「WFP ウォーク・ザ・ワールド」
協 賛 の ご 案 内
（会場：横浜）
◆概要・目的
➢
世界の子どもたちの飢餓をなくすためのチャリティーウォーク
➢
国連 WFP の学校給食支援の輪を拡げるために実施
➢
集められた寄付は国連 WFP の学校給食支援に活用

©JAWFP

◆「ウォーク・ザ・ワールド」とは
・2002 年、TNT 社（国際貨物・物流会社、本社オランダ）の社内チャリティーイベント
としてスタート
・日本では 2005 年より横浜で実施。今回で 15 回目
2016 年より大阪開催をスタートし、更に強力な飢餓撲滅のメッセージを発信
◆2019 年、横浜では
・5,003 人が参加、ゲストに元サッカー日本代表 中澤 佑二さん
・4,700,600 円を国連 WFP の学校給食支援へ寄付
・4 回目となる「WFP ウォーク・ザ・ワールド 大阪」は 1,658 人参加、1,291,220 円を国連 WFP の学校給食支援へ寄付
・別会場での自主的開催 名古屋、愛知、長崎 計 3 か所
・2020 年、2021 年は新型コロナウイルスの影響で中止

≪2022 年実施概要≫
【大会名】
【日時】
【場所】
【種目】
【コース】
【定員】
【参加費】
【主催】
※2019 年実績
【後援※】
【特別協賛※】
【協賛※】

≪他の都市での開催≫

WFP ウォーク・ザ・ワールド
2022 年 5 月 15 日（日） 受付後順次スタート
受付・スタート時間 10km 9:00 / 5km 10:00
横浜みなとみらい地区 （スタート会場：臨港パーク）
5km、10km の 2 コース
山下公園、港の見える丘公園など横浜のランドマークを廻るコース
5km・10km 各 1,500 人 （合計 3,000 人）
一般 1,500 円（当日 2,000 円）※うち 1,000 円が寄付へ
小学生 500 円（当日 800 円）※うち 200 円が寄付へ / 未就学児無料
認定 NPO 法人 国連 WFP 協会

ⒸWFP/Rein Skullerud

WFP 国連世界食糧計画 日本事務所、横浜市、横浜商工会議所、(公財)横浜市国際交流協会、日本ウオーキング協会、
神奈川県ウオーキング協会、パシフィコ横浜、FM ヨコハマ、NHK 横浜放送局、tvk
DSM㈱、日清食品ホールディングス㈱、フォーエバーリビングプロダクツ ジャパン、ファミリーマート夢の掛け橋募金(協力)
㈱IHI、ING Bank N.V. 東京支店、㈱AOKI ホールディングス、The Asia Sustainability Group、
アルフレッサ ホールディングス㈱、伊藤忠エネクス㈱、伊藤忠商事㈱、伊藤忠食品㈱、伊藤忠テクノソリューションズ㈱、
伊藤忠丸紅鉄鋼㈱、伊藤忠リーテイルリンク㈱、井村屋グループ㈱、川本工業㈱、キヤノン㈱、㈱崎陽軒、㈱湖池屋、
コカ･コーラ ボトラーズジャパン㈱、昭和産業㈱、(宗)真如苑、ソシオーク ホールディングス㈱、大正製薬㈱、㈱大冷、
タカナシ乳業㈱、タキロンシーアイ㈱、ダスキンレントオール、蝶理㈱、㈱ニコン、㈱ニチレイフーズ、日清医療食品㈱、
日清オイリオグループ㈱、㈱日清製粉グループ本社、日東富士製粉㈱、㈱日本アクセス、日本ハム㈱、
日本ケンタッキー・フライド・チキン㈱、日本水産㈱、㈱バロックジャパンリミテッド、㈱ハングリータイガー、プリマハム㈱、
三菱商事㈱、三菱食品㈱、有楽製菓㈱
自主的開催に対し、事務局が対応

＜特別協賛＞

ご協賛金： 1,000,000 円（1 口 10 万円×10 口）以上 + 消費税

■「WFP ウォーク・ザ・ワールド」専用ウェブサイト、エントリーサイト、大会ボードでの協賛社ロゴ掲出
■チラシ（1 万 5 千部）、ポスター（1 千部）、プレスリリース、コースマップ等への協賛社名掲出
■ｔｖｋスポット制作、告知スポット放映、番組での紹介等
■イベント会場でのブース設置・参加者へのサンプリング（詳細は応相談）
■スウィングバナー 3 本掲出

＜協賛＞

ご協賛金： 100,000 円（１口）以上 + 消費税

■「WFP ウォーク・ザ・ワールド」専用ウェブサイト、エントリーサイトでの協賛社名掲出
■チラシ（２万部）、ポスター（1 千部）、プレスリリース、コースマップ、大会ボード等への協賛社名掲出
■スウィングバナー 1 本掲出

★ご協賛お申込みの締切：2022 年 2 月 25 日（金） ※振込は 5 月末までにお願いいたします。
～ご協力のお願い～ （ご希望の方には開催についてのご案内をします）
■貴社社員・ご家族の参加人数に応じた「マッチング募金」の実施
■各支店や営業所での自主的な WFP ウォーク・ザ・ワールドの開催

2019 年
「WFP ウォーク・ザ・ワールド for アフリカ」
スウィングバナー

ちらし

コースマップ
特別協賛社のブース

大

会

ボ

ー

ド

WFP ウォーク・ザ・ワールド 2022 中止・キャンセルについて
本イベントの中止およびキャンセルの際の協賛金についての取り扱いを
以下に設定させていただきます。
協賛お申込後の取り消しは原則いたしません。
やむを得ない事由でイベントが中止、または協賛社様の事情で協賛キャンセルとなった場合は、以下のキャ
ンセル料がかかりますのでご了承くださいますようお願いいたします。
【協賛金についてのキャンセルポリシー】

事由

キャンセル時期

キャンセル料

地震・風水害などの自然災害、

1 カ月前まで

キャンセル料なし

1 か月以降～実施日

協賛金の全額

申し込み～1 カ月前

協賛金の 70%

1 カ月前以降～実施日

協賛金の全額

ウイルス性感染症流行等の
不慮の災害、事件・事故及び
その他不可抗力による中止

協賛社事情によるキャンセル

WFP ウォーク・ザ・ワールド
（横浜会場）

協

賛

申

込

書
記入日：

協賛事業名

WFP ウォーク・ザ・ワールド ：

年

月

横浜会場

貴社／貴団体名
代表者様 役職／氏名

役職：

氏名：

部署：
氏名：

役職：
WFP ウォーク・ザ・ワールド

ご担当者様
部署・役職／氏名
ご連絡先

住所：〒

Tel：

Fax：

※WFP ウォーク・ザ・ワールドにかか
わるご連絡をさせていただきます

E-mail：
WFP メルマガ配信を

□希望する

□希望しない

□配信済

■ご協賛額について

＊1 口 10 万円からとなり、特別協賛は 10 口以上のお申し込みとなります。
1 口 100,000 円 ＋ 消費税

110,000 円

協賛金額
口数：

口

振込希望日

合計：
年

円
月

日

＊2022 年 2 月 25 日（金）までにお申込みの場合はパンフレットに御社名を記載します。
＊振込は、5 月末までにお願いいたします。

■スウィングバナー追加について

追加 1 本につき 50,000 円

＋ 消費税

協賛金額
本数：

本

合計：

円

ＦＡＸにてご返信をお願いします
国連 WFP 協会：045-221-2534
＊請求書は、お申込書を受領次第、ご担当者様宛に郵送します。

日

