せフォームまでご連絡ください。

※採択の可否に関わらず、審査結果は申請者全員にお知らせします。

※選考の経緯・決定理由は、採択の可否に関わらずお問い合わせには応じかねますので、あら

かじめ了承ください。

※選考通過団体のうち、すでにメルペイ加盟店登録がお済みの場合は、選考結果通知後の審

査は省略となります。

7.提出書類

以下の2点の書類を用意して頂きます。

１．申請フォーマット

団体の概要や、寄付金を用いて行う事業内容等について、申請フォームに入力をして申請してく

ださい。



２．団体の紹介資料（団体概要・パンフレット・アニュアルレポート等）

団体の概要や活動内容が分かる一般的な紹介資料をPDFファイルでご提出ください。

※規定の書類以外は、お送りいただいても審査の対象外となります。

※申請内容に不備がある、必要な情報を期日までにご提出いただけない場合は申請を無効と判

断いたします。

※ご送付いただいた資料は返却できません。予めご了承ください。

8.申請手続き

申請手続きにはGoogleフォームを使用します。

STEP1. Googleアカウントの取得
申請にはGoogleアカウントが必要です。既に取得済み、使用中のアカウントがある団体は、新規
アカウントの取得は必要ありません

STEP2. 申請の準備
Googleフォームを使用した申請手続きでは、フォーム入力中に一時保存ができませんのでご注
意ください。「9.申請フォームの項目」にある記入項目の一覧を参考にして、下書きを作成するこ
とを推奨いたします。

STEP3. 申請
こちらのフォームでから申請してください。添付書類の提出もフォームから行います。

申請後の訂正操作及び内容の変更はできません。

※申請はこちら（フォーム）（https://merc.li/qYk8kuTna）

●申請受付期間
2021年5月28日（金）〜2021年6月21日（月）15:00　まで

申請受付が完了しましたら、Googleフォームより受付メールが自動で送信されますので、ご確認
ください。

（注意：申請受付期間最終日の15:00までに送信ボタンを押し、受付のメールを受け取った事業
が対象となります。）

9.申請フォームの記入項目

申請フォームの記入項目は次の通りです。

● メールアドレス

https://merc.li/qYk8kuTna
https://merc.li/qYk8kuTna


○ 最初に表示されるメールアドレス欄に、連絡先のメールアドレスを記載してくださ

い。

● 申請概要

○ 事業名

■ メルカリ寄付を活用して取り組む事業名を30文字以内で記載してくださ
い。

○ 申請する枠組み

■ 「サーキュラー・エコノミー・リーダー」 か「サーキュラー・エコノミー・チャレ
ンジ」のどちらかを選択してください

● 団体情報

○ 団体名

○ 法人格

■ 団体の法人格（特定非営利活動法人、財団法人等）を記載してください。

○ 設立年（西暦）

■ 例）2000年=2000
○ 代表者名（漢字）

○ 代表者名（ひらがな）

○ 本店所在地

○ 団体URL
○ 団体電話番号

■ 半角で入力し、2ヵ所に半角ハイフンを入力してください。（例：
03-1234-5678）

○ 有給職員数

■ パートタイムの有給職員が複数名いる場合は、フルタイムに換算して記

載してください（例：50％勤務×4人=2人。記載は「2」。割合はおおよそで
結構です。）

○ 前事業年度の財政規模（千円）

■ 例）500万円=5000
○ 今事業年度の財政規模（予算・千円）

■ 例）500万円=5000
○ 団体の紹介資料（団体概要・パンフレット・アニュアルレポート等）

■ 団体の概要や活動内容がわかる一般的な紹介資料をPDFファイルでご
提出ください。

● 連絡先担当者情報

○ 氏名（漢字）

○ 氏名（ひらがな）

○ 部署・役職

● 団体の事業・活動

○ 団体が目指していること（ビジョン・ミッション・目指す社会の姿など）

○ 団体の沿革

○ 団体のこれまでの主な事業内容と成果

■ これまでの主な取り組みについて「どのような人たちを対象としたのか」

「どのような取り組みを行ったのか」「実施地域」「期間」「事業の成果」など

が分かるようにご記入ください。

● 応募事業の概要

○ メルカリ寄付を活用して実施する具体的な事業・活動内容

■ メルカリ寄付を活用し、具体的に何に取り組むのかを記載してください。

複数の取り組みの組み合わせでも結構です。



○ 事業・活動を通じたサーキュラー・エコノミーへの貢献方法

■ 上記の事業・活動を通じて、サーキュラー・エコノミーにどのように貢献し

ていきたいと考えているか記載してください。

10. 選考基準

以下の基準に基づいて審査を行います。応募書類の作成にあたっては、対応する説明が含まれ

るようにしてください。

● 事業・活動の社会的インパクト

○ 事業・活動で取り組んでいる（取り組む予定の）サーキュラー・エコノミーの分野が

明確かつ社会的インパクトが大きいテーマか。

● 事業・活動内容の妥当性

○ 計画している事業・活動の内容が、設定した課題の解決につながる適切な内容

になっているか。

● サーキュラー・エコノミーへの貢献意欲

○ 事業・活動を通じたサーキュラー・エコノミーへの高い貢献意欲が感じられるかど

うか。

● 団体の信頼性

○ WEBサイト等で情報公開を適切に行っているか、または外部機関による組織評
価を受けているか。

11. 寄付先団体に求められる義務・条件

● 寄付金の適正な使用

● 団体の適切なガバナンス・コンプライアンス体制の整備

● 年次報告書やウェブサイト等で、「メルカリ寄付」の対象となった旨の表示

● 取材への協力

● メルカリ側との意見交換の機会への参加（※サーキュラー・エコノミー・リーダー採択団体

のみ）

12. 本事業についてのお問い合わせ先

本事業についてのお問い合わせは、こちらのフォームから行ってください。

※お問い合わせフォーム　（https://merc.li/smQnP7U5a）

https://merc.li/smQnP7U5a
https://merc.li/smQnP7U5a


※お問い合わせへの対応は、株式会社メルカリおよび運営協力の特定非営利活動法人エティッ

クが行います。

13. 個人情報の取扱について

申請フォームに記載頂きました（当社にご提供頂きました）個人情報（団体名、代表者姓名、本店

所在地、連絡先担当者姓名、連絡先メールアドレス、連絡先電話番号）につきましては、本事業

の各業務を運営するため、次の利用目的と範囲で、本事業の委託者である株式会社メルカリお

よび受託者である特定非営利活動法人エティック（以下「共同利用者」といいます。）が、個人情

報の保護に関する法律に定める共同利用を行います。

共同利用者は共同利用する各個人情報を善良なる管理者の注意義務をもって適切に管理致し

ます。

【共同利用の目的及び範囲】

1. 申請に関する問い合わせへの対応
2. 申請に対する審査および審査結果の通知
3. 採択団体決定後の諸手続きの連絡
4. 採択団体決定の公表
5. 採択後に実施予定の意見交換の機会に関する運営業務
6. メルカリ寄付からのご案内

【共同利用する個人情報の項目】

本事業に応募に関する次の個人情報

● 団体名
● 代表者姓名
● 本店所在地
● 連絡先担当者姓名
● 連絡先メールアドレス
● 連絡先電話番号

【共同利用する個人情報の管理に責任を有する者】

株式会社メルカリ


