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▼「ネットで出来ることはネットで済ませる」時代の本格到来。

▼「ネット誯金」は群雄割拠。
クレジットカード決済、ネットバンク、電子マネー、クリック募金、Twitter募金 etc 
特徴とメリット・デメリットを一挙に学習。

▼団体の特徴やスタッフ規模に応じた、ピッタリのやり方を見つける。

▼よくあるQ&A

▼ CANPANファンドレイジング支援ソリューションのご紹介 。
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【メディア接触時間】 インターネット上昇（PC・携帯）
マス４媒体 減尐

「ネットで出来ることはネットで済ませる」時代

「メディア定点調査2009」
（博報堂DY）
※都内に住む15～69歳の男女を
対象・有効回答610件

約68分/week

約77分

約85分



【性別/年齢別】 20代男性：ネットの時間 ＞ テレビ見る時間
10～30代では拮抗。
「ながら視聴も増加」

→TV見たりラジオ聴きながらネット楽しむ。

「ネットで出来ることはネットで済ませる」時代

「メディア定点調査2009」
（博報堂DY）
※都内に住む15～69歳の男女を
対象・有効回答610件



【EC（電子商取引）市場の拡大】
約3兆1,000億円（2005年）

↔約6兆4,000億円（2011年予測） 2倍以上の伸び！

「ネットで出来ることはネットで済ませる」時代

消費者向けEC市場規模予測
（野村総合研究所）



【インターネット活用ファンドレイジングの歴史（日本）】

1996～ インターネット普及開始。
多くの団体がHP開設。寄付・入会用の「郵便振替口座」「銀行口座」を
HP上に明記。支い手続きはオフライン。

2000～ 「IT革命」 金銭のやり取りがインターネット上で。
一部の団体がHP上でクレジットカード決済寄付・入会を開始。
「募金・寄付ポータルサイト」登場。

↔「ぼきんやドットコム」「Gamba NPO」（現Give One）etc   
コンビニ決済、ネットバンク決済、クレジットカード決済等。

2003～ 「クリック募金サイト」登場 ↔「dff」「イーココロ！」etc
「アフィリエイト型寄付」登場

2005～ 「デジタルコンテンツ販売型」寄付 台頭
壁紙：Yahoo!ボランティア「インターネット募金」 etc
着メロ、待ち受け画像、アバター画像など。

2007～ 「疑似通貨」による寄付 本格化 ↔ポイント、電子マネー etc

2009～ 「ソーシャルメディア」活用寄付 ↔Twitter募金、ブログ活用
「Just Giving Japan」etc

「ネットで出来ることはネットで済ませる」時代



【寄付市場に占める割合 現状】

日本の寄付市場：約2,000億円/年 （内閣府試算）

そのうち、インターネット経由によるシェアはまだ尐ない。
推計1％未満（20億円/年 未満）。

↔膨大な伸びしろ。
工夫とアイデア次第で伸ばす余地無限に近い。

「ネットで出来ることはネットで済ませる」時代



「ネット誯金」は群雄割拠。

【マトリクス整理】
・寄付/入会アクションしてもらうのはどこか。 ↔自団体HP上？ 外部サイト？
・お金を払うのは誮か？ ↔ネットを見ている本人？ 第三者？

自団体サイト 外部サイト

視聴ユーザー
がPay

A-1 クレジットカード決済
-2  ネットバンク決済
-3  電子マネー
-4 デジタルコンテンツ

販売

B-1 クレジットカード決済
-2 ネットバンク決済
-3 電子マネー
-4 ポイント
-5 デジタルコンテンツ販売
-6 チャリティーオークション

第三者がpay C-1 オンライン上でのアク
ション募金

（例：Twitterつぶやき投稿で△円
募金）

D-1   クリック募金
-2   Twitter募金
-3   ブログアクション募金
-4   アフィリエイト募金



■ゾーンD 外部サイト×第三者がpay

【クリック募金】

寄付メニュー（団体名/支援活動テーマ）
↓

ボタンをクリック
↔スポンサー企業の紹介・PR
↔「ご協力ありがとう」表示
↔１クリックで１円（例）が寄付

※金銭の流れ：
スポンサー企業

↔クリック募金サイト運営者
↔団体

※１案件あたり平均寄付額：10～50万円

メリット ・必要な工数：尐（活動紹介文・画像の送付・活動報告など）
・話題性喚起：団体のPR効果

デメリット ・他力本願：団体を寄付先指定してくれるスポンサー企業ありき。
・臨時寄付収入的：定期的/安定的な寄付収入源とはみなせない。

［イーココロ］
http://clickbo
kin.ekokoro.jp
/

［dff］http://www.dff.jp/

http://clickbokin.ekokoro.jp/
http://www.dff.jp/


■ゾーンD 外部サイト×第三者がpay

【Twitter募金】

寄付メニュー（団体名/支援活動テーマ）
↓

専用の投稿フォーム上から、
Twitter投稿。

↔１つぶやきにつき１円（例）が寄付。

※金銭の流れ：
スポンサー企業 ↔募金サイト運営者 ↔団体
（dff社の場合、dff社自身が寄付金原資負担）

※１案件あたり平均寄付額：10～30万円（チリ地震/中国青海省地震時）

メリット ・必要な工数：尐（活動紹介文・画像の送付・活動報告など）
・話題性喚起：団体のPR効果

デメリット ・他力本願：団体を寄付先指定してくれるスポンサー企業ありき。
・臨時寄付収入的：定期的/安定的な寄付収入源とはみなせない。

［dff］http://www.dff.jp/twit_donation/

http://www.dff.jp/twit_donation/


■ゾーンD 外部サイト×第三者がpay

【ブログアクション募金 1】

例）映画「約束の旅路」のPR×難民支援の寄付

・自分のブログから映画キャンペーンブログに
トラックバックする。

・自分のブログ記事に、映画のバナーを貼る。
・自分のブログ記事に、映画予告編動画を貼る（You tube）。

↔どれかひとつやる毎に50円、映画配給会社からUNHCRに寄付。

※金銭の流れ：企業 ↔団体

※１案件あたり平均寄付額：数十万円

メリット ・必要な工数：尐（活動紹介文・画像の送付・活動報告など）
・団体PR効果：とくにブロガーへの認知度拡大

デメリット ・他力本願：団体を寄付先指定してくれるスポンサー企業ありき。
・臨時寄付収入的：定期的/安定的な寄付収入源とはみなせない。

［カフェグローブ×UNHCR］



■ゾーンD 外部サイト×第三者がpay

【ブログアクション募金 2】

例）「グリムス（gremz）」

・自分のブログに専用ブログパーツ（グリムス）を置く。
・ブログ記事を書くごとに、パーツ上の苗木が大きく育つ。

↔パーツの苗木が増えて一定数以上になると、
運営会社から植林活動の団体に寄付。

※金銭の流れ：ブログパーツ運営会社 ↔団体

※１回あたり平均寄付額：5～50万円

メリット ・必要な工数：尐（活動紹介文・画像の送付・活動報告など）
・多額ではないが定期/安定的な寄付収入源となる。
・団体PR効果：とくにブロガーへの認知度拡大

デメリット ・ブログパーツ運営会社との間で提携関係が必要。

［グリムズ］
http://www.gremz.com/

http://www.gremz.com/


■ゾーンD 外部サイト×第三者がpay

【アフィリエイト募金】

・団体HPもしくは一般個人のブログやHP上の
専用のバナーをクリック。

↓
・ショッピングサイト（や資料請求、リサーチアンケート等）に遷移。

↓
・所定のアクション（商品購入など）完了

↔アフィリエイト仲介会社から団体に寄付

※金銭の流れ：サイト運営会社（ショッピング等）
↔アフィリエイト仲介会社 ↔団体

※年間平均寄付額：数～10万円位

メリット ・必要な工数：尐（活動紹介文・画像の送付・活動報告など）
・多額ではないが定期/安定的な寄付収入源となる。

デメリット ・他力本願：団体を寄付先指定してくれるスポンサー企業ありき。

［ヤフー］
http://volunteer.yahoo.co.jp/d
onation/shopping/

［イーココロ］

http://volunteer.yahoo.co.jp/donation/shopping/


【ゾーンD プチまとめ】

（従来）
・「他力本願」傾向強い。

↔サイト運営社がスポンサー企業開拓。寄付先団体とマッチング。
↔自分の団体が寄付先となるのを待つしかない。

（これから）
・団体から企業に提案。

↔ メニューのひとつとして、クリック募金等を提示。
↔「企業側のメリットはなにか」を真摯に考える。
↔「団体×スポンサー・パートナー企業」セットで、サイト運営会社に持ち込み。

■ゾーンD 外部サイト×第三者がpay



■ゾーンB 外部サイト×視聴ユーザーがpay

【クレジットカード決済】

・サイト上で寄付メニュー選択
↓

・個人情報入力
↓

・決済完了

※金銭の流れ：寄付者口座 ↔クレジットカード会社
↔外部サイト運営会社 ↔団体

※年間平均寄付額：数～100万円以上

メリット ・必要な工数：尐（活動紹介文・画像の送付・活動報告など）
・尐額～多額まで差があるものの、定期/安定的な寄付収入源となる。

デメリット ・外部サイト側で団体審査・承認。参入が却下される場合がある。
・入金までのタイムラグ（1.5～3カ月後の入金）。
・寄付者の個人情報非開示の場合あり。礼状・領収書の本人発送丌可。
・手数料が発生（サイトにより0～15％）

［Yahoo!ボランティア］
http://volunteer.yahoo.co.jp/d
onation/
［イーココロ］
［Give One］
http://www.giveone.net
［NGOサポート募金］
http://www.giveone.net
［Just Giving Japan］
http://justgiving.jp/ etc                                          

http://www.giveone.net/
http://www.giveone.net/
http://justgiving.jp/
http://volunteer.yahoo.co.jp/donation/


■ゾーンB 外部サイト×視聴ユーザーがpay

【ネットバンク決済】

・サイト上で寄付メニュー選択
↓

・オンライン振込手続き
↓

・決済完了

※金銭の流れ：寄付者口座 ↔団体

※年間平均寄付額：数～100万円以上

メリット ・入金が即時：寄付者から団体口座に即入金。

デメリット ・ネットバンク用の口座開設が必要。
・利用者数が限定的。定期/安定的な寄付収入源とはみなせない。

［楽天銀行（旧イーバンク銀行）］
http://www.rakuten-
bank.co.jp/company/contribution/

※ネットバンキング機能じたいは、多くの金
融機関が対応済み。ネットバンキングの利用
登録済みの人であれば、誮でもオンライン振
込で寄付・入会できる。
銀行側でポータル的に寄付できる団体一覧
ページがあるのが、楽天銀行の特徴。

http://www.rakuten-bank.co.jp/company/contribution/
http://www.rakuten-bank.co.jp/company/contribution/
http://www.rakuten-bank.co.jp/company/contribution/
http://www.rakuten-bank.co.jp/company/contribution/


■ゾーンB 外部サイト×視聴ユーザーがpay

【電子マネー決済】

・サイト上で寄付メニュー選択
↓

・オンライン振込手続き
↓

・決済完了

※金銭の流れ：寄付者
↔電子マネー事業会社 ↔団体

※年間平均寄付額：数～数十万円

メリット ・入金までのタイムラグ。クレジットカードよりも早い。

デメリット ・電子マネー受け取り用の初期手続き要。団体側のサイトに多尐の
技術開発が必要の場合あり。

・利用者数が限定的。定期/安定的な寄付収入源とはみなせない。
・手数料が発生。

［Edy］http://www.edy.jp/search/site/charity.html                                         

［ちょコム］
http://www.pchocom.jp/use/shop/service_s
hop.php?sercode=002&catcode=280                                         

http://www.edy.jp/search/site/charity.html
http://www.edy.jp/index.html
http://www.pchocom.jp/use/shop/service_shop.php?sercode=002&catcode=280
http://www.pchocom.jp/


■ゾーンB 外部サイト×視聴ユーザーがpay

【ポイント決済】

・サイト上で寄付メニュー選択
↓

・オンライン振込手続き
↓

・決済完了

※金銭の流れ：寄付者
↔サイト運営会社

↔団体

※年間平均寄付額：数～100万円以上

メリット ・入金までのタイムラグ。クレジットカードよりも早い。
・ポイント保有者急増。定期/安定的な寄付収入源とみなせる。

デメリット ・ポイント運営会社側で団体審査・承認。参加丌可の場合あり。

［Tポイント］ http://tsite.jp/donation/

［Yahoo!ボランティア］
http://volunteer.yahoo.co.jp/donation/
［So-net］
http://www.so-net.ne.jp/point/use/fund/

災害時のみでは、
［はてな］［ECナビ］など。

http://tsite.jp/donation/
http://tsite.jp/donation/
http://volunteer.yahoo.co.jp/donation/
http://www.so-net.ne.jp/point/use/fund/
http://www.so-net.ne.jp/point/use/fund/
http://www.so-net.ne.jp/point/use/fund/
http://tsite.jp/index.pl


■ゾーンB 外部サイト×視聴ユーザーがpay

【デジタルコンテンツ販売】

・サイト上でコンテンツ選択
↓

・所定の手続きで購入完了
↔売上金額のすべて、または一部が寄付。

※金銭の流れ：寄付者
↔サイト運営会社 ↔団体

※年間平均寄付額：数～100万円以上

メリット ・必要な工数：尐（活動紹介文・画像の送付・活動報告など）

デメリット ・他力本願：「サイト運営者・コンテンツ提供者・寄付先団体」が
揃ってはじめて成立するスキーム。

・コンテンツの魅力により売上（寄付額）が上下。定期/安定的な寄
付収入源にならない場合が多い。

・寄付（購入）者の個人情報非開示。礼状・領収書の発送丌可。

［LIVE Earth］
http://www.thinktheearth.net/jp/liveearth/
［マチウケル］
http://machiukeru.jp/
［MUSIC TREE］
http://www.ongen.net/index_mt.php

［ハンゲーム ア
バターアイテム購
入→寄付（期間限
定/終了済）］
http://www.han
game.co.jp/

［itunes］
ハイチ地震募金

http://www.thinktheearth.net/jp/liveearth/
http://machiukeru.jp/
http://www.ongen.net/index_mt.php
http://www.hangame.co.jp/
http://www.hangame.co.jp/


■ゾーンB 外部サイト×視聴ユーザーがpay

【チャリティーオークション】

・サイト上でコンテンツ選択
↓

・所定の手続きで購入完了
↔売上金額のすべて、または一部が寄付。

※金銭の流れ：寄付者
↔サイト運営会社

↔団体

※年間平均寄付額：数～数百万円以上（出品物のプレミア性で高低）

メリット ・必要な工数：尐（活動紹介文・画像の送付・活動報告など）
・団体PR効果：とくにオークションユーザーへの認知度拡大

デメリット ・他力本願：「オークション運営社・出品物提供者・寄付先団体」
が揃ってはじめて成立するスキーム。団体が懇意の有名人から出
品物を調達するケース有。

・臨時寄付収入的：定期的/安定的な寄付収入源とはみなせない。

［Yahoo!オークション］
http://auctions.yahoo.co.jp/jp/

［楽天オークション］
http://auction.rakuten.co.jp/event/charity/

http://auctions.yahoo.co.jp/jp/
http://auction.rakuten.co.jp/event/charity/


■ゾーンB 外部サイト×視聴ユーザーがpay

【各種アプリケーション】（参考）

・iphoneアプリ
「ストリートチルドレン芸術祭」壁紙を購入

・海外の豊富な事例（ネット活用寄付）
参考サイト

「寄付2.0」 http://kiffist.blogspot.com/ 

［iphoneアプリ
ストリートチルドレン芸術祭］



■ゾーンB 外部サイト×視聴ユーザーがpay

【ゾーンB プチまとめ】

（従来）
・「寄付の手軽さ 便利さ」を競う方向。
・寄付コンテンツの中身は各サイトとも大同小異。

（これから）
・「応援する・会員になる・寄付する楽しさ」をいかに提供するか。
・「ソーシャルメディア × 誯金寄付」の組み合わせ。

※facebook上のアプリ「cause」
（米国など海外ではネット活用ファンドレイジングの主流）

※「ammado.com」
※ 「Just Giving Japan」

（応援したい団体チョイス→チャレンジン宣言
→自分の友達・フォロワーに伝播）

・団体が自前でソーシャルコミュニティーのシステム
構築をする必要はない。
既存あるいは今後登場するコミュニティープラットフォームを活用。

・「cause」のように普及した仕組み、日本まだない。ソーシャルメディア上で人の
“つながり”を醸成して支援共感者を増やす ＆ 寄付ページへの誘導。

［ammado］
http://www.ammado.com/

［Just Giving Japan］
http://justgiving.jp/

http://www.ammado.com/nonprofit/plas-aids
http://justgiving.jp/


■ゾーンA 自団体サイト×視聴ユーザーがpay

【クレジットカード決済】

・サイト上で「寄付・入会」ボタン押す
↓

・個人情報入力
↓

・手続き完了

※金銭の流れ：寄付者 ↔クレジットカード会社
カード決済仲介会社 ↔団体

※年間平均寄付額：数～数十万円以上

メリット ・プロモーションなど努力しだいで、定期/安定的な寄付・会費収入
源になりうる。

・寄付・入会者の個人情報取得。礼状・領収書の発送可能。

デメリット ・契約手続き要（対カード会社または仲介会社）
・自団体サイト上に多尐の技術開発が必要。
・コスト：初期導入・月基本料・決済手数料などの負担
・入金までのタイムラグ：1.5～3カ月後の入金

（例）［NPOカタリバ］
http://www.katariba.net/

http://www.katariba.net/


■ゾーンA 自団体サイト×視聴ユーザーがpay

【ネットバンク決済】

・サイト上で「寄付・入会」ボタン押す
↓

・ネットバンク振込手続き

※金銭の流れ：寄付者 ↔団体

※年間平均寄付額：数～数十万円以上

メリット ・入金が即時。
・寄付・入会者の個人情報取得。礼状・領収書の発送可能。

デメリット ・契約手続き・口座開設が必要。
・ネットバンク利用者の数は限定的。団体が自らプロモーションし

ないと寄付につながらない。
・自団体サイト上に多尐の技術開発が必要の場合あり。
・コスト：決済手数料などの負担

（例）［国連UNHCR協会］
http://www.japanforunhcr.org
/donate/

http://www.japanforunhcr.org/donate/index.html


■ゾーンA 自団体サイト×視聴ユーザーがpay

【電子マネー決済】

・サイト上で「寄付・入会」ボタン押す
↓

・ネットバンク振込手続き

※金銭の流れ：寄付者 ↔団体

※年間平均寄付額：数～数十万円以上

メリット ・寄付・入会者の個人情報取得（丌可の場合もあり）。
・入金タイムラグ：クレジットカードよりは早い。

デメリット ・契約手続き要（対電子マネー事業会社）
・電子マネー利用者の数は限定的。団体が自らプロモーションし

ないと寄付につながらない。
・自団体サイト上に多尐の技術開発が必要の場合あり。
・コスト：決済手数料などの負担

（例）［日本盲導犬協会］
http://www.moudouken.net/mod
ules/tinyd8/index.php?id=7 

（例）［国連UNHCR協会］

http://www.moudouken.net/modules/tinyd8/index.php?id=7


【デジタルコンテンツ販売】

・サイト上でコンテンツ選択
↓

・所定の手続きで購入完了
↔売上金額のすべて、または一部が寄付。

※金銭の流れ：
（携帯キャリア誯金）

寄付（購入）者 ↔携帯キャリア ↔団体
（自団体サイト）

寄付（購入）者 ↔団体

※年間平均寄付額：数～100万円以上

メリット ・コンテンツの魅力やプロモーションしだいで、定期/安定的な寄付収
入源になりうる。

デメリット ・コンテンツの独自手配が必要。
・誯金購入後、ユーザーがコンテンツをダウンロードできるページを

用意する必要。相応の技術開発（携帯キャリア誯金の場合は丌要）。
・携帯キャリア誯金：参入ハードルが非常に高い。

［24時間テレビ］
http://www.ntv.co.jp/24h/contents/mobile-
charity2009.html

■ゾーンA 自団体サイト×視聴ユーザーがpay

http://www.ntv.co.jp/24h/contents/mobile-charity2009.html


【ゾーンA プチまとめ】

（従来）
・大規模団体のみが、誯金/寄付システム導入。

↔運用手間・コストがネック。

・誯金の部分はオンラインされたものの、支援者とのコミュニケーションは
オフライン上（ニュースレター・会報誌を郵送など）。

（これから）
・誯金/寄付システム導入の運用手間・コストの低廉化。中小規模団体も可能に。

・支援者とのコミュニケーションもオンライン対応へ。
※例）支援者に専用ID/パスワード

↔ログインすると活動のレポート（画像/文章/動画など）が支援者のみに。
（会報誌・ニュースレターのオンライン化/団体の特性・ポリシーに合わせて）

■ゾーンA 自団体サイト×視聴ユーザーがpay



■ゾーンC 自団体サイト×第三者がpay

【オンラインのアクションに応じて寄付 １】

例）画像投稿１件につき100円が寄付（ワールドビジョン・ジャパン）

※金銭の流れ：スポンサー企業 ↔団体

※年間平均寄付額：施策規模に応じて高低

メリット ・話題性喚起：団体のＰＲ効果。
・スポンサー企業が寄付原資用意のため、安定的な寄付収入。

デメリット ・必要な工数：大（企画～スポンサー企業獲得～サイト制作～運用
～集計～結果報告等）。

・ページ制作外注などの経費と寄付収入が相殺、場合によってはマ
イナスになる可能性。ファンドレイジングではなくＰＲプロモー
ション目的となるケースも。

http://www.worldvision.jp/involve/
children/index.php 

http://www.worldvision.jp/involve/children/index.php


■ゾーンC 自団体サイト×第三者がpay

【オンラインのアクションに応じて寄付 ２】

例）「MODE  for  Charity」
（NGO「ジョイセフ」が主催事務局）

キャンペーンのTwitterアカウント
・フォロー１件につき100円が寄付
・RT１件で1円が寄付。

※金銭の流れ：支援企業（ウーマンエキサイト）
↔団体

※寄付額（例示のケース）：約20～30万円

http://www.
modeforcha
rity.jp/

http://www.modeforcharity.jp/


■ゾーンC 自団体サイト×第三者がpay

【オンラインのアクションに応じて寄付 ３】

例）「世界を変える10000の想い」
（学生団体U-Lead ）

・Twitterで、ハッシュタグ #onedream をつけて
想いをつぶやく。

・つぶやき数×25円が、
インドの女子教育支援プログラムに寄付。

※金銭の流れ：支援企業 ↔団体

※寄付額（例示のケース）：約25万円

http://www.ulead.jp/onedream/ 

http://www.ulead.jp/onedream


【ゾーンC プチまとめ】

（従来）
・「従来」はない･･･。フロンティアの試み。

（これから）
・何を成果とするか明確に。実施にコスト要するゆえに。

↔寄付収入増 or 広報PR or 団体の新たなブランディング or 
組織内部の活性化 etc

・ワンメッセ―ジ・ワンアクション：
↔ユーザーに対して「これをするだけでいい」と言い切り。
↔数字を織り交ぜる。
↔アクションのゴール/目的を明確に。

・スポンサー企業メリット：
↔企業メリットの創出が、企画立案時の最大の要所。

・レコメンド/伝播の仕組み：
↔「こんなキャンペーンやってる。オマエもやってみなよ」

と人つながりで広げる仕組み。
・見える化：

↔みんなのアクションの総体をWEB上もしくはリアル上で表現。

■ゾーンC 自団体サイト×第三者がpay



自団体サイト 外部サイト

視聴ユーザー
がPay

A-1 クレジットカード決済
-2  ネットバンク決済
-3  電子マネー
-4 デジタルコンテンツ

販売

B-1 クレジットカード決済
-2 ネットバンク決済
-3 電子マネー
-4 ポイント
-5 デジタルコンテンツ販売
-6 チャリティーオークション

第三者がpay C-1 オンライン上でのアク
ション募金

（例：Twitterつぶやき投稿で△円
募金）

D-1   クリック募金
-2   Twitter募金
-3   ブログアクション募金
-4   アフィリエイト募金



団体の特徴やスタッフ規模に応じたピッタリのやり方を見つける。

工数：尐 工数：大

自助努力

他力本願

ゾーンＤ

ゾーンＢ

ゾーンＡ ゾーンＣ

矢印の流れにそって
実現可否を検討。

↔「これをやってみるか」仮決め。
↔成功するか検証（次頁）。



団体の特徴やスタッフ規模に応じたピッタリのやり方を見つける。

理想の「支援ストーリー」を描く：
↔どんな人が ［ターゲット］
↔どういう状況でウチの団体の呼びかけに接し ［リーチ］
↔どんなワケで支援する気持ちになり ［インセンティブ］
↔どういう誯金手段で ［チャンネル］
↔いくらなら、ウチの団体に寄付/入会するか ［プライス］

↔このストーリーを阻害するボトルネックはどこか？ ［リスク］

たとえば「自分の団体の公式サイトに寄付・入会クレジットカード決済を導入」
するとした場合、

重要なのは、やはり［ターゲット］と［インセンティブ］。
↔× 「マス・マーケティング」に逃げない。

例）ターゲットは20代後半～30代の女性。職業は会社員･･･
↔○ 「たった一人の支援者を想定する」。

既存の支援者のなかで「こんな人にもっと支援者になって欲しい･･･」
と思える人が一人はいるはず。
その人が「なぜウチの団体を支援してくれるのか」徹底的にヒアリング。
その人のリクエストに応える形で、ファンドレイジング策をつくる。



よくあるQ＆A １

「自分の団体の公式サイトにクレジットカード決済を導入したいけど、
赤字にならないか心配・・・ 」

↔「導入して終わり」＝寄付・会員は増えません・・。
前述の「理想の支援ストーリー」構築はできてますか？

＜団体WEBサイト＞

オンライン
入会/寄付

× サイト内での
脱落防止

良質な顧客と“つながり”
より多くの人がサイト訪問

メールマガジン

リアルでのイベント

メディアタイアップ
etc

・ページ遷移数：なるべく減らす。
・クリック箇所（ボタンなど）：目立つほど良い。
・文章：「３行以上の文章は8割以上の人が読
まない」と思ったほうがいい。
・画像：強弱変化をつける。



よくあるQ＆A ２

「会員の高齢化が悩み。若い人も支援者になってほしい…」

↔モバイル・スマートフォン活用。でもモバイル版サイトを立ち上げただ
けではダメです…。

募 金

モバイルを意識した
“接点”づくり

＜団体 モバイル・

スマートフォン対応サイト＞

携帯向けメールマガジン

QRコードつき配布物

モバイル経由の寄付・
入会の特典増

イベント会場で携帯
使ってクリック募金

店舗有する企業との協働

× サイト内での
脱落防止

・できることなら、連
携している外部サイ
ト（課金のフローが
平易な）に遷移させ
る。



よくあるQ＆A ３

「有名タレント・スポーツ選手が協力してくれることになったのに、
ファンドレイジングに活かせていない･･･」

↔情報発信型：タレント・選手自身のブログ上で、
・団体PR・イベント告知など。
・記事から団体への寄付ページ（自団体HP/外部サイトいずれで

も可）にリンク。
・寄付ブログパーツを貼ってもらう。

↔グッズ・肖像提供型：
・チャリティーオークション出品物の提供。

（１点モノ/サイン入りグッズなど）
・壁紙など肖像入りコンテンツの提供。オンライン販売→寄付。



よくあるQ＆A ４

「Twitterって話題だけど、ダンドレイジングにどう活用すればいいか
分からない。手間もかかりそうで…」

↔“並”活用：
「フォロワー増やそう」

↔「その人たちに寄付してもらおう。会員になってもらおう」

※タコツボどまり。メルマガ読者を増やすのと同じ発想。
Twitterの「広がり力」を生かせない。

↔“上級”活用：
「フォロワー増やそう」

↔「その人たちも一緒に、寄付・入会を呼びかけてもらおう。
一緒に寄付を集める仲間になってもらおう」



補足資料）会社概要

【名称】合同会社コーズ・アクション

【設立】2010年4月

【ミッション】
ビジネスの手法を通じて、「コーズ」（社会的誯題）を解決に導く「アクション」（行動・事業）を開拓
する。

【事業内容】
・NPO/NGOなど非営利セクターの活動発展のための各種コンサルティング/コーチング
・企業のCSR事業のコンサルティング
・社会啓発キャンペーンの企画/PRマネジメント
・インターネットを活用した寄付決済システムの企画開発

【代表者】
菅 文彦（カン フミヒコ）
1970年生まれ。
1997年：財団法人オイスカに入る。企画・広報業務を担当。
2001年:日本で初めての募金ポータルサイト「ぼきんやドットコム」を公開。約4,000万円の募金実績
2005年：ヤフー株式会社に入り、社会貢献・CSR関連のサービス企画を担当。「Yahoo!ボランティア」のインター

ネット募金システムの立ち上げ運営を担当し、約2億3千万円の募金実績。その他、「Yahoo!カーボンオ
セット」や社会啓発の特集キャンペーン（地球温暖化特集/ピンクリボン/レッドリボン等）の企画運営。

「Yahoo!基金」の設立・運営業務。

【住所/お問い合わせ】
〒106-0032 東京都港区六本木3-1-27-2F
http://cause-action.jp info@cause-action.jp

http://cause-action.jp/
http://cause-action.jp/
http://cause-action.jp/
http://cause-action.jp/
mailto:info@cause-action.jp
mailto:info@cause-action.jp
mailto:info@cause-action.jp


補足資料）【事業内容１】
NPO/NGOなど非営利セクターの活動発展のための各種コンサルティング/コーチング

≪広報/ファンドレイジング関連≫

▼ファンドレイジング（資金調達）のサポート：
「従来のやり方では寄付・会費増えない。インターネットなど今までと違う方面に活路見出した

い・・」ファンドレイジング（とくに寄付・会費収入）の戦略立案、タスク進捗管理、ご担当者のスキ
ル向上のコーチングのご提供。

▼企業とのコラボレーション企画立案サポート：
「ある企業のCSR担当者から、“なにか一緒にできるアイデアいつでも歓迎です”って言われている。
でもアイデアが浮かばない、忙しくて考えるヒマがない・・」
該当する企業のCSR/社会貢献活動の傾向・ニーズを調べた上で、団体の活動支援・ファンドレイジ
ングにつながるコラボレーション企画書を作成します。

▼ホームページ改善サポート：
「ホームページにあれこれ情報詰め込みすぎて、ワケがわからなくなった。スッキリ整理させたい」
ページ構成図を再構築し、各ページの目的に応じた情報の取捨選択・最適なUI（ユーザーインター
フェース：レイアウトや文章・画像・ボタン等の配置）をまとめた改善提案書をご提供します。

▼Twitter（ツイッター）開始サポート：
「話題のTwitter、ウチの団体でも始めてみよう」。
やみくもに始めて、効果を実感できず、途中でやめてしまうのが最悪のパターン。Twitter活用の目
的（団体の認知度向上、イベント集客など）を定め、投稿（つぶやき）内容の基準・頻度・フォロ
ワー数を増やす施策・スタッフの作業負担とならないコツなど、一連のノウハウをご提供します。



補足資料）【事業内容１】（つづき）
NPO/NGOなど非営利セクターの活動発展のための各種コンサルティング/コーチング

≪経営マネジメント関連≫

▼ミッション（団体の存在意義・目的）再構築：
「ウチはそもそも何をする団体だったんだっけ？ あれこれ手を広げすぎて分からなくなってきた・・」
スタッフやステークホルダー（役員・会員・寄付者・ボランティア等）へのインタビュー/アンケート/
ワークショップ、外部から寄せられるニーズ・期待の定性調査等を通じて、団体のコアな価値を浮き彫
りにします。「ミッション・ステートメント」の作成まで一連の作業をサポート。

▼スタッフのモチベーション向上支援：
「最近、みんな元気ないなあ。疲れてる感じ・・。辞める人も多いし」
スタッフの業務体系・ワークライフバランス等の実態調査やインタビューを通じて、モチベーション低
下の要因を洗い出します。スタッフの業務マネジメント上の改善計画を作成・ ご提出します。

▼現場活動のKPI（Key Performance Indicators：重要業績指標）の策定サポート：
「現場の活動、何をどこまでやればいいか分からなくなってきた・・」
“やってもらいたいと思われていること（外部からの期待）” “やりたいこと”“できること”の

類型化をおこない、数値指標を伴った「現実的なプロジェクト目標」の策定をサポートします。

▼業務の優先順位づけサポート：
「やらなきゃいけないことが山積み。本当にやるべきシゴトができていない気がする・・」
各業務の「重要度×緊急度」をマトリクス化したうえで、「業務タスク一覧シート」を作成し、
1日・１週間・１か月単位の消化スケジュール表への落とし込みをおこないます。



補足資料）【事業内容２】
企業のCSR事業のコンサルティング

▼NPO/NGOとのコラボレ―ション案件の企画立案：
企業様が志向する社会貢献事業の最適なパートナーとなりうるNPO/NGOをマッチング。
両者のWIN-WINとなりうる具体的なプロジェクト・プログラム案件の企画概要書（社内決裁用/ステー
クホルダー説明用等）を作成します。

▼既存のCSR事業の棚卸しサポート：
クライアント企業様のCSRミッションをもとに、既存のCSR事業を個別に評価し、「案件の選択と集
中」へと導くレポートを作成します。

▼CSR事業スタートアップサポート：
イチからCSRの取り組みを開始される企業様に対して、SWOT分析等をもとに、本業とのシナジーを
生むオリジナルのCSR事業をご提案します。

【事業内容３】
社会啓発キャンペーンの企画/PRマネジメント

環境、福祉、教育、国際協力など、特定のメッセージの啓発や市民の行動誘発を目的とするキャンペーン
の企画立案・PRプロモーションの一連のタスクを実施します。

（※想定クライアント様：官公庁／啓発・寄付キャンペーン実施されNPO/NGO／企業）

【事業内容４】
インターネットを活用した寄付決済システムの企画開発

ネットユーザーが楽しめて、かつ簡易に寄付ができるアプリケーション（iphoneアプリ等）の企画開発。


