ニュースリリース
2008 年度エイボンピンクリボン基金、10,356,416 円に。

「2009 エイボン ピンクリボン サポート」の募集を 4 月 13 日より開始
2009 年 4 月
エイボン・プロダクツ株式会社（東京都新宿区／代表取締役社長：テレンス・ムアヘッド）は、4 月 13 日、寄付
金付ピンクリボン製品などの販売によって集まった 2008 年度の「乳がんにさよなら」キャンペーンの基金が
10,356,416 円となったことを発表しました。同基金は全国各地で乳がん早期発見のために活躍している個人･団体
の活動を資金助成する「2009 エイボン ピンクリボン サポート」に役立てられます。この度、
「2009 エイボン ピン
クリボン サポート」の募集を 4 月 13 日より開始いたします。
エイボンは「乳がんにさよなら」キャンペーンを 2002 年 9 月に開始、様々な乳がん啓発イベントを開催／協賛す
るとともに、キャンペーンのために特別企画した寄付金付ピンクリボン製品の販売によって、2008 年末までに累計
総額 2 億 1 千万円を超える基金を集め、乳がん早期発見の啓発に役立ててきました。
2008 年は、カタログを通して寄付金付きピンクリボン製品を販売するほか、
「エイボン ピンクリボン コネクシ
ョン ツアー」を実施。日本 4 箇所のピンクリボン活動を有機的に繋いで各団体の情報と交流の促進を図るなど、積
極的に全国各地のピンクリボン活動を支援し、女性たちに乳がんの早期発見と「乳がんにさよなら」キャンペーン
への協力を訴えかけました｡
「エイボン ピンクリボン サポート」は、
「がん対策推進基本計画-がん検診受診率を 5 年以内 50％の達成」を受け、
全国各地で乳がん早期発見啓発の活動を積極的に行っている個人またはグループにご応募いただき、特に具体的
に乳がん検診率向上、または乳がん患者とその家族のサポートに役立てていただくものです。助成団体、及び個人
はエイボン女性文化センター顧問委員による審査により決定されます。応募締切りは 5 月 29 日、発表は 8 月下旬を
予定しています。募集概要はこちらをご参照ください。
エイボンの「乳がんにさよなら」キャンペーンは 1993 年に米国、英国などで始まり、現在約 50 カ国で展開中です。
活動開始から今までに全世界のエイボンが集めた寄付金総額は 5 億ドルを超え、1 企業が創設した乳がん基金とし
ては世界最大規模となっています。
＜エイボンについて＞
エイボンは世界をリードする化粧品および美容関連製品のダイレクトセリングの会社です。100 カ国以上の国々で製品を販売し、年間総売上は 99
億ドル（2007 年度）に達します。1886 年の創業以来 121 年にわたって、「女性のための会社（the company for women）」であることを企業理念とし、ニュ
ーヨーク州にある最先端のグローバル研究開発センターで開発される高品質の製品や、いつでも返品･交換ができる完全保証制度『エイボン ギャラン
ティ』などお客様のための充実したサービスで、女性のよりよい生活をサポートしています。また 29 年にわたって優れた功績を挙げている女性を表彰し
続けている「エイボン アワーズ･トゥ･ウィメン」や、「乳がんにさよなら」キャンペーンなど、女性のための社会貢献プログラムも実施しています。 エイボン
は、1989 年に業界に先駆けて「動物実験全面廃止」を宣言し、また資源保護の観点からも、製品には動物由来の成分は極力使わないように努めてい
ます。
＜この件に関するお問合せ先＞
エイボン・プロダクツ株式会社 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部門 岩城昌子
〒163-1430 東京都新宿区西新宿 3-20-2
TEL：03-5353-9391 FAX：03-5353-9056
E – mail : masako.iwaki@avon.com

●掲載用電話番号：0120-511-206
●掲載用ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ:http://www.avon.co.jp

エイボン「乳がんにさよなら」キャンペーンについて
目的：

乳がん早期発見･早期診断･早期治療の啓発(ピンクリボン活動)およびそのための基金集め

基金集めの方法：

キャンペーンのために特別に企画したピンクリボン製品を販売し､売上の一部を乳がん
啓発のための基金とする

主なピンクリボン製品：
① エイボン カラー リッチ リップスティック（ピンクリボン）

価格： 670 円（税込）

②エイボン ピンクリボン ピン

価格： 525 円（税込）

③ エイボン ピンクリボン パピィ

価格： 525 円（税込）

＊1 個につき 70 円を乳がん早期発見の啓発活動を支援する寄付金に活用
売上げによる基金：
2007年

10,017,120 円

2008年

10,356,416 円

活動開始からの総額（2002 年～2008 年）

217,574,777 円

2007 年度ピンクリボン基金の使途：
「2007 エイボン ピンクリボン サポート」

10,017,120 円

エイボンの主な活動(2008 年)：


ピンクリボン製品の販売
2007 年に引き続き、ピンクリボン製品の販売を通して基金を募ると同時に、エイボンカタログにより、乳がん
の早期発見と「乳がんにさよなら」キャンペーンへの協力を呼びかける。



エイボン ピンクリボン コネクション ツアーの実施。
全国各地のピンクリボンイベントにそれぞれの代表者を派遣し、相互の活動の交流を図るというプログラム
を実施。2008 年の参加団体は以下のとおり。

・
・
・
・

5 月 11 日 つくばﾋﾟﾝｸﾘﾎﾞﾝﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ(主催：（NPO）つくばﾋﾟﾝｸﾘﾎﾞﾝの会)
10 月 5 日 ピンクリボン大阪（主催：（NPO）ﾋﾟﾝｸﾘﾎﾞﾝ大阪実行委員会）
10 月 5 日 ﾋﾟﾝｸﾘﾎﾞﾝ in Kagoshima（主催：（NPO）ﾋﾟﾝｸﾘﾎﾞﾝかごしま）
10 月 12 日 やまがたﾋﾟﾝｸﾘﾎﾞﾝﾌｪｽﾀ 2007（主催：やまがたﾋﾟﾝｸﾘﾎﾞﾝ実行委員会）

・


6 月 9 日、ハリウッドを代表する女優であるリース・ウィザースプーンが、日本の乳がん患者と壷中庵（東京都港
区）で茶会。日本からは(財)日本対がん協会 稲葉守氏、NPO 法人 J.POSH 事務局長 松田壽美子氏、乳が
ん経験者の八木淳子氏（茨城県つくば市）、亀田陽子氏（宮城県仙台市）、中村ますみ氏（奈良県奈良市）が
出席し、交流を図る。

 乳がん国際会議（Breast Cancer Global Congress）
米国務省と、エイボン財団の共催により、40 カ国を超える世界各地から、各国を代表する乳がん研究者、
医師、患者団体のリーダー、ジャーナリスト、健康管理政策に関わる決定権者が招聘され、世界で増え続
けていく乳がんに対する解決策を打ち出し、各国での活動をサポートすることを確認。

以上

＜添付資料＞

エイボン ピンクリボン サポート概要
1． 基金総額
総額 10,356,416 円
2． 目

的

乳がんの受診率向上に具体的に役立つ、あるいは乳がん患者とその家族を支援する活動を行う日本国内の
個人またはグループの活動をサポートする
3． 応募資格
乳がんに関わる活動を行う個人またはグループで営利を目的とする団体でないこと。
4． 応募方法
葉書・ファクス・メールで、住所･氏名･電話番号･グループの場合はグループ名を明記の上、
下記に申請用紙を請求（またはこちらよりダウンロードいただけます）。
送付された用紙に必要事項を記入の上資料を添付して送付。
5． 用紙請求／送付先およびこのプログラムに関するお問合せ
〒104-0045

東京都中央区築地 2-7-12

15 山京ビル 6 階

｢エイボン ピンクリボン サポート｣係
電話 03-3546-8020（電話によるお問合せは、月～金曜日の午前 10 時～午後 5 時）
ファクス 03-3549-1685 : メールアドレス info@av-sc.jp
6． 応募締切
2008 年 5 月 29 日（金）（当日必着）
7． 選考方法
エイボン女性文化センター顧問委員による書類選考
８．選考の視点
１）基金を活用した活動が、具体的に乳がん検診受診率向上に役立つ、あるいは乳がん患者や家族の支援
に役立つもの。
２）乳がんに関わる活動を行っている個人またはグループに限る。
３）活動の規模の大小は問わないが、実質的な活動を行っていること。
４）今後も引き続き活動が見込める個人またはグループであること。
＊以下のグループは今回のサポートの対象にはなりません。
１）株式会社、有限会社など営利を目的とする法人
＊以下の事業はサポートの対象になりません。
１）政治的な普及活動として行われるもの
２）宗教的活動として行われるもの
３）その他等サポートの趣旨に合致しないと思われるもの
9． 発表
2008 年 8 月下旬（予定）
以上

