【セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 2017年度年次報告書より抜粋】

2017年、663の企業・団体からご支援いただきました。
株式会社ファミリーマート

ブルガリ ジャパン株式会社

1993年より店頭募金
「夢の掛け橋募金」
を通

セーブ・ザ・チルドレンのグローバルパートナー

ています。
また、
2013年より開始した
「グロー

スレットの販売を通して寄付を募り、国内外の

水の事故予防のための教材開発事業と、
ベトナ

は、前年に引き続き、国内の子どもの貧困問

通して、
防災の活動にご支援いただきました。

ど4ヶ国での活動をご支援いただきました。

じ、
団体全体の活動を継続的にご支援いただい

として、2009年よりリングとネックレス、
ブレ

バルこども募金」
による、
タイにおける子どもの

活動をご支援いただいています。2017年

ムにおける災害・気候変動対応能力強化事業を

武田薬品工業株式会社
全 世 界 の 従 業 員 参 加によって選 定された

NGOや国際機関への支援を通して実施される

題解決事業、海外ではヨルダンやウガンダな

ソニー株式会社
2011年よりソニーグループ全体で国内外の活動

をご支援いただいています。
2017年は「
、子ど

「途上国・新興国の人々の健康に貢献する予防

ものための心理的応急処置」
の普及や日本の子

オスにおける少数民族の母子を対象にした保

ともに「
、子どものための災害時緊急・復興ファン

活動」
のひとつとして、
ミャンマー、
ベトナム、
ラ
健支援プログラムが決定し、
2017年は、
ミャン

マーとベトナムでの事業が開始されました。

サントリーホールディングス株式会社
東日本大震災復興支援の一環として、
2017年

は水産高校の生徒460人への給付型奨学金を

ご支援いただき、
2012年からの給付者数は約

3,000人となりました。
これまでに「
、石巻市子ど

どもの貧困問題解決事業をご支援いただくと

ド」
を通して、
九州北部豪雨 緊急・復興支援やメ

キシコ地震の緊急支援にご協力いただきました。

損害保険ジャパン日本興亜株式会社
2017年は、
4年にわたってご支援いただいた

インドネシアでの交通安全事業の最終フェーズ
を迎え、活動の実施と並行して、
この事業の学

びを生かした次期事業の計画を協議しました。

もセンター」
の建設や「
、フクシマススムプロジェクト」

ミャンマーの母子保健事業へも引き続きご支

ちのための活動を幅広く支えていただきました。

の保健活動を担う補助助産師を育成しました。

による福島支援などを通じて、
東北の子どもた

株式会社ヴィア・ホールディングス
全国で展開する飲食店を通して、
対象商品の売

援いただき、
母子の健康が守られるよう、地域

バンダイナムコグループ
株式会社バンダイナムコホールディングスか

り上げに連動したご寄付や募金箱の設置など

らは、株主に贈呈される株主優待ポイント寄

す「
。ヒューマン・アース・プロジェクト」
ではアフリカの

どもたちへ継続的な支援をいただいていま

により、
国内外の活動にご支援いただいていま

付と、企業としてのご寄付を通して、東北の子

角地域における干ばつ・ 食料危機緊急支援を、

す。2017年も、岩手・宮城・福島県の子ども

たちのための活動をご支援いただきました。

ワークショップを開催していただきました。

「私たちにできること2020」
では東北の子ども

たちに、壁飾り作りやプラモデル作りなどの
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株式会社バーミリオン
ロックアーティストBʼz のコンサートツアーの
グッズ販売からご寄付いただきました。
国内の
子どもの貧困問題解決や被災地復興支援の取

り組みの一環として、
東日本大震災と熊本地震

の被災地における「給付型緊急子どもサポー

ト」
にご支援いただいたほか、子どもの貧困問
題の啓発活動にもご協力いただきました。

サンヨー食品株式会社

2016年に続きキャンペーン
「Let s Play すべて

の子どもに遊ぶ自由を」
を通じてエチオピアとバン

グラデシュの事業をご支援いただくとともに、
キャ

ンペーン期間中の日本での売り上げや従業員から
のご寄付により、
国内の子どもの貧困問題解決や

子ども虐待の予防事業をご支援いただきました。

グラクソ・スミスクライン株式会社
セーブ・ザ・チルドレンのグローバルパート

ケージ裏面にセーブ・ザ・チルドレンのロゴを

まな活動にご支援いただいています。日本で

プリントし、認知向上にご協力いただいてい

ます。長期間にわたるご寄付を通じて、日本

をはじめ世界中の子どもたちのためのさま

ざまな活動全般を支えていただいています。

株式会社カインズ

ナー として、世界の子どもの命を救うさまざ

は、社員寄付や社内チャリティ企画の実施を
通じて、九州北部豪雨 緊急・復興支援や東北

の子ども支援、子どもの貧困問題解決、子ど

も虐待の予防事業をご支援いただきました。

レキットベンキーザー・ジャパン株式会社
総合人材サービスを提供する株式会社カイン

セーブ・ザ・チルドレンのグローバルパート

ンズスタッフ、株式会社カインズサービス、株

した商品の売り上げの一部と、年間を通じて

界の子どもたちへの支援活動にご寄付いた

ご寄付いただきました。世界の子どもたちの

まざまな活動に活用させていただきました。

を幅広くご支援いただきました。

ズからは、グループ会社である株式会社カイ
式会社アーデントスタッフとともに、日本と世

だきました。子どもたちの今と未来を守るさ

ナーとして、メディキュット製品をはじめと
実施されたチャリティーバザーの売り上げを
健康を守るための、保健・衛生に関する事業

トートバッグ専門ブランド ROOTOTE (ルートート)

有限会社三平商会
千葉県館山市でドコモショップ館山店や自

動車整備事業を展開する三平商会から、
ミャ

2007年より毎年開催している
「ROOTOTE

チャリティイベント」
にて、各界の著名人のアー

ンマーの紛争の影響を受けた地域における

トワークによる１点だけのトートバッグを展

子どもたちが虐待やネグレクトから守られ、

会場募金をご寄付いただいています。2017

子どもの保護、教育事業にご寄付いただき、
基礎的な教育機会を得られる地域の仕組み

をつくる活動をご支援いただきました。

パートナーシップ

セーブ・ザ・チルドレンのグローバルパートナーとして、

インスタントラーメンの製造・販売を行うサ

ンヨー食品には、
「サッポロ一番」袋麺のパッ
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イケア・ジャパン株式会社

示、オークションによる落札価格全額および

年のご寄付では、前年に引き続き、熊本地震
の復興支援事業をご支援いただきました。

株式会社フェリシモ

株式会社日立柏レイソル
通信販売会社のフェリシモからは、
「 ラブ&

2015年より国内の子ども虐待の予防活動

ピースプロジェクト2016」を通じて、
ショッ

をご支援いただいています。2017年8月に

販売された「haco!（ハコ）」ブランドすべて

て講座」の実施と、9月の「セーブ・ザ・チルドレ

ピングサイトZOZOTOWN内で2016年に

千葉県柏市で「たたかない、怒鳴らない子育

のラブ＆ピースプロジェクトアイテムを寄付

ン・チャリティマッチ」
（ Jリーグ公式戦）におけ

付きで販売いただき、熊本地震 復興支援活

る、パネルや、映像、SNSを通した来場者向

動にご寄付いただきました。

オゴー産業株式会社

けの啓発活動にご協力いただきました。

サラヤ株式会社
学校制服の製造販売を行うオゴー産業は、

2004年より、無添加せっけんに天然ハーブ

織ネームとタグにセーブ・ザ・チルドレンのロ

を配合した「アラウ.」
「アラウ.ベビー」の売り

ゴが入った学生服や体操服を販売し、
その売

上げの一部をミャンマーやウガンダの保健

り上げの一部を、2003年より継続してご寄

事業にご寄付いただいており、2017年は、

付くださっています。全国60以上の採用校

ウガンダでの南スーダン難民支援事業のサ

つながると好評をいただいています。

ながる活動に役立てられています。

からは、生徒のグローバルな視点の醸成に

株式会社ワールドパーティー

ポートや子どもたちの衛生環境の改善につ

株式会社東急グルメフロント
運営する「しぶそば」
にご来店のお客様1人に

レイングッズを企画・販売するワールドパーティー

つき1円をご寄付いただき、ベトナムの北部

からは、
「天気と向き合う事業を通じて得た収

山岳部に暮らす少数民族の子どもたちの栄

益の一部を自然と共存するために社会に還元

養改善事業を、約10年にわたりご支援をい

したい」
という理念から、
アウトドアレイングッズ

ブランド
「KiU」の売り上げの一部を、干ばつに

ただいています。
また、店舗内でセーブ・ザ・チ

緊急人道支援事業にご寄付いただきました。

認知向上活動にもご協力いただきました。

ルドレンの活動紹介を行っていただくなど、

よる食料危機に苦しむアフリカの角地域への

芙蓉総合リース株式会社

株式会社 資生堂

情報通信機器や産業機械などのリースを扱

社員や有志の方々のご寄付からなる「花椿

くりへの貢献の一環として、株主優待相当額

母子の健康を守るための保健サービス強化

う芙蓉総合リースからは、持続可能な社会づ

の10％にあたる金額をご寄付いただきまし

た。日本と世界の子どもたちの今と未来を

支える、セーブ・ザ・チルドレンの活動全般に
活用させていただきました。

基金」を通じて、ミャンマー農村部において
の事業を、2016年に続きご支援いただき

ました。
また、社員の方々にはボランティアと

して、セーブ・ザ・チルドレンが実施するイベ
ント運営のご協力もいただきました。
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カンロ株式会社

ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス株式会社
2015年より実施されている「キャンディスマイルプ

ロジェクト」を通して、対象商品であるキャンディや

「ユニリーバこども笑顔プロジェクト」を通じて、日本
国内の貧困問題解決事業へご寄付いただき、経済的

グミの売り上げの一部を、モンゴルの公的な学習施

に困難な状況下にある子どもへの給付金の提供や、

ス事業などにご寄付いただいています。

言などの活動をご支援いただきました。

子どもの貧困対策充実に向けた社会啓発や政策提

設に通う子どもたちを対象としたソーシャル・サーカ

日本トイザらス株式会社

株式会社美健
ハーブやアロマなど、香りの商品を製造販売する美

玩具・ベビー用品の総合専門店である日本トイザら

健からは、2008年から継続してご支援いただいて

スからは、
トイザらスの日本上陸25周年を記念して

います。対象となる商品の売り上げの一部をご寄付

販売されたオリジナルエコバッグの利益全額を、日

いただき、日本と世界の子どもたちの今と未来を守

本をはじめとした世界中の子どもたちのための活動

る活動を幅広くサポートいただきました。

ストライダージャパン

にご寄付いただきました。

ランクセス株式会社

2〜5歳の子ども向けランニングバイク
「ストライダー」

特殊化学品メーカーのランクセスからは、2011年か

を輸入・販売するストライダージャパンからは、セー

ら継続して、東日本大震災の被災地における子ども参

部をご寄付いただき、日本をはじめ世界中の子ども

年からは日本の子どもたちの貧困問題解決や虐待予

ブ・ザ・チルドレンとのコラボモデルの売り上げの一

加によるまちづくりにご支援いただきました。2017

たちのための活動を幅広くご支援いただいています。

SRSホールディングス株式会社
運営するファミリーレストランである「和食さと」の
店舗に、2006年から募金箱を設置いただいてい

ます。募金箱からの寄付を通じて、日本と世界の子
どもたちの今と未来を守る活動にご協力いただい

ています。

ボストン コンサルティング グループ
国内外の緊急・復興支援において、日本法人の従業

員寄付と企業マッチングによるご寄付をいただきま

した。
アフリカの角地域の食料危機に対する緊急支

援や、九州北部豪雨の被災地における緊急支援など

に役立てられました。
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防の取り組みなどにご支援いただいています。

株式会社HUGE
レストラン や ウェディン グ 事 業 な ど を 運 営 す る
HUGEには、銀座のレストランDazzle（ダズル）の

年末カウントダウンスペシャルディナーの会場で行

われたチャリティ・オークションの落札金額を全額

ご寄付いただきました。

株式会社靴商店インターナショナル
靴修理やかばん修理などを手がける店舗を展開す

る靴商店インターナショナルには、靴のカカト交換に
よる売り上げの一部をご寄付いただきました。日本

をはじめ世界中の子どもたちへの支援活動を、広く

サポートしていただきました。

現物提供やプロボノなどによるご支援
マイル

現物提供
トートバッグ専門ブランド

株式会社アクセア

団体紹介パンフレットや、
イ
ベントで展示するパネルな
どの無償印刷にご協力いた
だきました。

ROOTOTE (ルートート)

九州北部豪雨で被災した子
どもたちに、オリジナルバッ
グづくりのための商品をご
提供いただきました。

株式会社良品計画

デルタ航空

学校法人
宮城明泉学園

九州北部豪雨で被災した子
どもたちに 、段 ボールで 作
るイスのキットをご提供いた
だきました。

「スカイウイッシュチャリティ
プログラム」を通して、お客
様のマイルによるご寄付を
いただきました。

運 営 する 幼 稚 園 や 英 語 教
室の米国研修旅行で取得
したマイルをご寄 付 いただ
きました。

プ ロ ボノ
ホワイト＆ケース
外国法事務弁護士事務所
・ホワイト＆ケース
法律事務所（外国法共同事業）

フレッシュフィールズ
ブルックハウス
デリンガー法律事務所

グラクソ・スミスクライン
株式会社

ほか、多くの企業から
ご支援いただきました。
・ ELGC株式会社
・ 平城京天平祭実行委員会
・ 株式会社オリエンタルランド

国内外の企業と結ぶ契約書や契約内
容について法的な助言をいただいた
ほか、英語でのプレゼンテーション技術
向上の講習をご提供いただきました。

企業や他団体と結ぶ契約書をはじ
めとした法務関連書類の作成や、組
織のガバナンスなどに関して、法的
な助言をいただきました。

セーブ・ザ・チルドレンがグローバ
ルで進める、組織の効率化に向け
てのプログラム「ＡＤＩ」導入に向け
て研修をご提供いただきました。

・ H&M へネス・アンド・マウリッツ・
ジャパン株式会社
・ 共立株式会社
・ 株式会社サンベール

日本電波塔株式会社

・ 株式会社リコー

DM同梱

会場提供
株式会社フェリシモ

オットージャパン
株式会社

・ 有限会社フィセル
株式会社マ・メール

・ 株式会社東急ハンズ
・ タリーズコーヒージャパン株式会社
・ 株式会社シリウスコーポレーション
・ 株式会社ウェルカム

世界子どもの日に合わせ
て開催したイベント、
「東京
タワーに昇って世界中の
子どもたちを支援しよう」
にご協力いただきました。

東北・熊本の子どもたちに
よる報告会の会場提供の
ほか、
ウガンダに暮らす難
民の子どもたちに色鉛筆
をご提供いただきました。

お客様へ発送するご案内
に、セーブ・ザ・チルドレン
の支援を呼びかけるお知
らせを同封していただき
ました。

お客様へ発送するご案内
に、セーブ・ザ・チルドレン
の支援を呼びかけるお知
らせを同封していただき
ました。

・ 株式会社パイロットコーポレーション
・ イオン株式会社
・ 株式会社魚国総本社

パートナーシップ
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