
FRJ2020 Sept.5-12, 2020
＠Event Hub

主催:日本ファンドレイジング協会

ご協賛のお願い

ファンドレイジング・日本2020オンライン



ファンドレイジング・日本とは
日本で最大規模のNPOカンファレンスで、世界トップ3に入るファンドレイジングカンファレ
ンス。1,500名超の参加者を全国から迎え、20社以上のサービスプロバイダーがブースを設
置しサービス紹介も行うなど様々なネットワークの機会も提供しています。

参加者やスピーカーは例年、営利・非営利の垣根を超えて様々な分野から集まり、社会的な事
業を行っている方、社会のお金の流れに関心のある方を中心に、NPO法人、公益法人、大学、
スポーツ関係者、オーケストラ団体、企業、自治体、弁護士、税理士など、幅広い所属の方が
参加されています。

セッションのトピックスはファンドレイジング（広義では資金調達に限らず、人的資本や社会
資本にまで及ぶ）の具体的なスキルや成功事例について学ぶ以外に、非営利組織マネジメント
全般に関する内容や、市民参加の促進、クラウドファンディングや社会的/インパクト投資、
不動産や株式の寄付や財団設立といった新しい資（志）金の流れについて学ぶものや、多職種
連携・協働にいたるまで、幅広いジャンルのコンテンツを提供しています。

公式ウェブサイト https://jfra.jp/frj/index.html



日程 2020年9月5日（土）-12日（土）※８日間 初のオンライン開催となります。

場所 eventhub（オンライン）

参加人数 1,000～2,000名(予定）

セッション総数 約70本

内容 ライブセッション・オンデマンドセッション・ダイアログ/双方向セッション、ギャザリング
ネットワーキングなど

協賛 チームGOEN、株式会社トラストバンク、株式会社ファンドレックス、リタワークス株式会社、
日本マイクロソフト株式会社、株式会社セールスフォース･ドットコム、
公益財団法人ベネッセこども基金ベネッセ子ども基金、一般財団法人社会変革推進財団ほか

ファンドレイジング･日本 2020オンライン 開催概要



オンラインプラットフォーム（EventHub)
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従来は大学やカンファレンスホールを使用し、会場集約型で行っておりましたが、今年度は新型コロナウイルス
の影響等を考慮し、EventHubというオンラインカンファレンスプラットフォームを活用し、実施することにな
りました。

主催者から参加者へのメッセージ
が入ります。

ここの下に協賛ブースが入ります
(5ページ参照）

画面イメージ（トップページ）
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トップページの企業一覧のタブをクリックすると以下のように表示されます。

参加者はここで他の参加者を探してメ
ッセージを送ることが出来ます。

(6ページ参照）

ここをクリックすると、各協賛社のブー
スページに移動し、会社情報、リンク、

資料などが見ることができます
(7ページ参照）

画面イメージ

EventHub 企業一覧ページ
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参加者（スピーカーを含む）は個人ページを作成することが可能です（任意）。

EventHub 個人ページ

画面イメージ

協賛社は参加者にメッセージ
を送ることが可能です。



企業ロゴ 企業・団体名

企業・団体説明文

企業・団体メンバー
ここから各個人のペー
ジに行き、メッセージ
を送ったりアポイント
を取ったりできます。
(8ページ参照）

ウェブサイトURL

紹介動画・画像

資料ダウンロード

EventHub 企業・団体ページ
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参加者はこのページから協賛社にコンタクトをとることができます。

EventHub 協賛ブース担当者ページ

画面イメージ

ここから参加者はアポイン
トの予約ができます

メッセージ送信

協賛社ページへのリンク

担当者個人の紹介



プログラム協賛プラン
ファンドレイジング・日本2020 オンラインの様々なプログラム（ライブ／オンデマンドセッション、
ギャザリング、アワード、オンラインブース）にご提供頂き、御社サービスのご紹介等によって、御社
の存在感を高めて頂くプラン…セッションとギャザリングはそれぞれ1枠60分です。
ライブセッション、ランチギャザリング、オンデマンドセッション、アワード、ブースなど

広告協賛プラン
ファンドレイジング・日本2020 オンラインの様々な機会（CM、壁紙、web）に御社の広告を掲載頂
き、御社の知名度を高めて頂くプラン。
幕間CM、webロゴ掲載など

運営パートナープラン
ファンドレイジング・日本2020 オンラインの運営に御社サービス・商品をなどをご提供頂き、一緒に
大会を盛り上げて頂くプラン。※別途、審査があります。
Web制作、配信会場提供、その他

FRJ2020ご協賛プラン概要



FRJ2020ご協賛プラン①～プログラム協賛プラン

基本プラン（表示価格＋税）
冠ライブ

セッション
（9/6）

¥700,000

アワード
¥400,000

冠ランチ
ギャザリング
（9/7-11）
¥400,000

冠オンデマンドセ
ッション

¥300,000

ブース
¥200,000

枠数 4枠 1枠 5枠 5枠

当日 オンラインブース ○ ○ ○ ○ ○

大会招待 10名 6名 6名 6名 6名

幕間ロゴ掲載(会期中・メイン画
面スライド紹介)

〇 〇 〇 〇 〇

協賛ピッチトーク(１分録画動
画・会期中指定日時)

〇 〇 〇 〇 〇

オンデマンドセッション・ロゴ
掲載(協賛セッション以外・スラ
イド紹介)

〇 〇 〇 〇 〇

ライブセッション・ロゴ掲載(協
賛セッション以外・スライド紹
介)

〇 〇 〇 〇 〇

参加者へのメール配信１回(会期
中)

〇 〇 〇 〇 -

オンライン
キックオイ
ベントフ

キックオフ招待 10名 6名 6名 6名 6名

ロゴ掲載(スライド・主催者) 〇 〇 〇 - -

公式ウェブ ロゴ・リンク 〇 〇 〇 〇 〇

メルマガ メルマガ広告文掲載 ﾃｷｽﾄ100字 ﾃｷｽﾄ100字 ﾃｷｽﾄ100字 - -

【注記】
※お申込みは先着順になりますのでご了承ください。
※30万円以上のプランをお申込みいただいた場合、次回のFRJ協賛プランを優先的にお選び頂けます。
※30万円以上のプランを組み合わせる場合は、合計金額から10万円の割引になります。詳しくはお問合せください。
※本プランは、変更になる場合があります。
※運営パートナープランには審査がございます。

2枠売約済み
1枠売約済み
2社検討中

1社売約済み
2社検討中 2社検討中



FRJ2020ご協賛プラン②～広告協賛プラン

基本プラン（表示価格＋税）

幕間CM
（9/5-6）
¥500,000

協賛ブース内
広告

¥100,000

Webロゴ
（公式webサイ
ト・EHログイン

画面）
¥50,000

枠数 1枠 10枠

当日 オンラインブース ○ ー -

大会招待招待 10名 2名 -

幕間ロゴ掲載(会期中・メイン画面スラ
イド紹介)

〇 〇 -

協賛ピッチトーク(１分録画動画・会期
中指定日時)

〇 ー -

オンデマンドセッション・ロゴ掲載(協
賛セッション以外・スライド紹介)

〇 〇 -

ライブセッショ・ンロゴ掲載(協賛セッ
ション以外・スライド紹介)

〇 〇 -

参加者へのメール配信１回(会期中) 〇 ー -

オンラインキ
ックオフイベ
ント

キックオフ招待 10名 2名 2名

ロゴ紹介(スライド・主催者) 〇 ー -

公式ウェブ ロゴ・リンク 〇 〇 〇

メルマガ メルマガ広告文掲載 ﾃｷｽﾄ100字 ー -
【注記】
※お申込みは先着順になりますのでご了承ください。
※30万円以上のプランをお申込みいただいた場合、次回のFRJ協賛プランを優先的にお選び頂けます。
※30万円以上のプランを組み合わせる場合は、合計金額から10万円の割引になります。詳しくはお問合せください。
※本プランは、変更になる場合があります。
※運営パートナープランには審査がございます。

売約済み 1枠売約済み



FRJ2020ご協賛プラン③～運営パートナープラン

基本プラン（表示価格＋税）
公式Webサイト制作 配信スタジオ提供 個別

新プラン
募集中!

枠数 1枠 1枠

当日 オンラインブース ○ ○

大会招待招待 10名 10名 名

幕間ロゴ掲載(会期中・メイン画面スラ
イド紹介)

〇 〇

協賛ピッチトーク(１分録画動画・会期
中指定日時)

〇 〇

オンデマンドセッション・ロゴ掲載(協
賛セッション以外・スライド紹介)

〇 〇

ライブセッショ・ンロゴ掲載(協賛セッ
ション以外・スライド紹介)

〇 〇

参加者へのメール配信１回(会期中) 〇 〇

オンラインキ
ックオフイベ
ント

キックオフ招待 10名 10名 名

ロゴ紹介(スライド・主催者) 〇 〇

公式ウェブ ロゴ・リンク 〇 〇

メルマガ メルマガ広告文掲載 ﾃｷｽﾄ100字 ﾃｷｽﾄ100字

【注記】
※お申込みは先着順になりますのでご了承ください。
※30万円以上のプランをお申込みいただいた場合、次回のFRJ協賛プランを優先的にお選び頂けます。
※30万円以上のプランを組み合わせる場合は、合計金額から10万円の割引になります。詳しくはお問合せください。
※本プランは、変更になる場合があります。
※運営パートナープランには審査がございます。

売約済み



FRJ2020 までのスケジュール概要
御社でご対応 弊協会にてご対応

7月 ・ご協賛プランへのお申し込み:一次〆切7月21日(火）
・ご協賛金のお支払い
・ロゴマークのご提出

・動画協賛ピッチトーク制作（1分以内）8/17〆切
・映像制作（幕間CM、オンデマンドセッションお申込
各社）

・協賛ブース掲載情報のご準備
掲載可能枠:動画・画像併せて10本、資料3種類、説

明文、リンク、ご担当者

・キックオフイベントへのご参加

・継続協賛社様向けご提案
・ご協賛一般募集開始（7/16）
・請求書発行（お申込後）
・広報素材提出依頼のご連絡

・FRJ2020オンライン特設webローンチ(7月中旬）
・今後の段取り確認
・映像制作（幕間CM、オンデマンドセッション）

・Event Hub上でのオンラインブースエリアの作成

・キックオフイベントの主催、ご案内

8月 ・協賛ネットワーキング会へのご参加（操作確認）
イベントハブの協賛ブースエリアIDとPWの提供

・協賛ピッチトーク（1分以内）のご提供 8/17〆切

・JFRA作業分協賛ブースエリア掲載の情報提供
8/17〆切

・メルマガ用広告文（150字程度）ご提供 8/17〆切

・協賛ブースをご自身でアップロードする場合の締切日
8/27〆切

・ご招待者登録〆切 8/28〆切
・ライブセッション接続確認等

・ご協賛ネットワーキング会の開催（操作説明）、ご案内

・協賛ピッチトーク掲載準備

・協賛ブースアップロード

・メルマガ配信

・当日に向けた最終のご案内（8/28）
・ライブセッション接続確認等

9月 ・FRJ2020オンライン ・メルマガ配信

10月 ・振り返り ・御礼訪問、参加者データ（当該協賛社の範囲に限る）提供

【注記】
※下記の予定は変更になる場合があります。予めご了承ください



ご提出物等について

1. 貴社ロゴマーク…提出期日:お申し込み時
正方形に近いロゴマークがありましたら、そちらの提供をお願いします。

2. 【動画】協賛ピッチトーク（協賛ブース以上のご協賛社様）…提出期日:8月17日(月）15時まで
会期中複数回トップページで放映します。
1分程度の貴社紹介動画
データフォーマット:100MB以下/MOV, MP4, M4V形式

3. 貴社紹介文…提出期日:8月17日(月）15時まで
リンクを除いて150字程度。参加者向けのメルマガに参加者の期待を高めるねらいで掲載

4. 協賛ブース掲載素材…提出期日:8月17日(月）15時まで
本資料の7ページ8ページをご参照ください。
画像と動画併せて10本まで、資料ダウンロード3本、説明文、リンク、担当者情報など
動画のサイズは1本あたり50MBが上限になります。
画像のサイズは縦:190px、横:435px以上で、画素数の高いものでお願いします。

5. 協賛ブースをご自身でカスタマイズする場合の〆切日:8月27日(木）15時まで
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①ライブ配信セッシ
ョン

②オンデマンドセ
ッション

③ダイアログセッション
(協賛メニューには冠ラ
イブセッションと表記）

④ギャザリングセ
ッション

• YouTube Video・
zoom webinarなどに
よるリアルタイム配信

• 事前収録・撮影した
ものをEvent Hub上
で配信

 従来のオープニング・
ゼネラル・クロージン
グの立ち位置のもの

 ハウツーものというよ
りも、より探索的な内
容かつ多様な視点の提
供やチャレンジのハイ
ライト

 Slidoやchatなどによ
り多少の参加者との往
還はあり。

 戦略や体系化したハウ
ツーなど、参加者の
「明日役立つノウハウ
を学びたい」のニーズ
を満たすもの

• Zoom他を使ったオ
ンライン会議フォー
マット

• Zoom他を使ったオン
ライン会議フォーマッ
ト

 より参加者による相互
のアウトプットにより、
学びが促進される特徴
のあるもの

 明確な1つの答えの提
示よりも、多様な意
見・対話をメインにす
るもの

 参加者同士の交流に
より焦点化したもの

 交流を促す目的で、
学びの要素やディス
カッショントピック
スを設けるのも可

 本資料の巻末に記載している過去の大会参加者の傾向や、協会関係者へのヒアリング等結果を加味し、インプットとアウトプット
の機会、学びと交流の機会、具体的な学びと探索的な学び等のバランスを加味し、上記4つの様式としました。

 現状、①ライブ配信を7つ程度、②オンデマンドを15~20程度、③ダイアログセッション30程度、④公認ギャザリングを20程度
（ランチタイム含む）の77セッション関連コンテンツを期間中に想定しています。（変更の可能性有り）

FRJ2020オンライン大会では、以下の4つの様式で、セッションコンテンツの提供を行います。

協賛枠あり 協賛枠あり 協賛枠あり

大会セッションデザインとその背景



9/5(土) 9/6(日) 9/7(月) 9/8(火) 9/9(水) 9/10
(木)

9/11
(金) 9/12(土)

FRJ2020 会期中のスケジュール構成 ライブセッション

クロージング

ダイアログセッション

オンデマンドセッション

オンデマンドセッション

オープニング

ラセ①
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ラセ②

ラセ③ ラセ④

ラセ⑤

ラセ⑥

ラセ⑦

ラセ⑧

ギャザリングセッション

18：00～

16：30～

15：00～

13：00～ 13：00～

14：30～

16：00～

17:30～

12：00～

20:00～

18:30～

※セッション時間は1時間です。
※基本縦に続くセッションの間は30分の休憩が入ります。



留意事項
1．協賛金のお支払いについては、本留意事項をご確認頂き、ご同意頂ける場合には、お申込書を弊協会にて受理した月の翌月末までにお申込み
頂いた協賛プランに相当する協賛金をお申込書記載の振込先まで振込費用ご負担の上、お振込み下さい。

2．貴社の企業名・団体名及びサービス名称、ロゴタイプ、ロゴマーク、ウェブサイトへのリンクを、カンファレンスのウェブサイト（公式サイ
ト）、SNS、チラシ等の広報ツール、プレゼン資料、メルマガ等において掲載いたしますので、許諾をお願します。許諾の期間は特に定めません
ので、将来利用許諾を取り消す際には、お手数ですが弊協会までご通知いただけますようお願いします。

3．カンファレンスにご参加された協賛企業いただいた貴社の関係者、セッションの様子ブース、配布物等の写真および動画を、本年度および次
年度以降のカンファレンスの広報及び実施報告等の目的で、上記ウェブサイト等に掲載させて頂く場合がありますので、予めご了承ください。

4．地震、台風、津波などの自然災害、戦争やテロ、感染症などの発生、その他やむを得ない事由（政府や自治体等からの自粛要請等を含む）、
使用オンラインプラットフォームの不具合などにより、大会開催を中止することがあります。この場合、お支払いいただいた協賛金の返還には原
則として応じられませんが、当会が協賛企業各社と協議のうえ、相当と判断した場合には、代わりとして仕様を変更した代替企画を協賛イベント
として開催することを検討いたします。

5．協賛プランの提示にあたって運営者が説明した当日集客目標数などは、すべて見込みの数字であり、保証の限りではありません。

6．セッション（ランチセッション含む）、ノベルティグッズの提供など、お申込み頂いた協賛プランにつきましては、参加者に事前に告知する
関係上、事前のお申込みどおり実施して頂けますようお願いします。

7． オンラインセッション・ブースにおいては、参加者に貴社のサービス等を自由にご紹介頂けますが、当会の定める「FRJ2020の参加に関する
利用規約」に反する行為、他の協賛企業や登壇者、参加者らを貶める行為、わいせつその他公序良俗に反する行為、その他カンファレンスの円滑
な運営の妨げになる行為はお控えください。万一、このような事実が確認された場合には、オンラインセッション・ブース出展を停止し、退場を
求めることがあります。

8． 当日カンファレンスにご参加来場される協賛社の関係者は、事前のお申込みが必要です。協賛プランに応じたご招待人数を上限に、指定の申
込ページにおける関係者枠（無料）をお申込みください。なお、招待人数を超えるカンファレンスへのご参加については有料となります。

9．カンファレンスの参加者や登壇者らが、協賛社及びそのサービスについて、セッション内で発言し、またはカンファレンス終了後にSNS 等で
発信することがありますが、それらの発言や発信内容について、運営者は一切責任を負い兼ねますので、ご了承ください。

10． 協賛金のお支払い後の協賛の取り下げまたは解約については、原則としてお断りしますが、万一やむをえない事由が生じた場合には、開催
日の２週間前までにご連絡をお願いします。その場合における協賛金の返還の可否及び返還額については、当会または協賛企業の帰責事由の有無
等の諸事情を考慮の上、協議の上決定させていただきます。

11．オンラインプラットフォーム(eventhub)内でのトラブル及び他の参加者とのトラブル等について、運営者として可能な限り注意しますが、
運営者の責めによらない事由により協賛企業に生じた損害については補償出来かねます。ご了承ください。



FRJ2019実績（参加者数）
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10年で4倍の規模に成⾧



FRJ2019実績（参加者属性・地域）

非営利組織からの参加者55%・全国から参加

所属団体
地域

NGO/NPO
23%

一般財団(社

団）法人・

公益(社団）

財団法人

17%
社会福祉法人

11%

行政
4%

任意団体
2%

研究所
1%

学生
0%

その他
9%

空白
13%

東京
40%

関西
8%

中国
7%

東海
7%

九州
6%

東北
5%

非営利
組織
55%

企業
16%

学校法人
４％

神奈川・千葉・
埼玉
14%

茨城・
栃木・
群馬
2%

甲信越
北陸
４％

四国
3%

北海道
3%

その他
1%



FRJ2019実績（ご協賛社数）

20
全34社（うちブース出展数24）

スペシャルパートナー・ゴールド チームGOEN
株式会社ジャックアンドビーンズ
一般社団法人ソーシャルジャパン
株式会社トラストバンク
株式会社ファンドレックス

スペシャルパートナー・シルバー 株式会社Good Morning

協賛パートナー 公益財団法人ベネッセこども基金
gooddo株式会社
ワークスモバイルジャパン株式会社
一般財団法人非営利組織評価センター

リタワークス株式会社
お宝エイド
クリエイターズネクスト
READYFOR株式会社

リネットジャパングループ株式会社
actcoin
英治出版
NPOサポートセンター
CANPANセンター
佐賀県
日本政策金融公庫

リサイクル募金きしゃぽん
（運営:嵯峨野株式会社）

ジービーパートナーズ
Syncable / Brand Pledge
株式会社ソノリテ
ソリマチ株式会社
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社
activo

NPOアマポ-ラオーソ
NPO会計力検定協会
全国レガシーギフト協会

ソフトバンク株式会社
株式会社バリューブックス
シーズ・市民活動を支える制度をつくる会



日本ファンドレイジング協会・法人会員プラン

プラン 会費／年度

FRJ協賛 研修割引 会員への周知
研修での紹介

オンライン
ジャーナル

情報発信

メールマガジン web

1,600名規模の専門職カ
ンファレンス

会員価格（一般価
格の3割引き）摘
要

会員2,000名
研修参加者1,000名

購読者数
2,000名 購読者数5,500

スペシャルパ
ートナー・
ゴールド

100万円
最大70万円までのプ
ラン付

最大10名
※同一イベント

御社紹介リーフ
レットの研修で
の頒布および個
別言及

取材特集記
事1回／年
間

6回／年間 トップペー
ジでのロゴ
掲載

スペシャルパ
ートナー・
シルバー

50万円
最大20万円までのプ
ラン付

最大10名
※同一イベント

御社紹介リーフ
レットの研修で
の頒布

6回／年間 トップペー
ジでのロゴ
掲載

法人賛同会員
(営利法人)

6万円 20万円以上のプラン
の場合、3万円お値引
き

最大5名
※同一イベント

2回／年間

法人賛同会員
(非営利法人)

3万6千円
20万円以上のプラン
の場合、3万円お値引
き

最大3名
※同一イベント

2回／年間



日本ファンドレイジング協会
日本ファンドレイジング協会は、2009年に日本全国47都道府県から580人の発起人の賛同を受け、寄付・社会的投

資が進む社会の実現を目指して設立されました。民間非営利組織のファンドレイジング（資金集め）に関わる人々と、
寄付など社会貢献に関心のある人々のためのNPOとして、認定ファンドレイザー資格制度やファンドレイジング・日本、
子ども向けの社会貢献教育、遺贈寄付の推進、寄付白書の発行などに取り組んでいます。

2010年2月にNPO法人を認証取得、2016年12月に認定NPO法人として認定

組織概要
設立 2009年2月18日
代表理事 鵜尾 雅隆
住所 〒105-0004 東京都港区新橋5-7-12 ひのき屋ビル7F
連絡先 TEL:03-6809-2590 ／ Fax:03-6809-2591
ビジョン 「民から民への資金」10兆円時代の実現へ
スタッフ数 10名（非常勤スタッフ含む）
会員 1,822個人・法人（2019年3月31日現在）

運営会員65名 賛同会員（個人）1,688名 賛同会員（企業・団体）69法人
ファンドレイザー 1,160名（2019年3月31日現在）

認定ファンドレイザー130名 准認定ファンドレイザー1,030名
チャプター 全国7地域拠点（北海道、東北、静岡、東海、関西、中国、九州）および4テーマ（アート、福

祉、大学、国際）におけるファンドレイザー組織ネットワーク

FRJ協賛担当:
大石・小川（知子）frj@jfra.jp


