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プレスリリース 

報道関係者各位 

 

第 11回 FITチャリティ・ラン 2015支援先団体を発表 

～ 東京の金融業界が集結し、地域社会の非営利団体に貢献します ～ 
 

東京｜2015 年 10月 7日  

 

Financial Industry in Tokyo(以下、「FIT」)チャリティ・ラン 2015 実行委員会（共同実行委員

長：レイモンド・ウォング／ウェルズ・ファーゴ、松方留美／ピムコジャパンリミテッド） は、来

たる 11 月 8 日（日）に聖徳記念絵画館周辺・明治神宮外苑周辺コースにおいて、第 11 回 FIT チャ

リティ・ランを開催いたします。本イベントで集められた寄付金は、公益社団法人ア・ドリーム 

ア・デイ IN TOKYO、特定非営利活動法人 BOND プロジェクト、NPO 法人 発達わんぱく会、特定非営

利活動法人聴覚障害教育支援大塚クラブ、特定非営利活動法人 ReBit、特定非営利活動法人しんぐる

まざあずふぉーらむ、特定非営利活動 W法人在日外国人教育生活相談センター・信愛塾、特定非営利

活動法人スマイリングホスピタルジャパンの 8団体（英語名称アルファベット順）に寄付され、関東

近郊の地域社会に密着した活動に役立てられる予定です。 

 

FIT チャリティ・ランは、東京の金融サービスおよび関連事業を展開する企業が、業界規模で地域に

根ざした活動を行っている非営利団体を支援することを目的とするチャリティ・イベントです。2004

年末に発生したスマトラ沖大地震及びインド洋大津波を機に、2005 年から毎年開催され、2014 年 12

月 7 日（日）に開催された第 10 回大会では 104社から約 5,900 名が参加し、総額約 5,900 万円の寄

付金が集められました。集められた寄付金は、関東地方で活動を続ける 8つの非営利団体の支援に充

てられました。  

 

FIT チャリティ・ラン 2015 共同実行委員長を務めるレイモンド・ウォングは、以下のように述べて

います。「FIT チャリティ・ランは例年、公益財団法人 日本サイクリング協会（JCA）や明治神宮外

苑をはじめ各方面からご支援を得て開催が可能となっています。今年は、東京都からもご後援を賜る

こととなり、大変うれしく思うとともに、これが FITの取り組みを中長期的に持続させていく上で大

きなステップになると考えます。FIT チャリティ・ランは、今年も参加企業数・参加者ともに増える

ことが予想されており、東京の金融業界が地域社会に積極的に貢献するという強い決意を示すことに

なると思います」 

 

また、同じく共同実行委員長を務める松方留美は、「参加者一人ひとりが走ること・歩くことを愉し

みながら参加することが、業界全体として力を合わせてファンドレイジングを行うことになり、そう

して集められた寄付金が意義ある活動をしながらも資金的に困難な非営利団体に対する直接的な支援

に繋がることを嬉しく思います。さらに、FIT チャリティ・ランが、ボランティア参加の機会の場と

なり、支援先団体の認知度向上の一助になることができれば大変うれしく思います」と述べていま

す。 

 

本年のイベントでは、10 キロ・ラン、5キロ・ラン、1.7キロ・ウォークを開催します。競技終了後

には、10 キロ・ラン、5 キロ・ランの男女各上位 3 名までの入賞者のほか、最も多額の寄付金を集

めた参加団体を表彰します。また、航空券や高級ホテルの宿泊券・お食事券などが当たるチャリティ

くじも販売します。イベント終了後には、「ベストスマイル」賞と「ベストコスチューム」賞を選ぶ

フォトコンテストを実施し、フェイスブック上の投票により最も多くの「いいね！」を獲得した 2名

を表彰する予定です。 

 

FIT チャリティ・ランでは、東京の金融サービスおよび関連事業を展開する企業の協賛・参加を募っ

ています。詳しい参加方法に関する情報は、以下のリンクをご確認ください。 

http://fitforcharity.org/ja/2015/how-to-get-involved.html 

[修正版] 

http://fitforcharity.org/ja/2015/how-to-get-involved.html
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<添付資料＞ 

 

【大会概要】 

大会名称： FITチャリティ・ラン 2015 

主催：  FITチャリティ・ラン 2015実行委員会 

特別支援： 公益財団法人日本サイクリング協会、明治神宮外苑 

後援：  東京都、朝日新聞社、日本経済新聞社 

開催日：  2015年 11月 8日（日）雨天決行 

コース：  聖徳記念絵画館および明治神宮外苑周辺周回コース（東京都新宿区） 

時間・種目：  09：30   10 キロ・ラン 

11：00   5キロ・ラン 

11：50   1.7キロ・ウォーク 

12：20   閉会 

参加費：  5000 円（16 歳未満無料） 

対象：  金融サービスおよび関連事業を展開する企業の社員とその家族・知人 

参加者は企業単位で登録。 

交通案内： 都営地下鉄大江戸線 国立競技場駅(A2出口) 徒歩 5分 

JR総武線(各駅停車) 千駄ヶ谷駅 徒歩 5分 

東京メトロ銀座線 外苑前駅 徒歩 10分 

ウェブサイト： http://fitforcharity.org/ja/ 

 

 

【FIT チャリティについて】 

2005 年、東京の金融業界の企業が結集して日本の非営利団体を支援する目的で設立されました。FIT 

チャリティの支援先団体は、地域社会に密着した意義ある活動を行っていながらも、認知度が低い等

の理由により、十分な活動資金の確保が困難な団体を中心としています。FIT に関する情報は、ホー

ムページ（http://fitforcharity.org/ja/）をご覧ください。 

 

 

【FIT チャリティ・ラン 2015支援先団体一覧】（英語名称アルファベット順） 

公益社団法人ア・ドリーム ア・デイ IN TOKYO 

http://www.guesthouse.or.jp/ 
 

特定非営利活動法人 BONDプロジェクト 

http://bondproject.jp 
 

NPO法人 発達わんぱく会 

http://www.wanpaku.org/ 
 

特定非営利活動法人聴覚障害教育支援大塚クラブ 

http://rougakkou.com 
 

特定非営利活動法人 ReBit 

http://rebitlgbt.org 
 

特定非営利活動法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ    

http://www.single-mama.com/ 
 

特定非営利活動法人在日外国人教育生活相談センター・信愛塾 

http://www.sin-ai.server-shared.com/ 
  

特定非営利活動法人スマイリングホスピタルジャパン 

http://www.smilinghpj.org 

http://fitforcharity.org/ja/
http://www.guesthouse.or.jp/
http://rougakkou.com/
http://rebitlgbt.org/
http://www.single-mama.com/
http://www.sin-ai.server-shared.com/
http://www.smilinghpj.org/
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【FIT チャリティ・ラン 2015実行委員会】 

バークレイズ、株式会社バリアフリーカンパニー、BGC証券会社、ブルームバーグ エル・ピー、BNP

パリバ・グループ、BNYメロン、ブラックロック、シティ、クレディ・アグリコル・グループ、 

デロイト トーマツ グループ、ドイツ銀行グループ、DIAMアセットマネジメント株式会社、EYジャ

パン、フィデリティ投信株式会社、J.P.モルガン、KPMGジャパン、マッコーリー・グループ、メッ

トライフ生命保険株式会社、株式会社 三菱 UFJフィナンシャル・グループ、三菱 UFJモルガン・ス

タンレーPB証券、モルガン・スタンレー、株式会社みずほフィナンシャルグループ、日興アセット

マネジメント株式会社、ピムコジャパンリミテッド、PwCジャパン、スキルハウス・スタッフィン

グ・ソリューションズ株式会社、UBS グループ、ユーザベース、ウェルズ・ファーゴ、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） (英語名称アルフ

ァベット順) 

 

 

【FIT チャリティ・ラン 2015協賛企業】 (英語名称アルファベット順) 

 

企業スポンサー（寄附金 50万円以上） 

アバディーン・アセット・マネジメント・グループ、アライアンス・バーンスタイン、オーストラリ

ア・ニュージーランド銀行、バンクオブアメリカ・メリルリンチ、バークレイズ、ブラックロック、

ブルームバーグ エル・ピー、BNPパリバ・グループ、BNYメロン、シービーアールイー株式会社、シ

ティ、Coltテクノロジーサービス株式会社、オーストラリア・コモンウェルス銀行東京支店、クレ

ディ・アグリコル・グループ、クレディ・スイス、トーマツグループ、ドイツ銀行グループ、EYジ

ャパン、ファクトセット、ファーストブラザーズ株式会社、GCAサヴィアン株式会社、ゴールドマ

ン・サックス、グッドマンジャパン、太陽グラントソントン、HSBCグループ、いちごアセットマネ

ジメント株式会社、インベスコ、J.P.モルガン、日本相互証券株式会社、株式会社 証券保管振替機

構、JLL、KPMGジャパン、マッコーリー・グループ、メットライフ生命保険株式会社、株式会社 三

菱 UFJフィナンシャル・グループ、三菱 UFJモルガン・スタンレーPB証券、三菱ＵＦＪモルガン・

スタンレー証券株式会社、モルガン・スタンレー、株式会社みずほフィナンシャルグループ、日興ア

セットマネジメント株式会社、ピムコジャパンリミテッド、PwC ジャパン、RGAリインシュアランス

カンパニー、ロバート・ウォルターズ・ジャパン、Royal Bank of Canada グループ、ロイヤルバン

ク・オブ・スコットランド・グループ、シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社、

SMBC信託銀行、ソシエテ ジェネラル、日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社、トムソ

ン・ロイター・マーケッツ株式会社、東京スター銀行、UBS グループ、ウェルズ・ファーゴ、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）  

 

企業サポーター（寄付金 35万円以上） 

ディメンショナル・ジャパン・リミテッド、GEキャピタル、カーライル・グループ、トレーディン

グスクリーン ジャパン 株式会社   
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【広報用画像】 

* ご希望の画像番号を広報担当宛てにご連絡ください。 

* 画像掲載時には、クレジットの記載をお願い致します。 

* その他画像提供などにつきましては、広報担当宛てにご連絡ください。 

   
[画像 1]       [画像 2] 
© FITチャリティ・ラン（撮影：村越 将浩）   © FITチャリティ・ラン（撮影：村越 将浩） 

 

 

   
[画像 3]       [画像 4] 
© FITチャリティ・ラン（撮影：Antony Tran - LIFE14）   © FITチャリティ・ラン（撮影：福永 晃） 

 

     
[画像 5]        [画像 6]    [画像 7] 
© FITチャリティ・ラン   © FITチャリティ・ラン     © FITチャリティ・ラン実行委員会（撮影：Antony Tran - LIFE14） 

（撮影：村越 将浩）   （撮影：Antony Tran - LIFE14） 
 

 

【本件のお問い合わせ先】 

FIT チャリティ・ラン 2015 実行委員会 広報担当副実行委員長 

土井 未穂 （ドイツ銀行グループ | 03-5156-7723 | communications@fitforcharity.org）  


