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平素より一般財団法人クリステル・ヴ
ィ・アンサンブルに多大なるご支援を賜り、
誠にありがとうございます。年末のニュース
レターを通じて、ご支援、ご賛同いただい
ている皆様に深く御礼を申し上げたいと思
います。
今年皆様から応援いただき、Panel
for Life（パネルフォーライフ/命のパネ
ル）を発足できたことは当財団にとって大
きな一歩でした。昨年末から企画・準備
をし、パネル撮影の手配・実施、協力いた
だける保護団体の方との調整、またパネ
ルのデザインから制作、そしてコンセプトム
ービーの企画・制作まで、本当に色々な
準備がありました。5月22日の発表会で
は羽田空港を運営する日本空港ビルデ
ング様のご協力のもと、高円宮承子女王
殿下、イケア・ジャパンのヘレン・フォン・ライ
ス社長、環境省動物愛護管理室の則久
室長（当時）にご参加いただき、トーク
ショーでは保護犬を飼われている別所哲
也さん、保護犬・保護猫を飼われているロ
ーラさんにもサポーターとしてお話しいただ
きました。ボランティアの方にもお手伝いい
ただき、本当に多方面の皆様から支えら
れて当日を迎えることができました。PR面
では、400以上のウェブ記事、約40の新
聞・雑誌、そして3つのテレビ番組が取り
上げてくださり、無事にイベントを終えること
ができました。
Panel for Lifeは、どうしたらより多く
の方に殺処分の現状、そして保護犬・保
護猫の存在を知っていただけるか、そんな
ことを日々考える中でたどり着いたアイデア
です。生き生きとした等身大のパネルを実
際にご覧いただくことで、保護犬・保護猫
の命の尊さを感じ、そしてQRコードを通じ
て彼らの新しい家族になっていただければ
と切に願っております。
Panel for Lifeは、私たちの力だけで
広めることはできないプロジェクトです。日
本全国で皆様がパネルの設置を通じて、
周りの方々に伝え、またそれをSNSなどで
拡散して下さる、そのような一つ一つの行
動が社会を変えると信じています。そして、
この企画を通じて保護犬・保護猫を引き
取った際には、是非お写真や動画にエピ
ソードを添えて私たちに送ってください。皆
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様の温かい気持ちがそのお写真や動画を
通じて、より多くの皆様に伝わるよう、当
財団のSNSやHPでご紹介したいと思って
おります。また、本企画に賛同し、パネル
設置にご協力いただける企業、機関・団
体様もお待ちしております。Panel for
Lifeは今後もより内容を強化して、引き
続き2020年まで日本全国の皆様に、保
護犬・保護猫の認知向上と引き取りの促
進とを併せて知っていただけるプロジェクト
にしていきたいと思っております。
プロジェクトゼロとしては、ウェルカムペッ
トキャンペーンの第2版の作成・配布も行
いました。今回は保護犬・保護猫を知って
いただくだけではなく、どこに行ったら引き取
りをできるのかという疑問にお応えするた
め、全国の保健所・愛護センターの一覧
をまとめました。引き取られた方の体験談
も含めて、より読みやすい冊子になったか
と思います。これまでに公益社団法人動
物病院協会様の会員病院を含めて、8
万部以上を配布し、全国で多くの皆様が
手に取ってくださいました。来年の第3版
（2019年4月発行予定）ではより内容
を充実させ、スポンサー企業様の力もお
借りして、より多くの冊子を配布できるよう
にしたいと思っております。
さて、ご存じの方も多いかと思います
が、平成29年度の殺処分数（年間
43,227頭）が環境省から公表されまし
た。これまでと同様に怪我や病気でやむを
得ない子たちも含まれていますが、猫の殺
処分は今年も多く全体の約8割
（34,865頭）を占めます。またその中に
は21,613頭の幼齢個体が含まれます。
殺処分数は年々減少しておりますが、そ
の一方、自治体や保護団体の方々の負
担も増大しています。当財団においても
頂いた寄付金を、特に猫の問題に注力し
ている6つの自治体（札幌市、群馬県、
川崎市、名古屋市、神戸市、福岡市）
に100万円ずつ、総額600万円を今年
度ふるさと納税として寄付しました。犬猫
の殺処分にご関心をお持ちの方が、ふるさ
と納税をご自身の選択肢の一つとして検
討いただければと思います。また、休止し
ていたフォスターアカデミーのベーシックの
犬・猫コースを再開し、講師の先生方、そ

して保護団体の皆様の協力をいただき、
現場体験を含める形でリニューアルいたし
ました。好評につきキャンセル待ちをいただ
く状況になっておりますが、修了生の方々
が実際に保護活動やボランティアとして活
動されていることを伺い、大変嬉しく思って
おります。
プロジェクトレッドでは、今年も皆様から
ご購入いただいた昨年のアクセサリーの売
上寄付金（総額1,369,000円）を、
保護された野生のボルネオゾウの仔ゾウの
ミルク代として、ボルネオ保全トラスト・ジャ
パンさんへ贈呈いたしました。また今年9
月に新作のブレスレットも発売し、ボルネオ
の動物たちの生活圏を広げるための熱帯
雨林再生活動費に充てる予定です。こち
らはより手ごろなお値段で保護活動に参
加いただけるようにいたしました。是非ウェ
ブで「クリステル財団 伊勢丹」と検索して
みてください。
毎年この時期になると、希少猛禽類
であるオオワシ、オジロワシたちが狩猟によ
って撃たれたエゾシカの体内に残る鉛弾の
破片を食べてしまうことで鉛中毒を発症
し、死亡している現状をご存じでしょうか。
北海道では2004年から鳥獣の捕獲等に
おける鉛弾の使用禁止、また2014年に
は所持禁止となっていますが、全国ではま
だ禁止となっておりません。是非この機会
に当財団HPのトップのバナー右上の「署
名活動CHANGE」から、皆様の声を届け
ていただければと思っております。
2020年まで残すところ1年、課題は
多いですが、皆様からのより一層のご支援
を受けて活動を続けて参ります。本当に
皆様が動物を取り巻く問題を知ってくださ
ること、そしてそれを周りの方々に伝えてく
ださること、そして行動に移していただくこ
と、その一つ一つが社会を変える大きな一
歩になると信じています。
今後とも皆様の温かいご支援、ご賛
同をよろしくお願い申し上げます。

代表理事

2018年に新たにご協力いただいた法人様（敬称略）

株式会社ギフトライフ

アガタジャポン株式会社

新しい結婚式引き出物のカタチとして「ウェブカタログギフト」を
展開。カタログから選び受け取る商品・サービスの中に、財団
への寄付を組み込んでいただきました。

日本上陸30周年と「スコッティ」コレクション発売30周年のダブ
ルアニバーサリーを記念し、財団とのコラボレーションアクセサリ
ーを販売し、売り上げの一部を財団に協賛いただきました。

株式会社ブギ

BOUQUET BOUQUET

古本の買取金額を指定した団体に寄付できる仕組みを構築
され、寄付先に財団を追加していただきました。

プリザーブドフラワーを使ったフラワーアレンジメントで、売上金の
一部が財団に寄付される商品を制作いただきました。

継続してご協賛いただいている法人様（敬称略）

株式会社三越伊勢丹ホールディングス

豊島株式会社

財団設立当初より、伊勢丹オンラインストアにて、財団オリジ
ナルアクセサリーなどの販売および売上の一部を寄付いただい
ております。

財団オリジナルアパレル商品の制作やオーガニックコットンブラン
ド“オーガビッツ”に賛同するアパレルブランドとコラボレーションし
て、財団への支援を広げていただいています。

共立製薬株式会社

Oakキャピタル株式会社

財団唯一の印刷媒体であるウェルカムペットキャンペーンのスポ
ンサーとして、年間8万部以上発行の冊子の作成と配布を支
えていただいております。

財団の理念に賛同していただき、収益の一部を財団の運営・
活動に対するご支援としていただいています。

継続してご寄付をいただいている法人様（敬称略）

株式会社ミツウロコグループホールディングス

株式会社レナウン

株式会社ジョア

2017年より、ミツウロコグループで運営す
るショップ、カフェテリアおよびレストランにお
いて募金活動を行っていただいています。

カジュアルブランド「エレメントオブシンプル
ライフ」該当商品1枚を購入につき、100
円を財団に寄付していただいています。

「アンサンブルプロジェクト」のラベルがつい
たしごと服1着の購入につき、100円を
財団に寄付していただいています。

カメヤマ株式会社

株式会社花やの六さん

株式会社タニタ
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2018年1月～6月 活動報告
1月

4 日（木) 第1回Panel for Life用写真撮影のため、保護団体を訪問しました

19 日（金) 上尾市立東中学校の生徒の皆さんが校外学習として財団を訪問しました
2月

10 日（土) フォスターアカデミー セミナー第23回「みんなが出来る地域猫活動」を開催しました

3月

10 日（土) フォスターアカデミー セミナー第24回「動物画家がつなぐ思い～自然保全と動物保護～」 を
開催しました
13 日（火) ボルネオ通信 第1弾「パーム油とは？」を配信しました
24 日（土) 大丸神戸店において代表理事の滝川クリステルが登壇し、チャリティ販売も実施しました

31 日（土) 猛禽類医学研究所より2017年度ドクターカー緊急出動実績報告をいただきました
4月

13 日（金) 第2回Panel for Life用写真撮影のため、保護団体を訪問しました
14 日（土) フォスターアカデミー セミナー第25回「動物シェルターの役割と現状」を開催しました
17 日（火) ボルネオ保全トラスト・ジャパンに1,369,000円を寄付しました
20 日（金) ボルネオ通信 第2弾「パーム油の特徴」を配信しました
26 日（木) カタログギフトで当財団への寄付が選べるようになりました
26 日（木) 愛知教育大学附属岡崎中学校の生徒の皆さんが財団を訪問しました

5月

1 日（火) WELCOME PET CAMPAIGNの冊子が新しくなりました
19 日（土) 猛禽類医学研究所を支援する特別商品の制作・販売を支援しました。株式会社浮力さんが
企画・制作された、猛禽類医学研究所の新コラボグッズが渋谷東急ハンズにて販売されました
22 日（火) 新企画「Panel for Life（パネルフォーライフ/命のパネル）」が始動。羽田空港での 発
表会およびトークショーを開催しました

6月

9 日（土) フォスターアカデミー セミナー第26回「アニマル・ウェルフェア」を開催しました
30 日（土) フォスターアカデミー セミナー第27回「動物愛護管理法」を開催しました
30 日（土) 自治体に総額600万円をふるさと納税として寄付しました

当財団は多くのプロフェッショナルに支えていただいています！！
株式会社daicon

中山ダイスケ氏が代表を務めるアイデアとデ
ザインのスタジオ。全ての財団ロゴ、フォスタ
ーアカデミー、ウェルカムペットキャンペーン、ア
ニマル・ウェルフェア サミット、Panel for Life
など、財団に関わるデザインおよびアートディ
レクションをされています。
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株式会社FANTASTIC MAN TOKYO

伝統的な技法を用いつつ、どのようなスタイ
ルにも合わせることができ、身につけた人の
個性を引き出す洗練されたものづくりを追求
しているジュエリーブランド。財団とのコラボレ
ーション商品もデザイナーの方が手作業で制
作をされています。

R Jewels Japan株式会社

日本で初めてフェアマインド認証ゴールドラベ
ルの使用許可を取得したジュエリーブランド。
持続可能な素材を用いたアクセサリーを制
作されています。財団とのコラボレーション商
品も18KYGやSVを使い、手作業で制作を
されています。

2018年1月～6月 活動報告の詳細
2018年度ドクターカー緊急出動実績報告
2016年6月に当財団から猛禽類医学研究所に寄贈したドクター
カー。移動中に傷ついた猛禽類の治療が可能になりました。

ドクターカー内での治療の様子（提供：猛禽類医学研究所）

2018年4月～11月末までに、17回出動。オオワシ、オジロワシ、
シマフクロウ、ハヤブサ、タンチョウ、ウトウ計12羽の収容およびシ
マフクロウのちびによる環境教育活動2回に活用されました。

放鳥の様子（提供：猛禽類医学研究所）

認定NPO法人ボルネオ保全トラスト・ジャパンに1,369,000円を寄付！
ボルネオプロジェクトの売上金1,369,000円をボルネオ保全トラ
スト・ジャパン（BCTJ）に寄付しました。

（R Jewels Japan星まり代表取締役、滝川、BCTJ青木崇史理事兼事務局長）

寄付金は、親が害獣として殺されてしまうなどで群れと逸れ、
保護された仔ゾウのミルク代として使われました。

毒殺された母親をゆり起こそうとする仔ゾウ（提供：ボルネオ保全トラスト・ジャパン）

Panel for Life(パネルフォーライフ/命のパネル)の発表会・トークショー開催！
代表理事の滝川が本企画を説明。「日本全国に、保護犬・
保護猫たちの存在を知って欲しい」と語りました。

5月22日当日、羽田空港第1ターミナルには、各界のゲスト
やサポーターの方にもお集まりいただきました。

（環境省自然環境局総務課動物愛護管理室 則久雅司室長、ローラさん、滝川、
別所哲也さん、イケア・ジャパン株式会社ヘレン・フォン・ライス社長）

全国の6つの自治体に総額600万円をふるさと納税として寄付！
特に猫の問題に注力していると昨年末に判断した6つの自治体に
100万円ずつ、総額600万円を寄付しました。

• 北海道札幌市
「さっぽろほごねこプロジェクト」
• 群馬県「ぐんまの動物愛護推進」
• 神奈川県川崎市
「動物愛護センターの動物への支援」
• 愛知県名古屋市
「目指せ殺処分ゼロ！犬猫サポート寄付金」
• 兵庫県神戸市「ふるさと納税で猫を幸せに」
• 福岡県福岡市「動物愛護事業」

群馬県動物愛護センターを訪問し、群馬県の反町敦副知事か
ら感謝状をいただきました。

（滝川、群馬県 反町副知事）
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2018年7月～12月 活動報告
7月

6 日（金) 代表理事の滝川が群馬県動物愛護センターを訪問し、群馬県の反町敦副知事 から感謝状
をいただきました
20 日（金) Panel for Lifeについて、前環境副大臣の関芳弘衆議院議員にお時間をいただき、殺処分
の現状、および財団の活動について代表理事の滝川と事務局スタッフがディスカッションいたしました
22 日（日) フォスターアカデミーセミナーを三越伊勢丹の社員の方向けに開催しました
29日（日）ホテルオークラ東京様の『第24回 秘蔵の名品アートコレクション展 動物たちの息吹』とタイアッ
プし、パネル設置並びにPanel for Life支援特別宿泊プランを期間限定で実施し、代表理事の滝川がゲス
トとして参加しました

8月

8 日（水) 第3回Panel for Life用写真撮影のため、保護団体を訪問しました
31 日（金) 「本棚お助け隊」の古本チャリティ募金支援先に当財団が加わり、古本の売却を通じてご寄付
いただけるようになりました

9月

1 日（土) フォスターアカデミー セミナー第29回「殺処分対象となった犬を保護し、譲渡するために」を開催し
ました

1 日（土) AGATHA PARIS「チャリティスコッティ」とのコラボレーション商品で、売り上げの一部が当財団へ
寄付されるチャリティアクセサリーが期間限定（2018年12月28日まで）で発売されました
19 日（水) 生物多様性の宝庫『ボルネオ島』に生きる動物を守るプロジェクト【ボルネオ・プロジェクト】
の新商品が発売されました
10月 13 日（土) フォスターアカデミー全6回の連続講座「ベーシックプログラム」コースを再開しました
27 日（土) フォスターアカデミー セミナー第30回セミナー「動物虐待の実態と私たちに出来ること」を開催し
ました
29 日（月) 東北芸術工科大学の中山ダイスケ学長による、全学公開トークシリーズ「学長ラウンジ」の
第一回目のゲストとして代表理事の滝川が登壇しました
11月 1 日（木）狩猟における鉛弾の全国での使用禁止に対する署名6万人突破！！
30 日（金) ボルネオ通信 第3弾「アブラヤシの果実がパーム油になるまで」を配信しました
12月 5日（水）代表理事の滝川がSalesforce World Tour Tokyoにてトークセッションに出演しました。財団
はブースを設置し、来場された多くの企業の方々にPanel for Lifeへの協力を呼びかけました

多くのメディアにPanel for Lifeを取り上げていただきました！！
【TV】 ゴゴスマ～GOGO!Smile!～、プライムニュースイブニング、めざましテレビ
【新聞】 朝日新聞、産経新聞、スポーツニッポン、新報スポニチ、日刊スポーツ、スポーツ報知、東京中日スポーツ、サンケイスポーツ、道新ス
ポーツ、デイリースポーツ、西日本スポーツ、山形新聞、北日本新聞、福井新聞、日刊県民福井、千葉日報、山口新聞、南海日
日新聞
【雑誌】 VOGUE、GOETHE、日経MJ、婦人公論、GQ、alterna、Domani、家庭画報、MonoMax、25ans、Oggi、婦人画報、
ELLE、Precious、いぬのきもち、猫びより
【WEB】 GREEニュース、TheNews、アメーバニュースインフォシークニュース、ウーマンエキサイトニュース、にこにこニュース、ママスタジアム、ラ
イブドアニュース、読めるモ、mixiニュース、NEWS CAFÉ、グノシー、モデルプレス、@niftyニュース、auニュース、BIGLOBEニュー
ス、CROOZ blog GRPニュース、dメニュー、GENICWEB、gooニュース、RBB TODAY、楽天woman、日テレNEWS24、
MSN動画、Mobageニュース、マイナビニュース、オリコン（他多数）
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2018年7月～12月 活動報告の詳細
フォスターアカデミーセミナーを三越伊勢丹グループ労働組合様向けに初開催！
動物画家の岡田宗徳先生によるお絵描き教室。今回は
お子さんと一緒に参加いただけるセミナーを企画しました。

（講師：動物画家岡田宗徳先生）

日本聴導犬協会様による聴導犬・介助犬のお話とデモン
ストレーションをしていただきました。

（講師：日本聴導犬協会様）

【ボルネオ・プロジェクト】の新商品が発売されました！
新商品の売り上げは、荒廃した土地を元の森林に戻す為
の植林活動に寄付されます。

ブレスレットの購入が、ボルネオの動物たちの生活圏を
広げる熱帯雨林再生活動の糧となります。

（提供：ボルネオ保全トラスト・ジャパン）

東北芸術工科大学の全学公開トークシリーズ「学長ラウンジ」で登壇！
なぜ生態系を守る必要があるのか、保護犬猫達のために
できる行動は何か、学生に問いかけながらお話をしました。

（滝川、東北芸術工科大学 中山ダイスケ学長）

滝川は「活動への携わり方は様々なので、皆さんがこの先歩
んでいく中で参考にしていただきたい」と想いを語りました。

（東北芸術工科大学 中山ダイスケ学長と学生の皆さん）

狩猟における鉛弾の全国での使用禁止に対する署名6万人突破！！
鉛弾が無毒の銅弾への移行されるよう、あと4万人の方
の署名をお待ちしています！！

ご署名・滝川クリステルからのメッセージ閲覧は下記QR
コード、もしくはクリステル財団HPから！！
クリステル財団HP/QRコード
から、すぐにオンラインでご

署名いただけます！
名前、メールアドレスをご入力
の上、赤い賛同ボタンを押し
てください。

エゾシカの狩猟残骸を食べるオオワシ（提供：猛禽類医学研究所）
エゾシカの中に鉛弾の破片が残っていると、それを一緒に口にし、鉛中毒に陥ります。
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Panel for Life（パネルフォーライフ～命のパネル～）が始動！！
【Panel for Lifeとは】
保護犬猫の等身大パネルを様々な場所に設置し、保護犬猫を引き取る選
択肢を広めると同時に、パネルに付いているQRコードを通じて保護犬猫の
情報を提供し、引き取る機会を増やすプロジェクトです。
当財団は、Panel for Lifeプロジェクトを通して、より多くの人に保護犬・保
護猫について正しく知ってもらい、引き取るという選択肢が一般的になっていく
ことを目指しています。
「パネルフォーライフ」または「命のパネル」で検索し、専用HPにアクセス！

自立式の等身大の犬猫パネル（厚さ約7mm）に帽子型のメッセージボード（厚さ約3mm）を貼り付け、
店舗等に設置します。帽子のQRコードにアクセスすると、専用モバイルサイトにおいて、パネルの保護犬猫（登
録されている場合のみ）および、「ペットのおうち」に登録されている複数の保護犬猫が表示されます。より興味
をお持ちの方は専用モバイルサイトから、表示されている犬猫の詳細情報にアクセスし、保護団体とやり取りして
いただき、譲渡条件が合えば保護犬・猫を迎え入れていただくことになります。

ニュースレターをお読みいただいている皆様からのご協力をお願いします！
保護犬・保護猫を引き取られた方のエピソードや、動画や写
真を募集しております。
インスタグラム#panelforlife にてご投稿、もしくは下記メ
ールアドレスまでご連絡ください。頂いた動画・写真は、当財団
のSNS等でご紹介させていただく場合もございます。
@panelforlife

本企画に賛同し、パネル設置にご協力いただける企業、機関・
団体様をお待ちしております！
ご賛同・ご協力いただける場合は、担当者のお名前、貴社名、ご
連絡先、を明記の上、メールタイトルに【Panel for Life賛同希
望】と入力し、下記アドレスまでご連絡ください！
info@christelfoundation.org
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パネルの展示にご協力いただいた法人様（抜粋）

イケア・ジャパン様

ホテルオークラ東京様

富士山世界遺産センター様

羽田空港第1ターミナル
（日本空港ビルデング様）

渋谷マークシティ
（渋谷区観光協会様）

親子ふれあい動物フェスタ
（大分県主催）

テラスモール湘南様

鈴木自動車様
(メルセデス・ベンツ正規ディーラー）

Social Innovation Week
Shibuya

イオンモール大垣様

ステラマッカートニージャパン様

AGATHA JAPON様

滝川クリステルより皆さまへのメッセージ
2020年に東京でオリンピック・パラリンピックが開催されます。日本が世界から注
目される中、日本における犬猫を取り巻く課題はまだまだ解決していません。日本に
おける犬猫の殺処分は年間約4万3千頭、一日約120頭にのぼります。
私は2020年までに、この問題をどうしても解決したい、より多くの人に知ってもらい
たい、この現状を変えたいと思い、2014年に一般財団法人クリステル・ヴィ・アンサ
ンブルを立ち上げました。
そして2020年まで残り僅かとなる中、新企画「Panel for Life（命のパネル）」
を立ち上げ、等身大の犬猫パネルを様々な場所に設置することにより、より多くの方
に保護犬・保護猫の存在を知っていただき、新しい家族に迎え入れる機会を提案
することになりました。これは、多くの方々、そして企業の方々の協力がないと、広ま
っていきません。是非、皆さんの力を貸していただければと思います。
私の好きなフランスの哲学者でアランという方がいます。この方の『運命は不変で
はない。指をパチンと鳴らした瞬間にも、新しい世界が生まれているのだ』という言
葉があります。
私も指をパチンと鳴らした瞬間に、保護犬・保護猫たちの運命は不変ではなく、
私たち人間の力で変えられる、そういう力があることをこのパネルを通していけるよう
な、そんなムーブメントを起こしていきたいと思っています。
皆様からの温かいご支援、ご賛同、心よりお待ちしております。
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フォスターアカデミー

～動物ボランティアはじめませんか～

保護された犬や猫を自宅で一時的に預かるボランティア『フォスター』が増えることは、
殺処分される運命にあった犬猫の居場所（受け皿）の増加と直結すると同時に、
シェルターなどでの群管理に比べて保護動物に対して手厚いケアが可能になるため、
保護犬・保護猫の「アニマル・ウェルフェア」を向上させることにも繋がります。
2015年7月の講座開始から参加者の延べ人数は1200名以上！
受講受付中の講座の詳細は www.fosternet.org にアクセス、
または、「フォスターアカデミー」で検索してください！
大好評につきキャンセル待ちに！
連続講座「ベーシックプログラム」

公開講座「セミナー」を年間9回開催、 2019年も即戦力養成講座など、
400名以上が参加しました
様々な講座を開催します！

2018年10月からの3ヶ月で犬コー
ス・猫コース合わせて43名が全6回
のベーシックプログラムを受講しまし
た。今後のフォスター、動物ボランテ
ィアとしての活躍が期待されます。

各分野の専門家を講師に招き、動
物愛護法改正やアニマル・ウェルフェ
ア、保護団体の活動紹介など様々
なテーマを、じっくり２時間かけて講
演頂きました。2019年は地方開催
も計画中です。

2月：保護猫プラクティスコース（全
2回）、セミナー第31回
3月：ベーシックプログラム 犬コース
10期、セミナー第32回
4月：ベーシックプログラム 猫コース
6期（予定）

WELCOME PET CAMPAIGN ～「引き取って」出会う、あたらしい家族～
「保護犬・保護猫を引き取る」という選択肢を、もっと多くの人々に知って欲しいという想いで2015年からWELCOME
PET CAMPAIGN（ウェルカムペットキャンペーン）に取り組んでいます。 この輪に加わってくださる企業、団体、個人の
皆様にご協力いただき、啓発の冊子を作成、配布しています。 より多くの人々の手にこの冊子を届けるために、2019年
も皆様のお力をお貸しください！

2018年5月より配布を開始した現在の冊子は、皆様にご協力いただき8万部
以上を配布することができました。

「親子どうぶつふれあい教室」
主催：NPO法人 CANBE 子どもの
ための動物と自然の絆教育研究会

WELCOME PET CAMPAIGN プロジェクトパートナー
公益社団法人日本動物病院協会
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田中動物病院（東京都東久留米市）
飼い主さんが亡くなり保護された
高齢猫「にゃん」ばあちゃんと

2019年春 内容をより充実させ
た第3版の制作を予定しています。
新冊子の配布にご協力いただける方
は、事務局までご連絡をお願い致しま
す。

寄付付き商品を買って財団を支援する
クリステル・ヴィ・アンサンブル×R ethical（ボルネオプロジェクト）
制作経費を除いたすべての売上は、ボルネオ保全トラストジャパンを通じて、ボルネオでの生態系保全・動物保護に活用さ
れます！「クリステル財団 伊勢丹」で検索、もしくはクリステル財団HPトップページ中段の「Charity goodsチャリティーグッ
ズ」からお好みのアクセサリーをお選びください！

オランウータン・ジュエリ
ーネックレス

エレファント・ジュエリー
ネックレス

オランウータン・ジュエリ
ーネックレス

オランウータンネックレ
ス

エレファント・ジュエリー
ピアス

新作ブレスレット（ゾウ、サイチョウ、
オランウータン、木）

K18YG、アコヤパール
58,320円（税込）

K18YG、アコヤパール
49,680円（税込）

K18YG、アコヤパール
58,320円（税込）

K18YG
38,880円（税込）

K18YG、淡水パール
キャッチ部分：貝パール
(人工真珠)
51,840円（税込）

SV
8,424円（税込）

エレメントオブシンプルライフ
株式会社レナウン様は、財
団の理念に賛同し、カジュア
ルブランド「エレメントオブシン
プルライフ」該当商品1枚を
購入につき、100円を財団に
寄付しています。写真のタグ
がついている商品が目印にな
ります。
販売場所：エレメントオブシン
プルライフの各店舗等、オンラ
インショップ

ペット供養「ペットト」

petit rose（プティローズ）
「目に見えない大切なこと」
を考えるきっかけを与えてくれ
た「星の王子様」（フランス
語原題「Le petit prince」
）に登場する薔薇をイメージ
してネーミングされた「petit
rose（プティローズ）」。
1個につき250円が財団に
寄付されます。
販売場所：花やの六さんHP
http://www.hanaya-63.co.jp/

ワンコとお散歩活動量計

カメヤマ株式会社様は、日本初ス
マートフォンでできるペット供養『ペッ
トト』を販売。売上の一部が当財団
に寄付になります。
スマートフォンを立てかけて想い出
の写真を表示させたり、モーションポ
ートレート機能で写真を動かしたり、
ペットと「おはなし」や「おいのり」がで
きます。

株式会社タニタヘルスリンク様は、ワ
ンちゃんのイラストが描かれた活動量
計「ワンコとお散歩活動量計」を発売
しています。愛犬とお散歩しながら、
自身の健康づくりをサポートします。
財団への寄付金への換算は1日
8000歩あたり5円（寄付の対象期
間は「からだカルテ」の会員登録から
40日間）です。

カメヤマキャンドルハウス直営通販ショ
ップ他

販売場所：タニタオンラインショップ

ウェブカタログギフト

プリミエール エトワール&モナミ

株式会社ギフトライフ様が提供
するカタログギフトで、当財団への
ご寄付をお選びいただけます。
結婚式の引き出物などで最近よく
目にする冊子タイプではなく、カー
ドタイプなので、式のあともかさばら
ずスマートです。結婚式引出物は
もちろん、内祝いのお返しにもぴっ
たりのギフトです。

フランス語で「一番星」という意味
を込めたプルミエールエトワール、
「友」を表すmon ami。プリザーブ
ドローズを使ったオリジナルアレンジ
です。蓋を開けずにアレンジメントが
見え、埃やお手入れが気になる方
にとって嬉しいデザインです。蓋を開
けても飾れるので場所や用途によっ
て使い分けが可能な商品です。

提携先：ホテルオークラ東京、シャ
ングリ・ラ ホテル東京など

販売場所：
bouquet bouquet HP
https://www.b-hana.com/
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個人として財団を支援する
【買って応援！】財団オリジナルグッズ
制作経費を除いた売上は、財団の活動、運営のために大切に活用させていただきます。
「クリステル財団 伊勢丹」で検索、もしくはクリステル財団HPトップページ中段の「Charity goodsチャリティーグッズ」から
お好みのアクセサリーをお選びください！ご自身への今年1年のご褒美、ご家族、恋人、友人へのプレゼントにも是非！
「Vie Ensemble」（共に生きる、一緒
の命）が刻印されたネックレス。滝川が動
物を想いデザインした一番最初のアクセサ
リーです。チェーンは長めで、モチーフにはド
ッグタグがデザインされています。
メンズはチェーンが太めに。

個性を輝かせるシンプルなデザイン。シルバ
ーに刻印されたメッセージは８種類。日常
生活で忘れてしまいがちな愛情や優しさの
心を思い出させてくれる言葉を滝川が選び
ました。日々のお守りに。
SV(ゴールドプレート) 15,984円（税込）
SV 13,824円（税込）

SV 18,360円（税込）

ゴールドのネックレスに刻印されたメッセー
ジ”mercy”は、英語で慈愛。フランス語
で一文字変えると“Merci”(ありがとう)”に。
二つの意味が込められています。

とっても使いやすくてかわいい財団オリジナ
ルLINEスタンプ。売上分はすべて財団に
寄附されます！インスタグラムで注目を集
めているPantoviscoさんに制作していた
だきました。スタンプショップで「クリステル」
で検索！

K18 38,880円（税込）

【寄付して応援！】個人として財団に寄付する
皆様からの継続的な支援が大きな支えです！

プロジェクトサポーター＜継続寄付会員＞

＜単回寄付＞

継続的にご支援くださるプロジェクトサポーター様を募集して
います！始めに金額をご指定いただき、毎月同額をクレジッ
トカード引き落としにてご寄付いただけます。
財団ホームページ上部「財団への支援」 よりアクセスしてく
ださい。

一回単発で、クレジットカード、もしくは銀行振込にてご寄
付いただけます。任意の金額をご指定いただけます。皆様か
らのご支援をお待ちしております。
財団ホームページ上部「財団への支援」 よりアクセスしてく
ださい。

古本チャリティ募金
Tポイント１円から承っております。使われていないTポイント
のご活用、また毎月100円からの継続寄付も可能です！
財団ホームページ上部「ネット募金」 よりアクセスしてくださ
い。

書籍、ＣＤやＤＶＤを「本棚お助け隊」にお売りいただくと、
その買取金額を当財団へご寄付いただけます。お売りいただ
いたお品物の査定額の1０％分を上乗せされた金額（本
棚お助け隊の協力お礼金）が、財団に寄付されます。年
末の大掃除のタイミングに是非！
「古本チャリティ募金」で検索！！

企業として財団を支援する
法人寄付、Webやソーシャルメディアでの共同キャンペーン、寄付付き商品の制作等、さまざまな支援方法で支
援できます。現在進行中のプロジェクトをご支援いただけるスポンサーも募集しております！！
財団ホームページ「財団への支援」からお問い合わせ情報をご記入ください！

クリステル・ヴィ・アンサンブルのHP・SNSから、最新情報をチェック！

【お問い合わせ】
@christelfoundation

クリステル財団

検索

@ChristelFNDTN
〒１０７ー００６２
東京都港区南青山２－２９－９ ６０８

@christelvieensemblefoundation
@panelforlife

電話/FAX：０３－３４０８－６７０７
メール：info@christelfoundation.org

