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（公財）日本国際交流センター
この度は「WHO のための新型コロナウイルス感染症連帯対応基金」にご寄付のお申込みをいた
だき誠にありがとうございました。ご寄付の送金先および広報ガイダンスをご確認ください。

１．ご寄付の送金について
ご寄付は以下の指定口座にご送金いただきますようお願い申し上げます。
円でのご寄付
銀行名：

三井住友銀行 恵比寿支店 (656）

口座番号：

普通預金口座：8733822

名

公益財団法人日本国際交流センター

義：

ｻﾞｲ）ニホンコクサイコウリュウセンター

米ドルでのご寄付
ORGANIZATION INFORMATION
Name:
Japan Center for International Exchange
Address:
1-1-12 Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052, Japan
Telephone:
81-(0)3-6277-7811
Fax: 81-(0)3-6277-6712
BANK INFORMATION
Name of Organization’s Bank: Marunouchi Branch, Sumitomo Mitsui Banking Corporation
Address:
3-4-1, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, Japan
Bank Telephone No.:
81-(0)3-3216-0442 Bank Fax: 81-(0)3-3211-2315
Bank Account Name of Organization
JAPAN CENTER FOR INTERNATIONAL EXCHANGE
Bank Account Number:
0945482
（普通預金口座）
SWIFT CODE Number:
SMBCJPJT
NOTE: All information is required for wire transfer payment. Please spell out JCIE's full name for the
name of account and not abbreviate.
※ 振込手数料は、ご負担いただきますようお願い申し上げます。
※ 振込人名は、寄付誓約書に記載の法人名・個人名と同一になっているかご確認ください。
当センターへのご寄付は、法人・個人ともに、公益財団法人への寄付として税制上の優遇措置
を受けることができます。 ご寄付をいただきました後、2 週間以内に、領収書および公益法人
であることの証明書を「寄付誓約書」に記載のご住所にお送り申し上げます。

２． ご寄付の広報についてのガイダンス
ご支援への御礼について
国連財団および日本国際交流センター（JCIE）ではご支援への御礼として、以下の通り、法人
（企業・団体）の名称あるいはロゴを掲載させていただきます。
（１）グローバル
国連財団運営の当基金グローバル・ウェブサイトおよび国連財団 Twitter アカウントで法人名あ
るいはロゴを掲載いたします。ご寄付の金額により内容が異なります。
当基金グローバル・ウェブサイト内 サポーター一覧ページ（英語）：
https://covid19responsefund.org/supporters
国連財団 Twitter アカウント（英語）:
https://twitter.com/unfoundation
ご寄付額
100,000 ドル以上

内容
法人ロゴの基金ウェブサイトへの掲載、国連財団 Twitter アカ
ウントにて週 1 回のロールアップ GIF での法人名への言及

500,000 ドル以上

上記２点および、国連財団 Twitter アカウントでの法人名入り
感謝バナーの掲載

1,000,000 ドル以上

上記 3 点および、WHO テドロス事務局長 Twitter での法人名へ
の言及の可能性あり

10,000,000 ドル以上

上記４点および、WHO テドロス事務局長による記者会見での
法人名への言及の可能性あり

国連財団アカウントによる感謝ツイートの例

COMPANY NAME 部分に法人名が入ります。

ロゴの掲載日時について
ワシントン DC の国連財団のウェブサイト掲載のため、米東部時間帯での作業となり日本時間
での対外発表と同時には掲載できない点をご了承ください。ロゴ掲載希望日時の 2 日前までに
ご連絡いただきますようお願いいたします。

（２）日本国内
日本国際交流センター（JCIE）ではご支援への御礼として、一定額以上のご寄付をいただいた
法人（企業・団体）の名称あるいはロゴ、個人寄付者名を以下の国内募金用特設ウェブサイト
またはソーシャルメディアで掲載させていただきます。（ご希望される場合のみ）
WHO のための新型コロナウイルス感染症連帯対応基金 サポーター一覧ページ

http://covid19responsefund.jcie.or.jp/
種別
法人寄付

個人寄付

ご寄付額

内容

1000 万円以上

企業ロゴのウェブサイトへの掲載（大サイズ）、本基金
Twitter、JCIE Facebook によるご寄付への感謝投稿

100 万円以上
1000 万円未満

企業ロゴのウェブサイトへの掲載（小サイズ）、本基金
Twitter、JCIE Facebook によるご寄付への感謝投稿

100 万円以上

ウェブサイトに寄付者名を掲載
本基金 Twitter によるご寄付への感謝投稿

以下の広報素材と情報を事前にご提供ください。
1.
2.
3.
4.

高解像度の企業ロゴデータ（PNG または EPS）
企業ロゴからリンクするウェブサイトの URL
企業 Twitter ハンドル（アカウント）名（※）
プレスリリース等による発表の日時

※国連財団、及び JCIE による SNS でのご寄付への感謝メッセージ配信をご希望されな
い場合は、お手数ですが、JCIE 広報担当までお知らせください。

御礼のツイートに用いる画像は、上記画像と同様のものを予定しております。
本基金へのご寄付のご発表・ソーシャルメディアでの言及について（WHO との関係およびロ
ゴ等の使用について）
•

プレスリリースやソーシャルメディア等でご発表、言及される場合、今回のご寄付は
“日本国際交流センターを通じて「ＷＨＯのための新型コロナウイルス感染症連帯対応
基金」に寄付する”という表現をお使いいただきますようお願いいたします。

•

商品の売り上げの一部をご寄付いただく場合等、販売や企画開始にあたって寄付先とし
て事前に本基金名を公表していただくことは問題ございません。その際、“日本国際交

流センターを通じて「ＷＨＯのための新型コロナウイルス感染症連帯対応基金」に寄付
する”等、記載いただきますようお願いいたします。なお、これにより、日本国際交流
センターあるいは当基金として当該商品を推奨するものではございませんので、ご了承
ください。
•

ご寄付は WHO を支援するためのものですが、WHO に対する直接のご寄付とはなりま
せんのでご注意ください。「WHO への寄付」「WHO との提携」「WHO が設立した基
金に寄付」など、WHO との直接的な関係性を示唆する表現や、WHO ロゴ（WHO
Emblem）を使用することはできません。WHO の規程によるものですので、ご了承いた
だきますようお願いいたします。

•

プレスリリース等で本基金を説明いただく場合、以下の概要文をご参照ください。
「WHOのための新型コロナウイルス感染症連帯対応基金」は、世界保健機関（WHO）
による新型コロナウイルス感染症との闘いを支援するために作られた基金です。国連財
団とスイス慈善財団がWHOの要請に基づき設置し、日本国際交流センターなど世界各地
の財団がパートナーとして協力し運営されています。
The COVID-19 Solidarity Response Fund for WHO was established to support the work of the
World Health Organization (WHO) to battle the pandemic. The fund is powered by the United
Nations Foundation and the Swiss Philanthropy Foundation, and it is run in cooperation with
partners such as the Japan Center for International Exchange (JCIE).

広報へのご協力のお願い
募金活動を広げるため広報にご協力いただければ幸いです。
本基金のツイッターアカウント（@JCIE_C19fund）
https://twitter.com/JCIE_C19fund


ご寄付者の皆様が広報でご活用いただけるソーシャルメディアの素材については、米国
の国連財団作成 Partner Toolkit をご参照ください。



ソーシャルメディア上での拡散の際には、以下のHashtagのご利用を推奨します。
※赤字のHashtagが付いたTwitter投稿は本基金のウェブサイトトップページのフィード
上で紹介されやすくなります。
#COVID19Fund #StopTheSpread #COVID19
#新型コロナ基金 forWHO #コロナ終息 #新型コロナウイルス感染症
広報に関するお問合せ先
「WHO のための新型コロナウイルス感染症連帯対応基金」
日本国際交流センター
ご連絡先：covid19fund_j@jcie.or.jp

