
はじめに

　本資料は、2021年３月現在、英国のヴィクトリア・

アンド・アルバート・ミュージアム（Victoria & Albert 

Museum、以下 V&A と略記）とロンドン動物学協会

（ロンドン動物学会とも訳される。Zoological Society of 

London、以下 ZSL と略記）の寄附募集方法を調査し、

一覧表にまとめたものである。2018 ～ 2020年にかけて

調査した「アメリカ合衆国のミュージアムにおける寄附

金獲得戦略」１との比較対象として実施したもので、英

国のミュージアムがどのような方法で寄附を調達してい

るかを調べ、寄附調達の背景を解明し、国際比較を行う

ための基礎資料として位置付けられるものである。

　今回、調査対象とした館園の選択に関しては、英国で

の寄附募集方法の概要を把握する観点から、ロンドン所

在の歴史ある大型館として V&A を、また飼育コストの

関係からコロナウイルス感染症の影響を経営上大きく受

けていることが予想される動物園の一例として、同じく

ロンドン所在のロンドン動物園（London Zoo）を選択し

た。ただし、ロンドン動物園のウェブサイトは設置運営

母体である ZSL のサイトに、同じく ZSL が設置運営す

るホイップスネード動物園（Whipsnade Zoo）のサイト

と並列で包含されており、Members 等も両園共通である

ことから、ZSL を調査の対象とすることとした。

Ⅰ．運営母体の法的位置付け

１．V&A

  V&A はチャリティであり、国立博物館として 2011 年

チャリティ法別表３（Schedule3 of the Charities Act 2011）

によってチャリティ委員会（Charity Commission）への

登録が除外されているため、チャリティ登録番号がな

い。その代わり、デジタル・文化・メディア・スポーツ

省（DCMS）の規制を受けている。一方、V&A 財団（The 

V&A Foundation）は、イングランドとウェールズで登録

されたチャリティ（登録番号 1144508）で、V&A 基金

の管理と V&A の活動を支援するために設立されたもの

であるが、現在は、V&A へ直接寄附することが公式サ

イトでは推奨されている２。
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２．ZSL

　ZSL は勅許状（Royal Charter）によって法人化され、

イングランドとウェールズで登録されたチャリティ（登

録番号 208728）である。

３．チャリティについて

　英国のチャリティに関する一番古い法律は1601年に制

定された「公益ユース法（Statute of Charitable Uses）」で

あり、同法によって一定の条件で公益信託が認められる

ようになった。1853年制定の「公益信託法（Charitable 

Trust Act）」によって、公益信託の監督・指導機関とな

る「チャリティ委員会（Charity Commission）」が設置され、

チャリティを統一的に管理する役割を担った。1960 年

には、チャリティの監督強化や登録制度の導入等を規定

した「チャリティ法（Charities Act）」が制定され、その後、

1985年、1992年、1993年、2000年、2006年、2011年に改

正が行われている。なお、チャリティ委員会の正式名称

は、Charity Commission for England and Wales で、スコッ

トランドには Office of the Scottish Charity Regulator、北

アイルランドには Charity Commission for Northern Ireland

という別の登録・監督機関がある３。チャリティ委員

会の 2018年10月発行報告書によれば、イングランドと

ウェールズには約16万８千の登録チャリティがあり、

2017年の年間収入は 767億ポンドである４。

　チャリティ法に定めるチャリティ目的の事業を行おう

とするものは、法人形態か非法人形態かを問わず、原

則、チャリティ委員会に申請して認定を受け、登録する

よう義務付けられており、登録チャリティは英国におけ

る非営利公益活動の中心的な担い手となっている。チャ

リティとして認められる「目的」は、2006年法に13項目

列挙され、この中に「教育の振興」「技芸、文化、遺産

または学術の振興」「人権、紛争解決もしくは和解の推

進、または宗教的もしくは人種的和解または平等と多様

性の推進」「環境保全および改善の振興」等が含まれる。

登録を要しないチャリティには、以下の３種類がある５。

①小規模チャリティ（small charities）: 前年度会計の

総収入金額が 5 千ポンド以下で登録不要となるもの

②登録除外チャリティ（exempt charities）: チャリティ

委員会以外の政府機関の主管となるため、チャリ

ティ委員会での登録は除外になるもの

③登録免除チャリティ（excepted charities）: チャリ

ティ委員会の主管になるが、前年度会計の総収入

金額が 10 万ポンド以下で、登録が免除されるもの

　登録除外チャリティは、設立準拠法である各議会制定

法や 2011年チャリティ法別表３等に限定列挙されてい

る６。2011年チャリティ法別表３の中で、「ミュージアム、

ギャラリー等」で登録除外チャリティとして列挙されて

いるのは、以下の14館園（群）の理事会（The Board of 

Trustees）である７。

ヴィクトリア・アンド・アルバート・ミュージアム

（Victoria & Albert Museum）

科学博物館（Science Museum）

ロンドン塔［ホワイト・タワー］／フォート・ネル

ソン／王立武器博物館（Armouries）

キュー・ガーデンズ（Royal Botanic Gardens, Kew.）

ナショナル・ミュージアムズ・リヴァプール

（National Museums and Galleries on Merseyside）

〈リヴァプール博物館／ワールド・ミュージアム

／国際奴隷博物館／マージーサイド海事博物館／

ウォーカー美術館／サドリー・ハウス／レディ・

リーヴァー美術館〉

大英博物館（British Museum）

自然史博物館（Natural History Museum）

ナショナル・ギャラリー（National Gallery）

テート（Tate Gallery）

ナショナル・ポートレート・ギャラリー

（National Portrait Gallery）

ウォレス・コレクション（Wallace Collection）

帝国戦争博物館（Imperial War Museum）

国立海事博物館（National Maritime Museum）

大英図書館（British Library）

４．チャリティへの税制

　チャリティ委員会の認定を受け登録されても、ある

いは登録除外チャリティであっても、チャリティは自

動的に税制優遇を受けられる訳ではなく、歳入税官庁

（HMRC：Her Majesty’s Revenue and Customs）に申請し

なければならない。認定されれば、所得があったとして

も「本来の事業（当該チャリティの公益目的事業）」に
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充当されるなら、原則、所得税と法人税が課されず、キャ

ピタルゲイン（資本利得）も税が免除される。収益事業

を行う場合は、別会社を設立し、そこで収益事業を実施

する８。

　V&Aは1986年に関連会社 V&A Enterprises を立ち上げ

ている９。V&A Enterprises は、V&A のビジネスの顔で

あり、出版、製品デザイン、ライセンス、デジタル開発、

映画など、多岐にわたる活動を行い、利益は全て V&A

に還元され、博物館に資金を提供している10。

　2000年の税制改革以前には、個人がチャリティに寄附

する場合、３年以上、同額を同じチャリティに寄附する

「継続的契約（コベナント）」制度が存在した。これは寄

附者が源泉徴収された後の金額を３年以上寄贈するもの

で、寄附を受けたチャリティの側は、寄附者の源泉徴

収分を国に還付請求できた。「継続的契約」の寄附者は

一般的に税率 40% の適用を受ける高所得者であったが、

チャリティに寄附した金額には税法上の優遇措置が適用

され、基本税率 22% 分を納税した。2000年の税制改革で、

「継続的契約」は「１回の寄附（Single Donations）」であ

る「ギフト・エイド（Gift Aid）」に統一された。個人のチャ

リティに対する寄附は、受け手のチャリティ側が「継続

的契約」と同様の方法で税の還付を受けることで、寄附

者の意図した金額が満額寄附されることになる。寄附者

にも税制上の優遇措置があり、これも「継続的契約」と

同様の方法によって実現される11。

Ⅱ．寄附募集方法

１．大規模開発計画に対する寄附

　V&A は FuturePlan という名称で大規模な開発計画を

行なっている。2001年以来、修復と再設計の包括的な

計画を実施し、館の公共スペースの 85% 以上を改修し

た。FuturePlan の第一段階は、2001年の英国ギャラリー

の開設から始まり、2009年の中世・ルネッサンスギャラ

リーの開設で終了したが、個人の寄附者や、文化遺産

宝くじ基金（Heritage Lottery Fund）からの助成金を含む

資金団体から１億２千万ポンドを調達した。FuturePlan

の第二段階での大きな節目になるのは、2017年の V&A 

Exhibition Road Quarter の完成で、この新しい空間には、

セインズベリー・ギャラリー、サックラー・コートヤード、

ブラヴァトニク・ホールなどがある。この空間は、The 

Monument Trust12、The Dr Mortimer and Theresa Sackler 

Foundationt13、The Headley Trust t14、Blavatnik Family 

Foundationt15、Garfield Weston Foundationt16、文化遺産

宝くじ基金、Peter Williams and Heather Acton、Friends 

of the V&A、その他多くの寄附者からの支援を受けてい

る 17。

２．一般的な寄附（コロナウイルス感染症による困難な

時期への対応）

　 Donate のバナーによって寄附申し込みフォームに誘

導されるタイプのもの。

　V&A のウェブサイトには、「この困難な時期にはこれ

まで以上の支援が必要とされている」と暗にコロナウイ

ルス感染症のことを指していると思われる記述がある。

また、英国の納税者であれば、ギフト・エイドの寄附金

を選べるチェックボックスがある。既に寄附した人がギ

フト・エイドの適用を申請できる申告書もダウンロード

可能である18。

　ZSL はウェブサイトの最上段にバナーを掲載、右上に

DONATE TODAY のボタンがあり寄附申し込みフォーム

に直結する。毎月または１回の寄附かを選択する。寄附

を募る目的として、野生動物を絶滅の危機から守り続け

ること、我々の動物園は２万頭以上の動物たちの生育地

で、これらの動物の多くは野生では絶滅に瀕している。

コロナウイルスは我々を生存のための戦いに置き、我々

の動物たちは今まで以上にあなたの助けを必要としてい

る。我々の動物園と野生動物の保全のための我々の重要

な仕事を守ること、を挙げている19。

３．メンバーシップ

　V&M、ZSLともにMembership 制度を採用しており、

会費に応じた複数のタイプがあり、それぞれに特典が設

定されている。Membership 会費の設定幅は以下の通り。

なお、いずれも銀行口座振替の場合、料金が安く設定さ

れており、以下は口座振替価格である。

　V&M：£79、£109、£161、（26 歳未満向けは、£54、£84）

金額差は、ゲストを同伴できる人数による。

いずれの会員レベルでも、メンバーズルーム

が利用可能である。

上級会員としては、Contributing Membership（年
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会費£330）がある20。

　ZSL：【ゴールド】大人：£105、子ども£70、

コンセッション（65 歳以上、登録した障がい者、

フルタイムの学生）£94.5

【シルバー】大人：£80、コンセッション£72

このシルバー・メンバーシップ・パスは、動

物園へのアクセスを許可するだけで、余分な

ものは一切ない、と説明されている21。

　なお、V&A には、メンバーシップ・アドバイザリー・

グループ（the Membership Advisory Group（MAG））があり、

館のメンバーシップ担当責任者が議長を務め、メンバー

の利益を代表し、議論の場を提供する。このグループは

会員の重要な声を代弁するものとされ、毎年３回開催さ

れる会合で議論する話題や質問を提案するための連絡先

が記載されている22。

４．ドナーサークル等

　V&Aでは、Patrons programmes として Director's Circle

と Young Patrons' Circle が存在する。Director's Circle は

シルバー、ゴールド、プラチナの３段階に分かれ、シル

バーの年間寄附推奨額は£1,750 以上である。この金額

のうち、会員特典分は£750 で、自発的寄附£1,000 はギ

フト・エイドの対象となる。Members の基本特典に加え

てスタジオや個人コレクション、保存スタジオの見学、

年次晩餐会やプライベートパーティへの招待などの特典

が加わる。ゴールド、プラチナについては会費の明記は

なく、関心ある分野を問う館への連絡フォームが用意さ

れている23。また、20 ～ 40 歳までを対象とする Young 

Patrons' Circle もあり、こちらは年間寄附推奨額£1,000

以上（会員特典分£400、自発的寄附£600 はギフト・エ

イドの対象）であり、基本特典に加えてキュレーターが

案内する館内バックヤードツアー、ファッションショー、

スタジオ訪問、プライベートな見学や社交行事への招待

などの特典が加わる24。

　ZSL にはパトロネージ（ZSL Patronage）があり、パー

トナー・パトロネージ、ガーディアン・パトロネージ、

アンバサダー・パトロネージ、プレジデント・サークル・

パトロネージ、生涯にわたる支援（ZSL Life Patronage）

の５種類に分かれている。それぞれの年会費とその会費

で賄えるものは、以下のようなものである24。

・パートナー：£600（ナマケモノ、サル、鳥たちの 1 ヶ

月分の朝食代）

・ガーディアン：£1,350（ロンドン動物園の全てのヘ

ビ、カエル、トカゲの 1 ヶ月分の餌代）

・アンバサダー：£2,500（ロンドン動物園の全ての動

物に 1 ヶ月間心地よい寝床を提供）

・プレジデント・サークル：£5,000（ロンドン動物

園のライオン、トラ、猟犬、コンドルに 1 ヶ月間、

美味しい肉料理を提供）

・生涯にわたる支援：£125,000（我々が共有する惑星

の将来に重要な影響を与える）

　
これらのパトロネージには、両動物園での無料駐車、

専任担当者による動物に関するあらゆる問い合わせへの

対応などの様々な特典が付く。アンバサダー・パトロ

ネージには ZSL のビジョンを学ぶことができるエグゼ

クティブ・コミッティーのメンバーとの会合、プレジデ

ント・サークル・パトロネージには、世界的な保全活動家、

科学者、キュレーターへの特別のアクセスや、教育、科学、

保全プログラム、動物園の展示に対する個人的支援の追

加を話し合う機会、ZSL の国際的な保全プログラム１つ

への招待（費用は支援者負担）などの特典がある。ライ

フ・パトロネージには、ZSL のシニアチームとの会合で、

野生動物の未来を救うための世界的戦略と計画の最新情

報を入手する機会なども特典として付加される25。

５．遺言による贈与

　V&Aでは、遺言による寄附を V&A の活動の重要な収

入源で、現存コレクションを保護し新たなコレクション

を追加し、来館者を教育し、楽しませ、世界的に名高い

展覧会を生み出し、学術研究と調査の限界を押し上げる

のに役立つ、と位置付けている。V&Aに遺産贈与され

た全ての寄附は相続税を免除されるため、遺産にかかる

税金を減額できる、と案内されている。遺言による贈与

の方法は以下の３通り。

①A Residuary Gift（残余の贈与）：他の約束が全て譲渡

された時点で、遺産価格の全部又は一部を贈与するも

の。V&Aを支援する最も柔軟な方法とされている。

②A Pecuniary Gift（金銭上の贈与）：特定の金額（例え

ば£1,000）を寄附するもの。
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③A Specific Gift（of an object）（モノによる特定の贈

与）：遺言でモノをV＆Aに遺贈することを考えて

いる場合、遺産チームのメンバーに相談してくれれ

ば、キュレーターが受入可能か助言できる、と書か

れている。

　使途に制約のない遺産は、最も必要とされる場所に使

用できるため、館にとっては特に貴重で、保存、キュレー

ターのポスト、教育プログラム、展示、重要なコレクショ

ンの取得、建物の基礎構造の保全、学術研究に使用しう

るとされる。「モノによる特定の贈与」の場合は、コレ

クションに受け入れたモノを常に保護し保存する館の責

任を支援するために、「残余の贈与」または「金銭上の

贈与」が可能かどうか考えて欲しいと明記している。

　また V&A は遺言書を簡単に手頃な価格で書くために

the Goodwill Partnership と提携しており、電話で、又は

自宅でくつろいだまま遺言が書けるサービスを提供して

いる。遺言書を作成するために、有資格の事務弁護士に

寄贈者の指示を伝える訓練された専門家が無料で訪問

してくれる。遺言書一通の割引価格は£108（プラス税）

である。あるいは個人で事務弁護士を見つけたいなら、

Remember A Charity のサイトを訪れ、地元の事務弁護士

を探すよう紹介している。

　遺言書の中に V&A への寄附を含めたことを知らせ

た人なら誰でも、ヘンリー・コール・サークル（Henry 

Cole Circle）への参加に招待され、特別な年次講演に招

待されるほか、ニュースレター等を通じて館の仕事の最

新情報を受け取る。また、すでに遺言書を作成した人で、

新たに V&A への贈与を含めたい人は、遺言補足書をダ

ウンロードして、希望を記入して遺言書と一緒に保管す

ればよい。２人の立会人の前で遺言補足書にサインをす

る必要があり、この立会人には、遺言書の相続受取人や

その配偶者・パートナーはなることが出来ない、との説

明もある26。

　また、V&A のサイトからは、遺産贈与のカラーパン

フレットもダウンロードできるようになっている。その

表紙には、コレクターの家系出身のコンスタンティン・

アレクサンダー・イオニデスが V&A に寄贈したロセッ

ティの「白昼夢」が使用され、コンスタンティンは彼の

死に際し、80点を超えるコレクションを個人的に分配し

たり、オークションに出すよりも、一般公衆の利益のた

めに V&A へ寄贈することを望んだと書かれている。こ

のパンフレットには遺言書の例示もある27。

  ZSL では、遺言による寄附について、V&Aと同様、遺

産は ZSL の将来に重要なもので、あらゆる規模の遺贈

は、ZSL の重要な収入源であり、用途に制限のない寄附

は、最も必要としている場所に割り当てることができる

ため、ZSL にとって最も価値のあるものだとしている。

また、「遺言書はあなたが署名する最も重要な書類かも

しれない。大切な人の世話をした後は、あなたにとって

本当に重要な目的を支援することができる。ZSL への

贈与は、次世代のために自然の世界の未来を確保するの

に役立つだろう」と記し、チャリティへの寄附は相続税

の減免対象になると案内している。さらに、地元の事

務弁護士を探すには The Law Society のオンラインデー

ターベースが利用できること、遺言書に ZSL が含まれ

ている場合はぜひ知らせて欲しいこと、ZSL の支援者は

Farewill という遺言書作成サービスを無料で利用できる

（費用は ZSL が負担）と案内し、遺言で遺贈する場合の

金銭的メリットについて実例を上げて説明している。

　また ZSL も、将来世代のために永遠の遺産を残す寄

附者の寛大さを讃えるために、創設者に因んで名付けら

れたラッフルズ協会（The Raffles Society）を組織してい

る。遺言で遺産寄贈先に ZSL を選び、その情報の共有

を望む者はラッフルズ協会の会員として、イベントへの

特別な招待、ZSL の報告書、雑誌を含む定期的なコミュ

ニケーションを受け取ることになる28。

６．思い出に残る寄附

　この分類には、「追悼の寄附」と「お祝いの寄附」の

２通りが含まれる。

　V&A ではこれらの寄附を、館の継続的な活動を支援

し、館の監督下にあるコレクションを保存・展示するた

めに、館が信頼を寄せる極めて重要な資金を提供するも

のと記した上で、寄贈の方法としては、遺産贈与の責任

者へメールで連絡するか、または記念寄附の書式をダウ

ンロードして記入後、振り出し先を V&A 財団と指定し

た小切手と一緒に郵送するよう記載している。また、「お

祝いの寄附」として、友人や大切な人の誕生日、結婚、

記念日などの人生の特別な瞬間を祝うための寄附が提案

されている29。
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　ZSL では、「お祝いの寄附」として「野生動物保護の

ためのパーティ（Party to protect wildlife）」を提案している。

これは、特別な日にプレゼントではなく、寄附を依頼す

ることで、特別な日を感動的な方法で際立たせる方法と

され、JustGiving の Celebrating an occasion と、facebook

の fundraiser へのリンクバナーが置かれている。具体的

には、以下のような寄附額で貢献できる例示がある30。

£５： キリンたちのためにキャベツ 1 箱

£10： 記念日一日のライオンたちの餌

£50： ペンギンたちの空腹の嘴を養う

£160： 霊長類たちの 1 週間分の葉物野菜

　また、「追悼の寄附」としては、「遺灰の散布」「思い

出のベンチ」「思い出のオンラインページの作成」「トリ

ビュート・ファンド（Tribute Fund）」が提案されている。

「遺灰の散布」は£200 から可能で、「大切な人を失うこ

とは決して簡単なことではないが、我々はこの困難な時

期にあなたを助ける。この特別な方法で大切な人を偲び、

野生動物が繁栄する世界を作ることを助ける」と記され

ており、ロンドン動物園又はホイップスネード動物園で

プライベートな遺灰の散布を行うことができる。

　「思い出のベンチ」は、大切な人への言葉を選び、ベ

ンチに真鍮製のプレートを作り、大切な人が好んだ場所

に設置することが可能で、推奨寄附額は£2,000 以上と

されている。「思い出のオンラインページの作成」「トリ

ビュート・ファンド（Tribute Fund）」は、個人を偲びつ

つ家族や友人が寄附を行えるオンラインページを開設す

る方法で、いずれも JustGiving を参照するよう、バナー

が貼られている31。

７．支援グループ

　V&Aには、「写真収集グループ（Photographs Acquisition 

Group）」があり、パンフレットがダウンロード可能で

ある。このグループは、世界で初めて写真芸術を収集し

た V&A の写真コレクションを支えるために創設され、

写真獲得のための基金への寄附によって館を支え、誰も

が自由に利用できる写真コレクションを発展させ続けて

いるとされる。このグループのメンバーは、それぞれが

毎年£10,000 以上を寄附しており、各メンバーは写真の

キュレーターや館全体と親密な関係を楽しんでいる。グ

ループは年２回集まり、基金でどの作品を購入するか話

し合い、館の収集戦略について学び、特別なバックヤー

ドツアーに参加したり、国内外の写真家のスタジオや写

真フェアを訪問する。このグループの詳細については、

フィランソロピー・マネージャーに電話かメールで問い

合わせることとなっている32。

８．企業パートナーシップ／企業スポンサー

　 V&A は法人パートナーシップ（Corporate Partnerships）

の括りの下に、コーポレート・パトロンズ、法人会員

（Corporate Membership）、ホテル・パートナーズの３種

類を提示している。コーポレート・パトロンになる利点

としては、次のような項目が挙げられている。

・世界的に名高い V&A ブランドとの提携を通じ、人

目に付く協力関係を生み出し、新しい支持者を獲得

する。

・V&A の魅力的で楽しい空間でイベントを主催し、

顧客の絆を作り上げる。

・専門家が案内する時間外の展示室、展覧会、バック

ヤード・ツアーによって、お金では買えない体験を

提供する。

・V ＆ A の展覧会への無料入場、講演会、ツアー、

家族向けの活動への参加によって、従業員への報奨

を提供する。

・ブランドを物語るためのユニークなコンテンツや

視覚素材、提携を祝う的を絞った顧客とのコミュニ

ケーションの利用。

・大口寄附者、後援企業、収集家、デザイナー、メディ

アが参加する V&A のイベントに招待して、顧客を

もてなし、ネットワークを拡大する。

・学習手段や特注コンテンツを提供し、慈善と企業責

任を統合する。

　また館のウェブサイト上に、コーポレート・パトロン

ズは企業ロゴをカラーで、法人会員とホテル・パートナー

ズは社名一覧を掲載する33。

　ZSL は、法人パートナーシップに関して、「ZSL は科学、

保全、教育の分野で著名なチャリティで、様々な企画を

通して使命を実行しているため、ビジネスにも幅広い関

与の機会がある。Members、保全のパートナー、スポン
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サーになることは、貴社のビジネスが CSR を行動で示

し、幅広い特別な利益を得るやりがいのある方法だ」と

記し、具体的な方法として、以下の項目を挙げている。

・国際的な保全団体との協力

・刺激的で記憶に残る野生動物体験

・将来世代のための生物多様性の保護

・従業員の間での環境問題への理解を育む

・ネットワーキングの機会や娯楽施設の利用

　ZSL の法人パートナーシップとして、法人メンバー

シップ（Corporate Membership）、スポンサーシップが挙

げられている。ZSL の法人メンバーシップは全てオー

ダーメイドで同じものはなく、以下のような人気のある

法人メンバーシップの要素の一覧が掲載されている。

・従業員が２つの動物園に無料入園できる

・従業員グループにいずれかの動物園で ZSL への入

門日を開催する

・従業員への独占的なボランティアの機会

・時間外の動物園ツアーでの、間近で動物と遭遇する

機会

・ロンドン動物園での会場レンタル無料

・発表会、イベント、科学講演会へ招待

・ZSL の保全活動の専門家によるランチタイム・オ

フィス・トーク

・ショップ＆カフェでの従業員への割引

・ZSL Wild About 誌の定期購読

・社内コミュニケーションのための ZSL 画像へのア

クセス

・ZSL 年次報告書への謝辞掲載

　ZSL のスポンサーシップについては、「2021年に幾つ

かの新しい代表的な展示を開始するが、この展示につい

て一緒に仕事をする機会を探りたい」と記している34。

９．国外の支援グループ

　V&A、ZSL ともに、国外の支援グループを持つ。

　V&A のアメリカン・フレンズ（The American Friends 

of the V&A）は、ニューヨークに拠点を置く独立したチャ

リティである。1984年に設立され、V&A の国際的な存

在感を高め、アメリカの一般公衆にこの極めて優れた

ミュージアムに関わることを働き掛けることを目標とす

る団体で、収集、展示、奨学金、投資計画のための贈与

を募ることで、V&A の活動を支援する。V&A のアメリ

カン・フレンズは米国の内国歳入法第501条 C 項３号の

規定に基づく免税（Exempted）非営利公益法人であり、

米国の納税者は贈与に際して課税控除を受けることがで

きる。このフレンズには、シルバーとゴールドの２種

類があり、シルバーは年会費 $1,000 以上（うち $361 は

課税控除外）、ゴールドは年会費 $5,000（うち $771 は課

税控除外）で、会員とその配偶者またはパートナーは、

V&A の米国巡回展、米国及び英国でのセミナーや講演、

ロンドンの V&A のオープニングパーティーへの招待な

どの様々な特典を受ける35。

　V&Aの2019 年度年次報告書を見ると、このアメリカ

ン・フレンズを通じて複数の寄附がなされていることが

確認できる36。

  ZSL には、ZSL アメリカ（ZSL America Inc.）があり、

この団体も内国歳入法第501条 C 項３号に登録された非

営利団体で、動物とその生息地の世界的な保全に専念し

ており、英国の ZSL と緊密に連携している37。ZSL ア

メリカは現在、以下のように要約できる緊急コロナウイ

ルス感染症アピール（URGENT COVID-19 APPEAL）を

行なっている。

・ZSL の科学者たちは動物源性感染症の研究に取り組

んでいる。Covid-19 に関する英国政府の法律により、

ZSL の動物園は 13 週間閉鎖された。専門家たちは

動物の世話を続けてきたが、我々の主な収入源に大

きな影響を与えた。動物園の動物たちの世話をする

ために、蓄えていた資金を使い切ってしまった。

・動物園の閉鎖は、ZSL の世界的保全プログラムへの

資金援助や科学的研究を支援する能力に重大な影響

を与えている。

・ZSL は野生動物の違法取引をなくすために活動して

いるが、脆弱な地域社会の多くは Covid-19 の影響を

強く受けている。

・ケニアのクロサイ生息地での６年間にわたるパト

ロール活動と個体数回復を継続するためには、緊急

の資金が必要。

・ZSL アメリカへの寄附は、次のパンデミックを防ぐ
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重要な役割を演じる画期的な研究と保全を可能にし、

野生生物が繁栄し、彼らとともに生きる地域社会が

繁栄する健全な地球を確保することを可能にする。

　ZSL アメリカには、年間寄附額に応じたパートナー

（$1,000 以上）、ベネファクター（$5,000 以上）、チャン

ピオン（$25,000 以上）、アンバサダー（$50,000 以上）

の 4 種類のパトロンがある。さらに高額寄附者を対象と
するリーダーシップ・サークル（$100,000 以上）もある。

それぞれの寄附額に応じた寄附金の使途は、以下の通り。

・パートナー：アフリカン・ワイルド・ドッグの群れを監

視するための、衛星とリンクした首輪への資金提供

・ベネファクター：センザンコウ追跡調査旅行資金を提供

・チャンピオン：ケニアのサイのために 24 時間の警備を

資金提供

・アンバサダー：10 人のレンジャーの訓練（レンジャー自

身と野生動物を守るための）を資金提供

・リーダーシップ・サークル：保全技術を利用して何十万

ヘクタールの大自然の風景を守るための資金提供

　また、ZSL アメリカは、野生動物の違法取引に対処す

るための支援も募っており、寄附額に応じて実現できる

内容が下記のように例示されている。

・$100：フィールドでのレンジャーのブーツ１足購入

・$250：フィールドで種を守るカメラトラップ６台購入

・$500：保全戦略を支えるフェンス設置を支援

・$1,000：フィールドでの道具、備品をパトロールチ

ムに配備

・$6,000：ケニアで反密猟団の共同体を確立する

10．フェローシップ

　ZSLにはフェローシップ（Fellowship）がある。1826年

にラッフルズ卿によって ZSLが設立されて以来、ダー

ウィンを始めとする多くの著名人が ZSLフェローシップ

に名を連ねてきた。約２世紀にわたり、フェローは ZSL

のビジョンに欠かせない存在で、現在、何千人ものコ

ミュニティーを形成している。フェローは ZSLの戦略と

ビジョンを達成するために、ZSLのシニア・リーダーシッ

プ・チームと密接に協力する評議員を選出し、ZSLの運

営組織の一員となっている。

　フェローになるための年会費は、大人：£152、コンセッ

ション：£137、海外：£78、非訪問：£48、大学院生：£78、

学生：£48である。フェローは、自身と家族がロンドン

動物園とホイップスネード動物園に無料で入園できるほ

か、ニュースレターや出版物、ZSLや他の組織の科学者

との交流イベントへの招待などの特典が得られる38。

11．その他の寄付

（1）テキストメッセージによる寄付（Donate by text）

　　70700にメールすると、ZSLの保護活動に£5寄附で

きるもので、携帯端末を利用する寄附方法である。

（2）小切手による寄附（Donate by cheque）

　　郵送用寄附フォームをダウンロードして記入し、名

前・住所の詳細とともに小切手を送る。

（3）電話による寄附（Donate by phone）

  　クレジットカードでの寄附を希望する場合は開発部

へ電話する。

（5）AmazonSmile利用の買い物

　　ウェブサイト掲載のリンクをクリックするとアマゾ

ンスマイルが購入総額の0.5%を利用者が選んだチャ

リティに寄附するので、ZSLを選択。携帯アプリでも

利用可。

（5）資金調達（fundraise）

  　自宅からホイップスネード動物園まで歩いたり、パ

ン焼きコンテストを開催したり、お気に入りの動物

に扮装して自宅から働いてみたりすることで寄附を

集める方法 39。

　　ロックダウンが続き、動物園が閉鎖されている状況

下で、多くの時間を自宅で過ごしているが、離れてい

ても資金を調達するために一緒に参加できることが

あるとし、「動物たちのために家で夢中になる（Go 

Wild At Home for our animals）」との見出しで、野生

動物のための募金を始めることが推奨されている。挑

戦のテーマは、#WildAtHome challengeの中から選ぶ

か、自身に合った挑戦を選び、ソーシャルメディア等

で、#WildAtHomeとタグ付けして募金活動をシェアす

る40。
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おわりに

　本稿で扱った V&A 及び ZSL の寄附メニューと、これ

まで筆者が調査した米国の館園（シカゴ及びミルウォー

キー所在）との比較をしてみたい。

　類似点としては、Members 制度と、その上位グループ

にあたるドナーサークルの存在を挙げることができる。

階層構造は米国の大規模館ほど細かく分かれていない

が、会費額が大きくなるにつれて各種特典が増えていく

仕組みは、両国とも変わらない。

　遺贈に関しては、米国型の計画的遺贈（Planned 

Giving）という表現ではなく、「遺言による贈与（A Gift 

in Your Will）」という表現が取られており、その方法は、

Residuary Gift（残余の贈与）、Pecuniary Gift（金銭上の

贈与）、Specific Gift（of an object）（モノによる特定の贈

与）の３通りである。英国の両組織とも、遺言書作成の

ための手厚い支援（遺言書作成サービスの提供や、個人

で事務弁護士を探す方法など）を案内している。これは、

英国では、遺産をチャリティに寄附して免税措置を受け

るには遺言書が必要で、チャリティに寄附する遺産は遺

言書に明確に記載される必要があるからであろう。遺言

書によるチャリティへの寄附は無税である41。

　英国の両組織とも、国外（米国）に支援組織を持つこ

とが特徴として指摘できる。V&A のアメリカン・フレ

ンズ、ZSL アメリカはともに米国の非営利組織であり、

それぞれ、英国の母体組織の活動を金銭的に支援してい

る。特に ZSL アメリカは、緊急コロナウイルス感染症

アピールを行うほか、野生生物の違法取引に対処するた

めの寄附を募っている。

　幅広い層から寄附を募る姿勢は、特に ZSL に顕著で、

個人がチャレンジする課題を見付けて寄附募集のサイト

を立ち上げることなどが推奨されているほか、携帯端末

のテキストメッセージを利用した寄附なども紹介されて

いる。

　一方で、V&A の大規模開発計画に対する大口寄附も

あり、子どもが作り出すささやかな寄附から、大富豪が

設立した財団からの寄附、企業パートナーシップまで、

ありとあらゆる寄附募集方法が追求されている点では、

米国のミュージアムに匹敵するものと考えられる。

　本稿は、JSPS 科研費 17H02026「ミュージアムと高齢

者の互恵的関係に関する研究」の助成を受けてなされた

ものである。本資料の作成に際しては、藤田芙美氏に多

大な協力をいただいたことをここに記し、お礼を申し上

げる次第である。
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都市 /
地区 施設名 名称

（大区分）
名称

（中区分・
小区分等）

寄附を集める
目的

年会費又は
寄附金額 寄附の方法 寄附者にとってのメリット /

寄附者への特典 備考
館サイト
確認日

（2021年）

ロンドン

ヴィクトリア・ア
ンド・アルバート・

ミュージアム 
 Victoria & 

Albert Museum

Membership Individual
V&A の会員は、芸術
とデザインの中心で
ある V&A の維持に
貢献

£79
（銀行口座振替£70） 館サイトから購入

【基本特典】
・全ての展示へ何回でも入場無料。
・メンバー限定先行内覧会及び展示担当キュレー

ターの裏話を含めた特別イベントへの参加。
・館の中心部にある、RIBA（英国王立建築家協会）

賞受賞の会員メンバーズルームの利用。
・世界のクリエイティブな著名人が参加する豊富な

イベントプログラムの優先予約、会員限定特別イ
ベントへの参加。

・会員限定コンテンツ（V＆A マガジンの無料購読、
毎週月曜日配信メンバーシップ・マンデー・メール）
で、館の目玉コレクションをより深く掘り下げる。

・家族での利用（１８歳未満の子ども４人まで無料）
で、次世代の想像力を刺激する。

・V&A ショップの優待割引を存分に楽しむ。

・Membership はギフ
ト可能

・2021/3/15 現在、臨
時休館中。

・現在、政府のガイドラ
インにより、博物館や
展覧会訪問の際には、
Members も時間指
定の無料券を予約する
必要がある。

3/15

ロンドン

ヴィクトリア・ア
ンド・アルバート・

ミュージアム 
 Victoria & 

Albert Museum

Membership Plus a Guest 同上
£109

（銀行口座振替
£100）

館サイトから購入
【基本特典にプラス】
・ゲスト１名が全ての展示とメンバーズルームにアク

セス可能。
同上 3/15

ロンドン

ヴィクトリア・ア
ンド・アルバート・

ミュージアム 
 Victoria & 

Albert Museum

Membership Plus an Extra 
Card 同上

£161
（銀行口座振替

£152）
館サイトから購入 ・２名の記名されたカード所持者が個人会員基本特

典を受け、それぞれゲストを１名を同伴可能。 同上 3/15

ロンドン

ヴィクトリア・ア
ンド・アルバート・

ミュージアム 
 Victoria & 

Albert Museum

Membership
Under 26 

Membership 
26 歳未満 

（Individual)
同上 £54

（銀行口座振替£45） 館サイトから購入 【基本特典】 同上 3/15

ロンドン

ヴィクトリア・ア
ンド・アルバート・

ミュージアム 
 Victoria & 

Albert Museum

Membership

Under 26 
Membership 

26 歳未満 
（Plus a 
Guest)

同上 £84
（銀行口座振替£75） 館サイトから購入

【基本特典にプラス】
・ゲスト１名が全ての展示とメンバーズルームにアク

セス可能。
同上 3/15

ロンドン

ヴィクトリア・ア
ンド・アルバート・

ミュージアム 
 Victoria & 

Albert Museum

Membership Contributing  
Membership

館の世界レベルのコ
レクション、プログラ
ム、施設の充実を助
ける。

£330 館サイトから購入

・この Membership には特別カード１枚が含まれ、
両カード所持者はいずれも各１名のゲストを同伴可
能。

・特別カード所持者は家族ないし同居者でなくてもよ
い。

同上 3/15

ロンドン

ヴィクトリア・ア
ンド・アルバート・

ミュージアム 
 Victoria & 

Albert Museum

Membership
Patrons 

programmes 
Director's 

Circle

現在と今後数年間、
館の類まれなコレク
ションを育て保存し、
高く評価される展示
を行い、世界中の訪
問者のアクセスを拡
大する。

シルバーレベル年間
寄附推奨額
£1,750 〜 

（内訳：会員特典分
£750 ＋自発的寄附
£1,000 はギフト・

エイドの対象）

館サイトの連絡用
フォームにて送信

【基本特典にプラス】
・アントニー・ゴームリー OBE、エドムンド・デ・ワー

ル OBE のスタジオ訪問
・宝飾品、陶磁器、芸術家の書籍などの優れたコレ

クションのハイライトを鑑賞し、厳選された作品に
触れる機会がある。

・ロンドンやその他の地域の素晴らしい個人コレク
ションや自宅の見学。

・織物と絵画の最先端の館の保存スタジオで専門の
保存修復士の仕事を見学。

・年次晩餐会、プライベートな見学とパーティーへの
招待。

ゴールド、プラチナ
会員あり 3/15

ロンドン

ヴィクトリア・ア
ンド・アルバート・

ミュージアム 
 Victoria & 

Albert Museum

Membership
Young 

Patrons' 
Circle

刺激的なプログラム
と展示を支持し、新し
い作品を獲得し、館
のコレクションを保存
し、全ての人に優れ
た学習経験と機会を
生み出し続けることを
助ける。

年間寄附推奨額
£1,000 〜

（内訳：会員特典分
£400 ＋自発的寄附
£600 はギフト・

エイドの対象）

館サイトの連絡用
フォームにて送信

【基本特典にプラス】
・キュレーターが案内する館内バックヤードツアー
・ファッションショー
・アーティストやデザイナーのスタジオ訪問
・厳選されたプライベートな見学と限定的な社交行

事への招待

２０歳から４０歳までが
入会できる 3/15

ロンドン

ヴィクトリア・ア
ンド・アルバート・

ミュージアム 
 Victoria & 

Albert Museum

コーポレート
パートナー

シップ 
Corporate 

Partnerships

Corporate 
Patrons

法人パートナーシッ
プ代表に電話また
はメール

・世界的に名高い V&A ブランドとの提携を通じ、人
目に付く協力関係を生み出し、新しい支持者を獲
得する。

・V&A の魅力的で楽しい空間でイベントを主催し、
顧客の絆を作り上げる。

・専門家が案内する時間外の展示室、展覧会、バッ
クヤードへのツアーによって、お金では買えない体
験を提供する。

・V＆A の展覧会への無料入場、講演会、ツアー、
家族向けの活動への参加によって、従業員への報
奨を提供する。

・ブランドを物語るためのユニークなコンテンツや視
覚素材、提携を祝う的を絞った顧客とのコミュニ
ケーションの利用。

・大口寄附者、後援企業、収集家、デザイナー、メディ
アが参加する V&A のイベントに招待して、顧客を
もてなし、ネットワークを拡大する。

・学習手段や特注コンテンツを提供し、慈善と企業
責任を統合する。

・ウェブサイトに企業ロ
ゴをカラーで掲載

・定員と金額を示したカ
ラー写真入り企業及び
プライベートイベント
用貸会場パンフをオン
ライン掲載

3/15

ロンドン 1（各博物館公式ウェブサイトに記載の内容）

− 30 −



都市 /
地区 施設名 名称

（大区分）
名称

（中区分・
小区分等）

寄附を集める
目的

年会費又は
寄附金額 寄附の方法 寄附者にとってのメリット /

寄附者への特典 備考
館サイト
確認日

（2021年）

ロンドン

ヴィクトリア・ア
ンド・アルバート・

ミュージアム 
 Victoria & 

Albert Museum

コーポレート
パートナー

シップ 
Corporate 

Partnerships

Corporate 
Membership 

法人会員

法人パートナーシッ
プマネージャーに

メール
同上

・３つの標準的な法人
会員パッケージがあ
る。詳細は要連絡

・ウェブサイトに社名一
覧を掲載

3/15

ロンドン

ヴィクトリア・ア
ンド・アルバート・

ミュージアム 
 Victoria & 

Albert Museum

コーポレート
パートナー

シップ 
Corporate 

Partnerships

Hotel 
Partners 

ホテルパート
ナーズ

同上 ・ウェブサイトに社名一
覧を掲載 3/15

ロンドン

ヴィクトリア・ア
ンド・アルバート・

ミュージアム 
 Victoria & 

Albert Museum

遺言による贈与 
（A Gift in 
Your Will）

A Residuary 
Gift 

（残余の贈与）

遺 言 に よ る 寄 附 は
V&A の活動の重要な
収入源で、現存コレ
クションを保護し新た
なコレクションを追加
し、来館者を教育し、
楽しませる。世界的
に名高い展覧会を生
み出し、学術研究と
調査の限界を押し上
げるのに役立つ。

あなたの他の約束が
全て譲渡された時点
で、あなたの遺産価
格の全部又は一部を
贈与するもの。

遺産を残すことを
検討しているなら遺
産寄附責任者に連
絡。全ての遺産の
照会は極秘に扱わ
れる。

あなたの贈与価格があなたの遺産価格と調整され
るため、V&A を支援する最も柔軟な方法である。

【以下、全ての寄附に共通】
V&A はチャリティであり、国立博物館として
2011 年チャリティ法別表 3 によってチャリティ
委員会への登録が除外されている。V&A に遺産
贈与された全ての寄附は相続税を免除されるた
め、遺産にかかる税金を減額できる。

・使途に制約のない遺産
は、ニーズが最大の場
所に使用できるため、
館にとっては特に貴重
で、以下の用途に使い
うる。保存、キュレー
ターのポスト、教育プ
ログラム、 展 示、 重
要なコレクション取得、
建物の基礎構造の保
全、学術研究。

・ダウンロード可能な「遺
言で贈与を残す」と題
したパンフレットを掲
載（遺言書の例示あ
り）。

・遺言書を簡単に手頃
な価格で書くために、
V&A は the Good-
will Partnership と
提携しており、電話で、
又は自宅でくつろいだ
まま遺言が書ける。あ
なたの遺言書を作成す
るために、有資格の事
務弁護士にあなたの
指示を手渡す訓練され
た専門家が無料で訪
問する。 遺言書一通
の割引価格は£108
＋税。

・自分で事務弁護士を
見つけたいなら、Re-
member A Charity
のサイトを訪問し、地
元の事務弁護士を探
すよう紹介。

・遺言書の中に V&A へ
の寄附を含めたことを
知らせてくれた人なら
誰でも、ヘンリー・コー
ル・サークルへの参加
に招待され、特別な
年次講演に招待される
他、ニュースレター等
を通じて館の仕事の最
新情報を受け取る。

・すでに遺言書を作成し
たが、V&A への贈与
を含めたい人は、遺言
補足書をダウンロード
して、望みを記入して
遺言書と一緒に保管す
ればよい。2 人 の 立
会人の前で遺言補足
書にサインをする必要
があり、この立会人に
は、あなたの遺言書
の相続受取人やその
配偶者・パートナーは
なることが出来ない。

3/16

ロンドン

ヴィクトリア・ア
ンド・アルバート・

ミュージアム 
 Victoria & 

Albert Museum

遺言による贈与 
（A Gift in 
Your Will）

A Pecuniary 
Gift 

（金銭上の贈与）
同上

特定の金額（例えば
£1,000）を寄附す

るもの。

贈与の物価スライド
制を保証するべく
あなたの事務弁護
士に依頼することに
よって、贈与をイン
フレの影響から守る
ことが可能。

上記【　】参照のこと 同上 3/16

ロンドン 2（各博物館公式ウェブサイトに記載の内容）
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都市 /
地区 施設名 名称

（大区分）
名称

（中区分・
小区分等）

寄附を集める
目的

年会費又は
寄附金額 寄附の方法 寄附者にとってのメリット /

寄附者への特典 備考
館サイト
確認日

（2021年）

ロンドン

ヴィクトリア・ア
ンド・アルバート・

ミュージアム 
 Victoria & 

Albert Museum

遺言による贈与 
（A Gift in 
Your Will）

A Specific 
Gift（of an 

object) 
（モノによる
特定の贈与）

同上 モノによる特定の
贈与

遺言でモノを V ＆
A に遺贈することを
考えているなら、ま
ず遺産チームのメ
ンバーに相談して
くれれば、キュレー
ターが受入可能か
助言できる。

上記【　】参照のこと

同上
・V&A はコレクション

に受け入れたモノを
常に保護し保存する
責任を持つ。あなた
が遺言でモノを遺贈
することを計画して
いるなら、この企て
において館を支援す
るために、「残余の贈
与」または「金銭上
の贈与」が可能かど
うか考えていただき
たい、と明記。

3/16

ロンドン

ヴィクトリア・ア
ンド・アルバート・

ミュージアム 
 Victoria & 

Albert Museum

Donate in 
memory 

（思い出に残る
寄附）

Making a 
donation in 

memory of a 
loved one

( 大切な人を偲
んで寄附をす

る )

V&A の継続的な活動
を支援し、館の監督
下にあるコレクショ
ンを保存・展示する
ために、館が信頼を
寄せる極めて重要な
資金を提供する。

・遺産贈与の責任者
へメールで連絡

・郵送での方法：記
念寄附の書式をダ
ウンロードして記
入後、小切手と一
緒 に 送 付。 小 切
手の振り出し先を
V&A 財団と指定。

大切な人の思い出のために寄附をすることは、そ
の人の人生を讃え、V&A のコレクションを次世代
の人たちが称賛し楽しむために守る、特別な個人
的な方法である。

3/16

ロンドン

ヴィクトリア・ア
ンド・アルバート・

ミュージアム 
 Victoria & 

Albert Museum

Donate in 
memory 

（思い出に残る
寄附）

Make a gift in 
celebration 

（お祝いの寄附
をする）

同上 同上 同上
誕生日、結婚、記念日
といった友人または大
切な人の人生の特別な
瞬間を祝うための寄附

3/16

ロンドン

ヴィクトリア・ア
ンド・アルバート・

ミュージアム 
 Victoria & 

Albert Museum

Photographs 
Acquisition 

Group
（写真収集
グループ）

世界で初めて写真芸
術を収集した V&A
の写真コレクション
を支えるために創設
された。写真獲得の
ための極めて重要な
基金への寄附によっ
て館を支え、誰もが
自由に利用できる写
真コレクションを発
展させ続けている。

このグループのメン
バーは、それぞれが
毎 年 £10,000 以 上
を寄附している。

詳細はフィランソロ
ピーマネージャーに

電話かメールで
連絡

各メンバーは写真のキュレーターや館全体と親密
な関係を楽しんでいる。グループは年 2 回集まり、
基金でどの作品を購入するか話し合い、館の収集
戦略について学び、特別なバックヤードツアーに
参加したり、国内外の写真家のスタジオや写真フェ
アを訪問する。

「写真収集グループ」
のパンフレットがダウ
ンロード可能。

3/17

ロンドン

ヴィクトリア・ア
ンド・アルバート・

ミュージアム 
 Victoria & 

Albert Museum

FuturePlan

2011 年から修復と
再設計の包括的な計
画を実施、過去 15
年にわたって館の公
共スペースの 85%
以上を改装し、アク
セスを改善し、コレ
クションをより優雅
で知的に展示できる
ようになった。

開発部に連絡

・FuturePlan の第一
段 階 は 2001 年 の
英国ギャラリーの開
設から 2009 年の中
世・ルネッサンスギャ
ラリーの開設で終了、
こ の 間 に V ＆ A は
43 プロジェクトを完
了した。文化遺産宝
くじ基金からの助成
金を含む資金調達団
体と個人の寄附者か
ら 1 億 2 千万ポンド
を調達した。

・F u t u r e P l a n の
第 二 段 階 は The 
V&A's Cast Courts

（2014）、 写 真
セ ン タ ー 第 一 段 階

（2018）、 メ ン バ ー
ズ ル ー ム（2017）、
館で過去 100 年の中
で最大規模の建築的
介入である The V&A 
Exhib i t ion Road 
Quarter （2017）、
T h e V & A S h o p

（2017）、 ヨ ー ロ ッ
パ 1 6 0 0 - 1 8 1 5

（2015）が実現して
いる。

3/17

ロンドン 3（各博物館公式ウェブサイトに記載の内容）
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都市 /
地区 施設名 名称

（大区分）
名称

（中区分・
小区分等）

寄附を集める
目的

年会費又は
寄附金額 寄附の方法 寄附者にとってのメリット /

寄附者への特典 備考
館サイト
確認日

（2021年）

ロンドン

ヴィクトリア・ア
ンド・アルバート・

ミュージアム 
 Victoria & 

Albert Museum

寄附 
Donate

V&A はチャリティで、
世界トップレベルのコ
レクションを通じて教
育し興味を掻き立て
るために、支援者の
寛大さを頼りにしてい
る。この困難な時期
にはこれまで以上の
支援が必要とされて
いる。

£25/100/500/ 他

・ウェブサイトから
寄附が可能で、英
国の納税者であれ
ば、追加費用なし
でギフト・エイド
の寄附金£25 を
選べるチェックボッ
クスがある。

・既に寄附した人が
ギフト・エイドの
適 用 を 申 請 でき
る申告書もダウン
ロード可能。

3/17

ニュー
ヨーク

（関連団体） 
ヴィクトリア・ア

ンド・アルバート・
ミュージアム 
 Victoria & 

Albert Museum

V&A のアメリ
カン・フレンズ 
The American 
Friends of the 

V&A

American 
Friend Silver

収 集、 展 示、 奨 学
金、投資計画のため
の贈与を募ることで、
V&A の活動を支援す
る。

＄1,000 以上
（内 $361 は課税

控除外）

・V&A は内国歳入法第 501 条Ｃ項 3 号の規定に
基づく免税 (Exempted) 非営利公益法人であり、
米国の納税者は贈与に際して課税控除を受けるこ
とができる。

・会員とその配偶者またはパートナーは以下の特典
を受ける。

【シルバー会員特典】
・V&A のコレクションとキュレーターへのアクセス
・V&A の米国巡回展、米国及び英国でのセミナー

や講演、ロンドンの V&A のオープニングパーティー
への厳選された招待

・ロンドンの V&A の展覧会への無料入場
・V&A ショップとカフェでの割引
・V&A マガジンの購読

ニューヨークに拠点を置
く独立したチャリティ。
1984 年に設立され、
V&A の国際的な存在
感を高め、アメリカの
一般公衆にこの極めて
優れたミュージアムに関
わることを働き掛けるた
めに活動する。

3/17

ニュー
ヨーク

（関連団体） 
ヴィクトリア・ア

ンド・アルバート・
ミュージアム 
 Victoria & 

Albert Museum

V&A のアメリ
カン・フレンズ 
The American 
Friends of the 

V&A

American 
Friend Gold 同上

＄5,000 以上
（内 $771 は課税

控除対象外）

上記内容と【シルバー会員特典】＋
・会員限定のキュレーターが案内する旅行への招待
・AFV&Aディナーを含むプライベートな社交イベント
・ロンドンの V&A での追加のオープニングパーティ
・世界中でのV&Aの展覧会のオープニングへの招待
・V&A 出版カタログから好みの V&A の書籍

同上 3/17

ロンドン
＆ベッド
フォード
シャー

ロンドン動物学
協会  

ZSL （Zoological 
Society of 
London） 

ロンドン動物園  
London Zoo 

ホイップスネード
動物園 

Whipsnade Zoo

オンラインでの
寄附 

Help us save 
wildlife

野 生 動 物 を 絶 滅 の
危機から守り続ける
た め。 我 々 の 動 物
園 は 2 万 頭 以 上 の
動 物 た ち の 生 育 地
で、 こ れ ら の 動 物
の 多くは 野 生 で は
絶 滅に瀕している。 
コロナウィルスは我々
を生存のための戦い
に置き、我々の動物
たちは今まで以上に
あなたの助けを必要
としている。 我々の
動物園と野生動物の
保全のための我々の
重要な仕事を守るた
め。

毎月：
£5/10/20/40/ 他

単発：
£10/25/50/100

/ 他

・ZSL ウェブサイ
ト の 最 上 段 に バ
ナ ー を 掲 載、 右
上 に DONATE 
TODAY のボタン
があり寄附申し込
みフォームに直結
する。

・毎月または 1 回
の 寄 附 か 選 択 す
る。

・最初のロックダウンの
期間中のロンドン動物
園とホイップスネード
動物公園の閉鎖によ
り、何百万ポンドもの
損害を被り、ZSL の
将来と野生動物が繁栄
する世界のための活動
が脅かされた。

・2 回目のロックダウン
の発生により、ZSL
とそこに住む 2 万頭
の動物たちの将来を守
り、我々が重要な科学
と保全の仕事を継続す
るための支援を必要と
している。

3/17

ロンドン
＆ベッド
フォード
シャー

ロンドン動物学
協会  

ZSL （Zoological 
Society of 
London） 

ロンドン動物園  
London Zoo 

ホイップスネード
動物園 

Whipsnade Zoo

ゴールドメン
バーシップ　 

Gold 
membership

大人
（16 〜 64 歳）

・銀行口座振替
£105

・カード払い
£131.25

館サイトから購入

・ロンドン動物園とホイップスネード動物園への入園
が 1 年中無料

・オンラインショップ、動物園内のショップとレストラ
ンで 10% 割引

・動物体験が 10% 割引
・ホイップスネード動物園の車での入場 50% 割引
・ロンドン動物園でのオフピーク駐車無料
・グレート・ホイップスネード鉄道が 50p 割引
（現在閉鎖中）
・ロンドン動物園のメリーゴーランド割引
・ホイップスネード動物園でのゴールドメンバー限定

の HUllabazoo 屋内プレイセッションを、その日の
最初のセッションで毎日楽しめる（現在閉鎖中）。

・厳選イベントの優先予約と割引
・新しい展示とショーのゴールドメンバー限定プレ

ビューイベント
・誰よりも早く野生動物のニュースが受け取れる。

紙・デジタル両方のメンバー限定更新
ZSL 図書館でのレファレンス（現在閉館中）

・ZSL ロンドン動物園でのファストトラック入場（時
間指定で運営されている間は利用不可）

・ZSL の動物園は 1 月
5 日から今後通知があ
るまで閉鎖中。

・本日、Membership
を購入していただくこ
とで、この嵐を乗り越
え、再開と同時に無料
で入場できる。

・ピーク時には無料チ
ケットの事前予約が必
要。$124 は課税控
除対象外

3/17

ロンドン 4（各博物館公式ウェブサイトに記載の内容）
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都市 /
地区 施設名 名称

（大区分）
名称

（中区分・
小区分等）

寄附を集める
目的

年会費又は
寄附金額 寄附の方法 寄附者にとってのメリット /

寄附者への特典 備考
館サイト
確認日

（2021年）

ロンドン
＆ベッド
フォード
シャー

ロンドン動物学
協会  

ZSL （Zoological 
Society of 
London） 

ロンドン動物園  
London Zoo 

ホイップスネード
動物園 

Whipsnade Zoo

ゴールドメン
バーシップ　 

Gold 
membership

子ども
（3 〜 15 歳）

・銀行口座振替
£70

・カード払い
£87.50

同上
・ロンドン動物園とホイップスネード動物園への入
園が1 年中無料

・子どもの追加特典は、同伴される大人の会員資格
によって異なる。

3/17

ロンドン
＆ベッド
フォード
シャー

ロンドン動物学
協会  

ZSL （Zoological 
Society of 
London） 

ロンドン動物園  
London Zoo 

ホイップスネード
動物園 

Whipsnade Zoo

ゴールドメン
バーシップ　 

Gold 
membership

3 歳未満
（0 〜 2 歳） 無料 同上 同上 3/17

ロンドン
＆ベッド
フォード
シャー

ロンドン動物学
協会  

ZSL （Zoological 
Society of 
London） 

ロンドン動物園  
London Zoo 

ホイップスネード
動物園 

Whipsnade Zoo

ゴールドメン
バーシップ　 

Gold 
membership

コンセッション
（65 歳以上、
登録した障がい
者、フルタイム

の学生）

・銀行口座振替
£94.50

・カード払い
£118.13"

同上 大人のゴールドメンバーシップ特典と同じ。
障がい者登録した会員
は、来園 1 回ごとに介
護者 1 名を無料で同伴
可能

3/17

ロンドン
＆ベッド
フォード
シャー

ロンドン動物学
協会  

ZSL （Zoological 
Society of 
London） 

ロンドン動物園  
London Zoo 

ホイップスネード
動物園 

Whipsnade Zoo

シルバーメン
バーシップ 

Silver 
Membership

大人
（16 〜 64 歳）

・銀行口座振替
£80

・カード払い
£100

同上
・ロンドン動物園とホイップスネード動物園への入園

が 1 年中無料
・メンバー限定のデジタルでの最新情報

シルバーメンバーシッ
プパスは、動物園への
アクセスを許可するだ
けで、余分なものは一
切ない。

3/17

ロンドン
＆ベッド
フォード
シャー

ロンドン動物学
協会  

ZSL （Zoological 
Society of 
London） 

ロンドン動物園  
London Zoo 

ホイップスネード
動物園 

Whipsnade Zoo

シルバーメン
バーシップ 

Silver
Membership

コンセッショ
ン（65 歳以上、
登録した障がい
者、フルタイム

の学生）

・銀行口座振替
£72

・カード払い
£90

同上 同上
障がい者登録した会員
は、来園 1 回ごとに介
護者 1 名を無料で同伴
可能

3/17

ロンドン
＆ベッド
フォード
シャー

ロンドン動物学
協会  

ZSL （Zoological 
Society of 
London） 

ロンドン動物園  
London Zoo 

ホイップスネード
動物園 

Whipsnade Zoo

Gift 
Membership

大人
（16 〜 64 歳）

子ども
（3 〜 15 歳）
コンセッション 

家族
（大人 1 人＋子
ども 4 人まで）

家族
（大人 2 人＋子
ども 4 人まで） 

ジョイント
アダルト / 
ジョイント

コンセッション

カード払いのみ
・大人£131.25
・子ども£87.50
・コンセッション

£118.13
・家族（大人 1 人＋

子ども 4 人まで）
£218.75

・家族（大人 2 人＋
子ども 4 人まで）

£325
・ジョイントアダルト

£237.5
・ジョイントコンセッショ

ン　£213.75

同上 ゴールドメンバーシップの特典と同じ 3/17

ロンドン
＆ベッド
フォード
シャー

ロンドン動物学
協会  

ZSL （Zoological 
Society of 
London） 

ロンドン動物園  
London Zoo 

ホイップスネード
動物園 

Whipsnade Zoo

ロンドン動物
学協会（ZSL）

への寄附

テキストメッ
セージ（携帯

メール）による
寄附 

Donate by 
text

£5
70700 にメ ー ル
すると、ZSL の保
護活動に£5 寄附で
きる。

3/17

ロンドン 5（各博物館公式ウェブサイトに記載の内容）
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ロンドン 6（各博物館公式ウェブサイトに記載の内容）

都市 /
地区 施設名 名称

（大区分）
名称

（中区分・
小区分等）

寄附を集める
目的

年会費又は
寄附金額 寄附の方法 寄附者にとってのメリット /

寄附者への特典 備考
館サイト
確認日

（2021年）

ロンドン
＆ベッド
フォード
シャー

ロンドン動物学
協会  

ZSL （Zoological 
Society of 
London） 

ロンドン動物園  
London Zoo 

ホイップスネード
動物園 

Whipsnade Zoo

ロンドン動物
学協会（ZSL）

への寄附

小切手による
寄附 

Donate by 
cheque

郵送用寄附フォーム
をダウンロードし記
入の上、名前・住
所の詳細とともに小
切手を送る。

3/18

ロンドン
＆ベッド
フォード
シャー

ロンドン動物学
協会  

ZSL （Zoological 
Society of 
London） 

ロンドン動物園  
London Zoo 

ホイップスネード
動物園 

Whipsnade Zoo

ロンドン動物
学協会（ZSL）

への寄附

電話による寄附 
Donate by 

phone

クレジットカードで
の寄附を希望する
場合は開発部へ電
話する。

3/18

ロンドン
＆ベッド
フォード
シャー

ロンドン動物学
協会 　 

ZSL （Zoological 
Society of 
London） 

ロンドン動物園  
London Zoo 

ホイップスネード
動物園 

Whipsnade Zoo

ロンドン動物
学協会（ZSL）

への寄附

JustGiving に
よるスポンサー
付き資金調達 

Run a 
sponsored 

fundraiser on 
JustGiving!

規模の大小にかかわ
らず、個人的な挑戦
による資金調達は、
野生動物が健康に育
つ世界のための我々
の活動を支援する。

自宅からホイップス
ネード動物園まで歩
いたり、スポンサー
付きパン焼きコンテ
ストを開催したり、
お気に入りの動物
に扮装して自宅から
働いてみたりするの
はどうだろうか。ア
イデアに終わりは無
い。

3/18

ロンドン
＆ベッド
フォード
シャー

ロンドン動物学
協会  

ZSL （Zoological 
Society of 
London） 

ロンドン動物園  
London Zoo 

ホイップスネード
動物園 

Whipsnade Zoo

ロンドン動物
学協会（ZSL）

への寄附

Amazon 
Smile 利用の

買い物 
Shop using 

Amazon 
Smile

アマゾンスマイルで
購入金額の 0.5% が
寄附される。

ウェブサイト掲載の
リンクをクリックす
るとアマゾンスマ
イルが購入総額の
0.5% をあなたが
選んだチャリティー
に 寄 附 するの で、
ZSL を選択。携帯
アプリでも利用可。

3/18

ニュー
ヨーク

（関連団体）
ロンドン動物学

協会  
ZSL （Zoological 

Society of 
London） 

ロンドン動物園  
London Zoo 

ホイップスネード
動物園 

Whipsnade Zoo

ZSL アメリカ 
ZSL America 

Inc.

URGENT 
COVID-19 
APPEAL

・ZSL の科学者たちは
動物源性感染症の研
究に取り組んでいる。
Covid-19 に関する
英国政府の法律によ
り、ZSL の動物園は
13 週間閉鎖された。
専門家たちは動物の
世話を続けてきたが、
我々の主な収入源に
大きな影響を与えた。
動物園の動物たちの
世話をするために、蓄
えていた資金を使い
切ってしまった。

・ 動 物 園 の 閉 鎖 は、
ZSL の世界的保全プ
ログラムへの資金援
助や科学的研究を支
援する能力に重大な
影響を与えている。

・ZSL は野生動物の違
法取引をなくすために
活動しているが、脆弱
な地域社会の多くは
Covid-19 の影響を
強く受けている。

・ケニアのクロサイ生息
地での 6 年間にわた
るパトロール活動と個
体数回復を継続する
ためには、緊急の資
金が必要。

・ZSL アメリカへの寄
附は、次のパンデミッ
クを防ぐ重要な役割
を演じる画期的な研究
と保全を可能にし、野
生生物が繁栄し、彼ら
とともに生きる地域社
会が繁栄する健全な
地球を確保することを
可能にする。

＄100/250/500
/1,000/6,000/ 他

ZSL アメリカの
サイトから寄附 課税控除の対象となる。

・ZSL America Inc.
は、 内 国 歳 入 法 第
501条Ｃ項 3 号に登
録された非営利団体
で、動物とその生息地
の世界的な保全に専念
している。

・英国の国際的な保全
チャリティである ZSL
と緊密に連携。

3/18
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ロンドン 7（各博物館公式ウェブサイトに記載の内容）

都市 /
地区 施設名 名称

（大区分）
名称

（中区分・
小区分等）

寄附を集める
目的

年会費又は
寄附金額 寄附の方法 寄附者にとってのメリット /

寄附者への特典 備考
館サイト
確認日

（2021年）

ニュー
ヨーク

（関連団体）
ロンドン動物学

協会  
ZSL （Zoological 

Society of 
London） 

ロンドン動物園  
London Zoo 

ホイップスネード
動物園 

Whipsnade Zoo

ZSL アメリカ 
ZSL America 

Inc.

ZSL アメリカ
Inc.  

パートナー・
パトロン 
Partner 
Patron

アフリカン・ワイル
ド・ドッグの群れを
監視するための、衛
星とリンクした首輪

への資金提供

$1,000+ ウェブサイトから
寄附できる

【ZSL アメリカ Inc. パートナー・パトロン特典】
・ZSL アメリカ Inc. の年次報告書でパトロンとして

認定される。
・米国、英国、またはスカイプで科学者や自然保護

活動家に会える。
・米英両国で開催される ZSL アメリカ Inc. 及び

ZSL のイベントへ招待される。
・オンライン・ウェブキャストやイベントへの招待
・ZSL アメリカ Inc. への支援は全て税控除の対象と

なる。
・ロンドン動物園とホイップスネード動物園への無料

入園。

3/18

ニュー
ヨーク

（関連団体）
ロンドン動物学

協会  
ZSL （Zoological 

Society of 
London） 

ロンドン動物園  
London Zoo 

ホイップスネード
動物園 

Whipsnade Zoo

ZSL アメリカ 
ZSL America 

Inc.

ZSL アメリカ
Inc. 

 ベネファクター
・パトロン 
Benefactor 

Patron

センザンコウ追跡
調査旅行資金を提供 $5,000+ ウェブサイトから

寄附できる 【ZSL アメリカ Inc. パートナー・パトロン特典】 3/18

ニュー
ヨーク

（関連団体）
ロンドン動物学

協会  
ZSL （Zoological 

Society of 
London） 

ロンドン動物園  
London Zoo 

ホイップスネード
動物園 

Whipsnade Zoo

ZSL アメリカ 
ZSL America 

Inc.

ZSL アメリカ
Inc.  

チャンピオン・
パトロン 

Champion 
Patron

ケニアのサイのため
に 24 時間の警備を

資金提供
$25,000+ ウェブサイトから

寄附できる

【ZSL アメリカ Inc. パートナー・パトロン特典】＋
・ZSL のシニアマネジメントチームメンバー ( ディレ

クターやキュレーターを含みうる ) のメンバーとの
会合（英国または米国）* 都合による

・種の保全に実際の影響を与えている世界的な保全
活動家、科学者、キュレーターへの卓越したアクセ
ス

・関心のある種や国について議論できる、ZSL の世
界的な保全プロジェクト訪問への招待 * 旅費は寄附
者の追加負担かつ、ZSL の同意が必要

・教育、科学、保全プログラム、動物園の展示に対
する、個人的支援の追加を話し合う機会 * 動物園
での展示には様々なネーミングライツが含まれう
る。

3/18

ニュー
ヨーク

（関連団体）
ロンドン動物学

協会  
ZSL （Zoological 

Society of 
London） 

ロンドン動物園  
London Zoo 

ホイップスネード
動物園 

Whipsnade Zoo

ZSL アメリカ 
ZSL America 

Inc.

ZSL アメリカ
Inc.  

アンバサダー・
パトロン 

Ambassador 
Patron

10 人のレンジャーの
訓練（レンジャー自身

と野生動物を
守るための）を

資金提供

$50,000+ ウェブサイトから
寄附できる 同上 3/18

ニュー
ヨーク

（関連団体）
ロンドン動物学

協会  
ZSL （Zoological 

Society of 
London） 

ロンドン動物園  
London Zoo 

ホイップスネード
動物園 

Whipsnade Zoo

ZSL アメリカ 
ZSL America 

Inc.

ZSL アメリカ
Inc.  

リーダーシッ
プ・サークル 
Leadership 

Circle

保全技術を利用して
何十万ヘクタールの
大自然の風景を守る

ための資金提供
$100,000+ ウェブサイトから

寄附できる 同上 3/18

ニュー
ヨーク

（関連団体）
ロンドン動物学

協会  
ZSL （Zoological 

Society of 
London） 

ロンドン動物園  
London Zoo 

ホイップスネード
動物園 

Whipsnade Zoo

ZSL アメリカ 
ZSL America 

Inc.

野生動物の違法
取引に対処する

ための支援 
Tackling the 

Illegal  Wildlife 
Trade with 

your Support 

地球最大の課題を解
決するための革新的
な解決策の実施

・$100: フィールドで
のレンジャーのブー
ツ 1 足購入

・$250: フィールドで
種を守るカメラトラッ
プ 6 台購入

・$500: 保全戦略を
支えるフェンス設置
を支援

・$1,000: フィールド
での道具、備品をパ
トロールチムに配備

・$6,000: ケニアで
反密猟団の共同体を
確立する

＄100/250/500/
1,000/6,000/ 他

ウェブサイトから
寄附できる 3/18
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ロンドン 8（各博物館公式ウェブサイトに記載の内容）

都市 /
地区 施設名 名称

（大区分）
名称

（中区分・
小区分等）

寄附を集める
目的

年会費又は
寄附金額 寄附の方法 寄附者にとってのメリット /

寄附者への特典 備考
館サイト
確認日

（2021年）

ロンドン
＆ベッド
フォード
シャー

ロンドン動物学
協会  

ZSL （Zoological 
Society of 
London） 

ロンドン動物園  
London Zoo 

ホイップスネード
動物園 

Whipsnade Zoo

お祝いと寄附 
Celebrate 

and donate

野生動物保護の
ためのパーティ 

Party to 
protect 
wildlife 

動物の世話と、世界
中の野生動物の保護
に役立てる。

【例示】
・£5 : キリンたちのた

めにキャベツ１箱
・£10: 記念日一日の

ライオンたちの餌
・£50: ペンギンたち

の空腹の嘴を養う
・£160: 霊長類たち

の１週間分の葉物野菜

£5/10/50/160

・特別な日にプレ
ゼントではなく、
寄附を依頼するこ
とで、特別な日を
感動的な方法で際
立たせる。

・JustGivingの Cel-
ebrating an occa-
sionと、facebook
の fundraiserへの
リンクバナーあり。

誕生日、結婚 3/18

ロンドン
＆ベッド
フォード
シャー

ロンドン動物学
協会  

ZSL （Zoological 
Society of 
London） 

ロンドン動物園  
London Zoo 

ホイップスネード
動物園 

Whipsnade Zoo

追悼の寄附 
Donate in 
memory

遺灰の散布 
Ash 

Scattering

世界トップレベルの
動物園での動物たち
の世話、フィールド
での重要な保全プロ
ジェクト、科学者た
ちの画期的な研究を
支援する。

£200+

・メール又は電話で
問い合わせ。

・小切手又は CAF
による 寄 附 を 歓
迎。

・カードでの寄附や
資金調達の場合は
電話で連絡。

・大切な人を失うことは決して簡単なことではな
いが、我々はこの困難な時期にあなたを助ける。
この特別な方法で大切な人を偲び、野生動物が繁
栄する世界を作ることを助ける。

・ロンドン動物園又はホイップスネード動物園で
プライベートな遺灰の散布を行うことができる。

3/18

ロンドン
＆ベッド
フォード
シャー

ロンドン動物学
協会  

ZSL （Zoological 
Society of 
London） 

ロンドン動物園  
London Zoo 

ホイップスネード
動物園 

Whipsnade Zoo

追悼の寄附 
Donate in 
memory

思い出のベンチ 
Memory 
Benches

同上 推奨寄附額
£2,000 以上 同上

・大切な人への言葉を選び、あなたのベンチに真
鍮製のプレートを作り、大切な人が好んだ場所に
設置することができる。

3/18

ロンドン
＆ベッド
フォード
シャー

ロンドン動物学
協会  

ZSL （Zoological 
Society of 
London） 

ロンドン動物園  
London Zoo 

ホイップスネード
動物園 

Whipsnade Zoo

追悼の寄附 
Donate in 
memory

Collections 
Create a Re-
memberance 

Page 
( 思い出のペー
ジを作成する )

同上 同上
・オンラインページを開設するのは、大切な人を思

い出す簡単な方法で、友人や家族を招いて寄附し
てもらい、思い出を語る。

JustGiving への
リンクバナーあり。 3/18

ロンドン
＆ベッド
フォード
シャー

ロンドン動物学
協会  

ZSL （Zoological 
Society of 
London） 

ロンドン動物園  
London Zoo 

ホイップスネード
動物園 

Whipsnade Zoo

追悼の寄附 
Donate in 
memory

トリビュート
ファンド 

Tribute Fund
同上 同上 ・友人や家族が寄附できる個人向けの追悼ページ

を作ることで、大切な人を偲ぶ。 同上 3/18

ロンドン
＆ベッド
フォード
シャー

ロンドン動物学
協会  

ZSL （Zoological 
Society of 
London） 

ロンドン動物園  
London Zoo 

ホイップスネード
動物園 

Whipsnade Zoo

資金調達 
Fundraise

動物たちのため
に家で夢中に

なる 
Go Wild At 

Home for our 
animals

ロックダウンが続き、
動物園が閉鎖されて
いるが、園内の 2 万
頭を超える動物たち
を世話する必要があ
り、世界中の野生動
物を絶滅から守る緊
急の必要性がある。
我々全ては多くの時
間を自宅で過ごして
いるが、離れていて
も資金を調達するた
めに一緒に参加でき
ることがある。

#Wi ldAtHome 
challenge の 中
から選ぶか、独創
的 で あ な た 自 身
に合った挑戦を選
び、野生動物のた
めの募金を始める。 
ソーシャルメディア
等で募金活動をシェ
アする。#WildAt
Home とタグ付け。

資金調達パックを
ダウンロード可 3/18

ロンドン
＆ベッド
フォード
シャー

ロンドン動物学
協会  

ZSL （Zoological 
Society of 
London） 

ロンドン動物園  
London Zoo 

ホイップスネード
動物園 

Whipsnade Zoo

ZSL パトロ
ネージ 

ZSL Patron-
age

パートナー・
パトロネージ 

Partner 
Patronage

パートナー・パトロン
として参加すると、あ
なたの寄附はナマケ
モノ、サル、鳥たち
の 1ヶ月分の朝食代
になる。

£600 又は毎月£50 ウェブサイトから
寄附できる

【パートナー・パトロネージの特典】
・あなたとあなたの家族の両動物園への無料入園
・動物に関する全ての問い合わせに対応する専任担

当者
・野生動物をより身近に感じることができるオンライ

ンと動物園でのパトロンイベントへの招待と、他の
ZSL のイベントへの招待

・私たちの動物園や世界的なプログラムの舞台裏を
紹介する飼育員、保護活動家、科学者からの個人
的な最新情報

・素晴らしいメンバーズマガジン Wild About
・園内ショップ、カフェ、動物体験での 10% 割引な

どの特典
・両動物園で年中無料駐車、ホイップスネード動物園

の車での入園無料
・プライマリーパトロンは来園の度に家族のゲスト 2

人が登録でき、さらに家族メンバーと共有できる無
料チケットを 2 枚受け取る

3/18
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ロンドン 9（各博物館公式ウェブサイトに記載の内容）

都市 /
地区 施設名 名称

（大区分）
名称

（中区分・
小区分等）

寄附を集める
目的

年会費又は
寄附金額 寄附の方法 寄附者にとってのメリット /

寄附者への特典 備考
館サイト
確認日

（2021年）

ロンドン
＆ベッド
フォード
シャー

ロンドン動物学
協会  

ZSL （Zoological 
Society of 
London） 

ロンドン動物園  
London Zoo 

ホイップスネード
動物園 

Whipsnade Zoo

ZSL パトロ
ネージ 
ZSL 

Patronage

ガーディアン・
パトロネージ 

Guardian 
Patronage

ガーディアン・パトロ
ンとして参加すると、
あなたの寄附はロンド
ン動物園の全てのヘ
ビ、カエル、トカゲの
1ヶ月分の餌代にな
る。

£1,350 又は
毎月£112

ウェブサイトから
寄附できる

【パートナー・パトロネージの特典】＋
・選択した動物園の個人的な歓迎ツアーで私たち

の仕事をより身近に感じる
3/18

ロンドン
＆ベッド
フォード
シャー

ロンドン動物学
協会  

ZSL （Zoological 
Society of 
London） 

ロンドン動物園  
London Zoo 

ホイップスネード
動物園 

Whipsnade Zoo

ZSL
パトロネージ 

ZSL 
Patronage

アンバサダー・
パトロネージ 
Ambassador 

Patron

アンバサダー・パトロ
ンとして参加すると、
あなたの寄附はロンド
ン動物園の全ての動
物に 1ヶ月間心地よ
い寝床を提供できる。

£2,500 又は毎月
£208

ウェブサイトから
寄附できる

【ガーディアン・パトロネージの特典】＋
・動物園のバックヤードでのユニークな動物体験（最

大７人まで）
・野生動物が繁栄する未来への我々のビジョンを学ぶ

ことができる ZSL のエグゼクティブ・コミッティー
のメンバーとの会合

3/18

ロンドン
＆ベッド
フォード
シャー

ロンドン動物学
協会  

ZSL （Zoological 
Society of 
London） 

ロンドン動物園  
London Zoo 

ホイップスネード
動物園 

Whipsnade Zoo

ZSL
パトロネージ 

ZSL 
Patronage

プレジデント・
サークル・

パトロネージ 
President’s 

Circle 
Patronage

プレジデント・サーク
ル・パトロンとして参
加すると、あなたの
寄附はロンドン動物園
のライオン、トラ、猟
犬、コンドルに 1ヶ月
間、美味しい肉料理
を提供できる。

£5,000 又は毎月
£450

ウェブサイトから
寄附できる

【アンバサダー・パトロネージの特典】＋
・種の保全に実際の影響を与えている世界的な保全

活動家、科学者、キュレーターへの卓越したアクセ
ス

・教育、科学、保全プログラム、動物園の展示に対
する、個人的支援の追加を話し合う機会

・私たちの国際的な保全プログラム 1 つへの招待（費
用は支援者負担）

3/18

ロンドン
＆ベッド
フォード
シャー

ロンドン動物学
協会  

ZSL （Zoological 
Society of 
London） 

ロンドン動物園  
London Zoo 

ホイップスネード
動物園 

Whipsnade Zoo

ZSL
パトロネージ 

ZSL 
Patronage

生涯にわたる
支援 

ZSL Life 
Patronage

生涯にわたるパトロ
ンとして、野生動物
が繁栄する世界に対
する ZSL のビジョ
ンを真に支えながら、
我々が共有する惑星
の将来に重要な影響
を与える。

£125,000

・本人と家族の、生涯にわたる両動物園への無料入
園

・動物に関する全ての問い合わせに対応する専任担
当者

・野生動物をより身近に感じることができる動物園で
のイベント、国際的なイベント、オンライン活動へ
の招待

・私たちの動物園や世界的なプログラムの舞台裏を
紹介する飼育員、保護活動家、科学者からの個人
的な最新情報

・どちらかの動物園での年次のバックヤードツアーで
動物体験

・ZSL のシニアチームとの会合で、野生動物の未来
を救うための我々の世界的戦略と計画の最新情報
を入手

・私たちの国際的な保全プログラム１つへの招待（費
用は支援者負担）

・しかるべき媒体での支援への感謝

3/18

ロンドン
＆ベッド
フォード
シャー

ロンドン動物学
協会  

ZSL （Zoological 
Society of 
London） 

ロンドン動物園  
London Zoo 

ホイップスネード
動物園 

Whipsnade Zoo

ZSL
フェローシップ 

ZSL 
Fellowship

英 国 政 府 の 国 家 的
ロックダウンの発表
を受け、ロンドン動
物 園 と ホ イ ッ プ ス
ネード動物園は 1/5
から追って通知があ
るまで閉鎖される。
2 万頭の動物たちに
餌をやり世話をする
のに今月は 100 万
ポンドの費用がかか
るが、その費用を支
え る 入 園 料 収 入 が
ない。Covid-19 は
ZSL の財政に深刻な
影響を与え続けてお
り、現在の支援は非
常に重要である。

大人 : £152 
コンセッション: £137 

海外 : £78 
非訪問 : £48 

大学院生 : £78 
学生 : £48

ウェブサイトから
寄附できる

・フェローたちは世界最先端の科学に裏打ちされ
た保護活動を探求し、野生動物から示唆を得るた
めに参加

・保全の未来を形作る優れたネットワークに参加
して、ニュースレターや出版物を通じて世界を
リードする科学者から、ZSL 動物園や英国及び
世界各地のプロジェクトに関する独占的なニュー
スを受け取る

・ZSL や他の組織の科学者との交流イベントに招
待される

・自分と家族がロンドン動物園とホイップスネー
ド動物園に入園無料

【フェローの特典】
・１回の来園につき１名のゲストの入園許可（サ

イン・イン )
・年間２枚の半額入園券
・ホイップスネード動物園への車の無料入園
・オフピーク時間帯のロンドン動物園での駐車場

無料利用
・ショップとカフェの割引

・1826年にラッフルズ
卿によって ZSL が設
立されて以来、多く
の著名人が ZSL フェ
ローシップに名を連ね
てきた。

・約２世紀にわたり、フ
ェローは野生動物が繁
栄する世界を目指す
ZSL のビジョンに欠か
せない存在。

・今日、我々のフェロー
は何千人ものコミュニ
ティーを形成。

・フェローは ZSL の戦
略とビジョンを達成す
るために、ZSL のシ
ニア・リーダーシップ・
チームと密接に協力
する評議員を選出し、
ZSL の運営組織の一
員となることを選択す
る。
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ロンドン 10（各博物館公式ウェブサイトに記載の内容）

都市 /
地区 施設名 名称

（大区分）
名称

（中区分・
小区分等）

寄附を集める
目的

年会費又は
寄附金額 寄附の方法 寄附者にとってのメリット /

寄附者への特典 備考
館サイト
確認日

（2021年）

ロンドン
＆ベッド
フォード
シャー

ロンドン動物学
協会  

ZSL （Zoological 
Society of 
London） 

ロンドン動物園  
London Zoo 

ホイップスネード
動物園 

Whipsnade Zoo

法人パートナー
シップ 

Corporate 
Partnerships

コーポレート
チームに連絡

ZSL は科学、保全、教育の分野で著名なチャリティ
で、様々な企画を通して使命を実行しているた
め、貴社のビジネスにも幅広い関与の機会がある。
Members、保全のパートナー、スポンサーにな
ることは、貴社のビジネスが CSR を行動で示し、
幅広い特別な利益を得る顕著でやりがいのある方
法だ。具体的には；
・国際的な保全団体との協力
・刺激的で記憶に残る野生動物体験
・将来世代のための生物多様性の保護
・従業員の間での環境問題への理解を育む
・ネットワーキングの機会や娯楽施設の利用

現在利用できる機会の
概要は以下の通り ;
・法人メンバーシップ
・スポンサーシップ
・保全プロジェクト
・発見と学習
　企業は、教材提供や
資金援助など、動物園
での学習機会を拡大す
るプロジェクトに参加
可能
・科学
　Institute of Zool-
ogy (IoZ) は、ZSL の
研究部門で、ユニバー
シティ・カレッジ・ロ
ンドンと共同で運営さ
れている。
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ロンドン
＆ベッド
フォード
シャー

ロンドン動物学
協会  

ZSL （Zoological 
Society of 
London） 

ロンドン動物園  
London Zoo 

ホイップスネード
動物園 

Whipsnade Zoo

法人パートナー
シップ 

Corporate 
Partnerships

法人メンバー
シップ 

Corporate 
Membership

貴社の寄附金は、野
生動物とその生息地
を保護する ZSL の
重要な仕事に直接使
われる。

同上

我々の法人メンバーシップは全てオーダーメイド
になっており、同じものはない。以下は最も人気
のある法人メンバーシップの要素の一覧である。
・従業員が 2 つの動物園に無料入園できる
・従業員グループにいずれかの動物園で ZSL への

入門日を開催する
・従業員への独占的なボランティアの機会
・時間外の動物園ツアーでの、間近で動物と遭遇

する機会
・ロンドン動物園での会場レンタル無料
・発表会、イベント、科学講演会へ招待
・ZSL の保全活動の専門家によるランチタイム・

オフィス・トーク
・ショップ＆カフェでの従業員への割引
・ZSL Wild About 誌の定期購読
・社内コミュニケーションのための ZSL 画像への

アクセス
・ZSL 年次報告書への謝辞掲載

現在の Members;
・American Express
・Bloomberg
・Paper Round
・Peak Scientific
・Shaftesbury
・State Bank of India
・The Howard de 

Walden Estate
・White & Case LLP
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ロンドン
＆ベッド
フォード
シャー

ロンドン動物学
協会  

ZSL （Zoological 
Society of 
London） 

ロンドン動物園  
London Zoo 

ホイップスネード
動物園 

Whipsnade Zoo

法人パートナー
シップ 

Corporate 
Partnerships

Sponsorship

2021 年に幾つかの
新しい代表的な展示
を開始する。この展
示について、一緒に
仕事をする機会を探
りたい。

同上

・グローバルな発言力を持ち、年間 140 万人以上
の来園者を持つ ZSL は、スポンサーのビジネス
の目標達成を手助けする独特の立場にある。

・ロンドン動物園は世界最古の科学的動物園、ホ
イップスネード動物園は英国最大の動物園かつ
ヨーロッパ最大の野生生物保全公園である。これ
らの場所は、貴社のブランドがユニークな環境の
中で活性化し、大勢の多様な来園者と関わりを持
てる理想的な機会を提供する。

・保全と持続可能性がかつてないほど重要になっ
ている現在、ZSL はこれらの課題に取り組むた
めの本物の手段を貴社ブランドに提供し、同時に
国連の持続可能な開発目標を達成するための手段
を提供する。
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ロンドン
＆ベッド
フォード
シャー

ロンドン動物学
協会  

ZSL （Zoological 
Society of 
London） 

ロンドン動物園  
London Zoo 

ホイップスネード
動物園 

Whipsnade Zoo

遺言による贈与 
Gifts in Wills

・遺産は ZSL の将来
に重要なものであ
り、あなたの支援は
真に価値がある。

・あらゆる規模の遺
贈は、ZSL の重要
な収入源になってい
る。

・用途に制限のない
寄附は、最も必要と
している場所に割り
当てることができる
ため、我々にとって
最も価値のあるも
の。

・我々のプログラム
は常に進化している
ため、組織として
の ZSL への寄附は、
あなたの遺言が実行
された後も我々の活
動を前進させうる。

・ZSL へ寄附を残
すには様々な方法
があり、遺言書の
作成は複雑である
必要はないが、遺
言書があなたの意
図を正確に反映し
ているか事務弁護
士に相談すること
を勧める。

・遺言書はあなたが署名する最も重要な書類かも
しれない。大切な人の世話をした後は、あなた
にとって本当に重要な目的を支援することができ
る。ZSL への贈与は、次世代のために自然の世
界の未来を確保するのに役立つだろう。

・チャリティへの寄附は、相続税の減免対象になる。

・地元の事務弁護士を
探 す に は The Law 
Society のオンライン
データーベースが利用
できる。

・遺言に ZSL が含まれ
ている場合はぜひお知
らせ下さい。

・ZSL の支援者は Fa-
rewill という遺言書作
成サービスを無料で
利用できる（費用は
ZSL が負担）。

・遺言で遺贈する場合の
金銭的メリットについ
て減税額を比較した実
例を掲載。
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ロンドン
＆ベッド
フォード
シャー

ロンドン動物学
協会  

ZSL （Zoological 
Society of 
London） 

ロンドン動物園  
London Zoo 

ホイップスネード
動物園 

Whipsnade Zoo

ラッフルズ協会 
The Raffles 

Society

・遺言の情報は共有する義務はなく、共有された
場合も極秘に扱われるが、共有を望む場合は、新
たに設立されたラッフルズ協会への参加を勧め
る。

・ラッフルズ協会会員として、イベントへの特別
な招待、ZSL の報告書、雑誌を含む定期的なコ
ミュニケーションを受け取る。

・ZSL の創設者ラッフ
ルズ卿に因んで名付け
られた協会は、将来世
代のために永遠の遺産
を残す点で ZSL に貢
献する寄附者の寛大さ
を讃えるためのもので
ある。
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