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プレスリリース 

報道関係者各位 

 

東京の金融サービス業界による社会貢献活動、第11回FITチャリティ・ラン 

～ランナー、ウォーカー、ボランティア 総勢5700名超が参加 ～ 

～ 地域社会への貢献を目的に約5700万円以上の資金を集める ～ 

東京｜2015年11月8日 

 
（写真撮影：村越将浩） 

 

2015年11月8日、明治神宮外苑周辺コースにおいて第11回 F I T
フィット

チャリティ･ラン2015が開催されました。

今年のFITチャリティ・ランは国内外の金融機関 96社からランナー、ウォーカー、ボランティア総勢約

5,700名が参加しました。 

同イベントの趣旨に賛同した金融サービス企業から寄せられた協賛金、イベントＴシャツやチャリティ

くじなどの収益金、参加費、参加企業および参加者から寄せられた寄付金の総額は、 57,538,500円

（後日正式な金額が確定します）にのぼりました。この寄付金から経費を差し引いた額を、以下の団体

に寄付します。 

 一般社団法人ア・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 

[修正版] 
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 特定非営利活動法人 NPO しんぐるまざあず・ふぉーらむ    

 特定非営利活動 NPO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 

 

FIT チャリティ・ラン2015年同実行委員長を務める松方留美（ピムコジャパンリミテッド）は、以下の

ように述べています。「今年は11回目のFITチャリティ・ランでした。今年はイベントの安全面を強化

し、大きな事故もなく無事に終えられたことをうれしく思っております。2005年以来、金融業界より

のべ5万5千人の参加者やボランティアが5億円を超える額を80近い団体に寄付して参りました。今後も

寄付先団体との関係を大切にしながら、支援を必要としている人々のニーズを金融業界全体で見出して

いくことが出来ればと思っております。」 

 

また、同じく共同実行委員長を務めるレイモンド・ウォング（ウェルズ・ファーゴ）は、「公益財団法

人日本サイクリング協会(JCA)、明治神宮外苑、協力企業、ボランティア、そして本日まで多大なサポ

ートをしてくださった皆様に心より御礼申し上げます。また東京都からのご支援にも深く感謝いたしま

す。FIT チャリティ・ラン2015は、2020年に向けた中長期的な取り組みを行って参りました。2016年

にはさらに多くの方々にご賛同頂けるよりよいイベントを目指していければと思っております。」 

 

【FITチャリティ・ランについて】 

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。 

 

【大会概要】 

大会名称： F I T
フィット

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 

12：30   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/ 
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結果：  

10キロ･ラン男子1位： 斎藤 智弘 / (PwCジャパン) 33分26秒  

10キロ･ラン女子1位： 吉田 しのぶ(三菱UFJフィナンシャル・グループ) 42分18秒 

5キロ･ラン男子1位： 元村 啓太(JLL)16分53秒 

5キロ･ラン女子1位： 広田 和子 (メットライフ生命保険)19分28秒 

最も多くの寄付金を集めた団体： 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 

 

【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(寄付金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、デロイト 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）  
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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  

協力 

アビリタス ホスピタリティ株式会社、エールフランス航空、福永 晃（写真家）、アントニー トラン

（写真家）、アサヒフードアンドヘルスケア株式会社、旭川グランドホテル、ブルーノート東京、株式

会社チェリオコーポレーション、株式会社 シネ・フォーカス、コンラッド東京、コットンクラブ、有

限会社 クリプトメリア、デルタ航空、株式会社デジタルステージ、グランドハイアット東京、株式会

社ホテルオークラ東京、帝国ホテル東京、ホテルインターコンチネンタル東京ベイ、クレアブ・ギャビ

ン・アンダーソン株式会社、ロワジール スパタワー 那覇、村越将浩（写真家）、三井不動産ビルマネ

ジメント株式会社、みずほフィナンシャルグループ、モエ・エ・シャンドン、マザーウォーター株式会

社、モーション・ブルー・ヨコハマ、日本通運株式会社、ワン・ニセコ・リゾート・タワーズ、大塚ホ

ールディングス株式会社、パークホテル東京、パーク ハイアット 東京、ポッカサッポロフード＆ビ

バレッジ株式会社、六本木ヒルズクラブ、ロイヤルパークホテル ザ 汐留、中山 秀（グラフィック デ

ザイナー）、株式会社 想研、ザ・リッツ・カールトン東京、トムス株式会社、株式会社ユニフルーテ

ィー ジャパン、ユナイテッド航空 

 

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

 

公益社団法人 ア・ドリーム・ア・デイ IN TOKYO 

ア・ドリーム・ア・デイ IN TOKYO は難病の子供とその家族に東京旅行を無償で提供しています。救

命救急士の同行が必要な病児とその家族へのサポートを重視しています。FIT からの支援は、これまで

サポート実績がなかった関東地域からの受け入れに活用します。 http://www.guesthouse.or.jp 

 

特定非営利活動法人 BONDプロジェクト 

BOND プロジェクトは、いじめや虐待、性被害、自殺願望など様々な困難を抱えた若年女性を対象

に、メールや電話、面談、街頭での声かけを行い、他の支援機関へ繋ぐなどの支援をしています。FIT

の寄付金で女の子たちのための「移動カフェ型相談窓口」を開きます。 http://bondproject.jp 

 

NPO法人 発達わんぱく会 

NPO 法人 発達わんぱく会は、発達障害の幼児の早期発見・早期療育を通して、その子らしい成長が

できる地域づくりに取り組んでいます。FIT 寄付金は子育て支援施設「おやこっこルーム」の新規開設

に充てる予定です。 http://www.wanpaku.org/ 
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特定非営利活動法人 聴覚障害教育支援大塚クラブ  

大塚クラブは、専門家と連携しつつ、聴覚障害のある子供たちの学校外活動や家庭支援を中心に生活環

境を改善し、社会性や自立心を養うことに取り組んでいます。FIT の寄付金は子供たちの居場所作り、

サマーキャンプ実施等に使用する予定です。 http://rougakkou.com 

 

NPO法人 在日外国人教育生活相談センター・信愛塾 

在日外国人教育生活相談センター・信愛塾は日本に暮らす外国人に学習支援と教育生活人権に関する相

談を行っています。FIT の支援は、教室・相談スペースの拡充、母語能力のある常駐スタッフの配置、

スキルアップのための研修等に活用し、今後益々増えてくる外国人の相談に対応します。

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

 

特定非営利活動法人 しんぐるまざあず・ふぉーらむ 

しんぐるまざあず・ふぉーらむは、ひとり親（主にシングルマザー）が子供と共に世の中を生きて行く

ことへの支援を行っています。FIT の支援は、シングルマザーに対する相談、就労支援、情報提供、同

行支援といったパーソナルサポートのほか、食料支援、子どもたちの学習支援、中学・高校進学支援金

（制服代等）に活用します。 http://www.single-mama.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 

スマイリングホスピタルジャパンは入院中の子供の QOL(生活の質）向上を目的に、プロの芸術家が病

棟病床で定期的に参加型活動を行っています。2012 年 5 月に活動を開始し、現在は全国 14 病院と 4

施設で活動中です。FIT の寄付金により、従来の活動の範囲を広げ、在宅を余儀なくされる児童への訪

問を実施します。http://www.smilinghpj.org 

 

特定非営利活動法人 ReBit 

ReBit は LGBT の子供もありのままでオトナになれる社会を目指し、学校等での啓発や就活支援等を行

ういます。FIT寄付金で主に教師向けの LGBT 教育ツールキットを開発し、学校を LGBTの子供にとっ

ても過ごしやすい場所にします。http://rebitlgbt.org 
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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 

 

   

 [画像 3]     [画像 4] 
© FIT チャリティ・ラン    © FIT チャリティ・ラン（撮影：村越 将浩） 

 

             

 [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 

 

【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）  


