
笑顔寄付™

SMILE DONATION™

一般財団法人スマイル財団
〒104-0061  東京都中央区銀座２丁目１１番１号銀座ランドビル２F 

スマイルドネーション™

あなたの笑顔が寄付になるという発想へ♪

© 2019 MIYUKI SHIGETA

アイディア発表

2019.10.13

CONFIDENTIAL CONFIDENTIAL CONFIDENTIAL CONFIDENTIAL CONFIDENTIAL

本企画書は グローバルサイン社 時刻認証 「タイムスタンプ」で、企画の存在証明がデジタル刻印されています。
特許庁へ「特許出願」「商標登録」出願済みです。許可なく企画内容流用はできませんのでご注意ください。

ご協力いただく皆様へ

新型コロナに
負けない！

あなたのSDGS活動★

特許出願中



革新的な【おもてなし】アイディアで
全く新しい「SNS」を開発しました！！
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SDGs 対応ＳＮＳ
社会貢献事業として「一般財団法人スマイル財団」を設立&革新的なSNSを開発！

特許出願済み寄付SNS

日本赤十字社締結

スマイルドネーション™️とは、スマイル財団が所有する【新型SNS】寄付システム！！

サービス業界から医療・救援機関を支えていきましょう！

スマイル財団から日本赤十字社へ「全額寄付」



新しい日本の寄付文化をつくりたい！
一般財団法人スマイル財団 を設立しました！

3災害の多い世界を「笑顔寄付™」で守ろう！
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あなたの笑顔＆しあわせがきっかけで

相手が「しあわせ」を感じたら笑顔寄付™！
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寄付の文化が世界で著しく遅れている日本に新提案！

すごくうれしい瞬間に遭遇した時、周囲の人と愛を共有した時、お礼を表現したい時、
その瞬間を大切に「感謝の意味」を込めて寄付をするという発想です。＜笑顔寄付™＞
寄付は未来の災害で困る地域を支える日本赤十字社の活動支援に全額役立てられます。

・・・・
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寄付金キャッシュレスイメージ
【あなたの笑顔（サービス）がとても素敵でした！
そのお礼として、TIP代わりに、SMILE DONATION™で寄付しますね！】

集計された笑顔寄付金は、すべて各登録された都道府県ごとの日本赤十字社の活動資金に！
お店にとっては、寄付金額も告知することが可能になるのでプラスの口コミにも。

アプリのような
ウェブサイト

新型コロナに
負けない！

あなたのSDGS活動★

特許出願中



国内外における人道支援活動の「要」として歴史ある

日本赤十字社とパートナーシップを締結、活動を支援。
＜災害時にも支援経験が豊富で、組織力を発揮する日本赤十字社へ活動支援を申し出ました。＞

全国のホスピタリティ産業を営む企業を中心に、

オリジナルの募金箱やPOPを設置。集計後の

「寄付金」は、スマイル財団でとりまとめ、

定期的に日本赤十字社へ「全額寄付」致します。

※キャッシュレス化！自動システムも開発しました！ 6

日本赤十字社とのパートナーシップ
スマイル財団 各地支援

一般財団法人スマイル財団を新規に設立、本活動を管理・支援してまいります。

協力団体・企業 日本赤十字社
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①協力企業団体を エンジェルプレイス™️
②そこで働く人を エンジェルキャスト
③寄付をする人を エンジェルヒーロー™️
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発案者 重太みゆき（印象行動学者）

いしのまき観光大使・みやぎ観光PR大使でもある、亜細亜大学
教授でインプレッションマスター®として活動する重太みゆき氏
の発案によるものです。（新しい印象をつくる印象道の家元）
印象大国日本をスローガンにした印象行動のボランティア活動の
１つです。話題のインプレッショントレーニング®考案者。

自身も国際線客室乗務員や、都内老舗ホテルの社長室室長を経験
し、アジア各国を代表する企業を中心に印象力、おもてなし力を
あげる活動を長年展開、現在は、オリンピック選手や政治家など
の印象を変えるエキスパートとしても活躍中。
メディアでは、バラエティ番組などにも積極的に出演し、
笑顔の素晴らしさを表現する「パワフルエレガンテイナーⓂ」。
ホスピタリティ産業での長い経験が、今回の発案に繋がった。

株式会社エムスノージャパン代表取締役
一般社団法人日本印象行動学会代表理事
笑顔トレーニングであるスマイルトレーニングⓂも考案し、
海外にも積極的に笑顔進出している。

笑顔寄付™ (EGAOKIFU™) ／ スマイルドネーション™ (Smile Donation™)
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一般財団法人スマイル財団代表理事就任
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海外文化であるTIP（チップ）を

日本では寄付にしようという考え方です。

この新文化を、世界に先駆けて提案します。

おもてなしの精神で評価を得たとき、災害の多い日本だから、

それを「笑顔復興の社会貢献」につなげてみてはいかがでしょう？

あなたの「笑顔」や「ホスピタリティ」は、寄付になります！

いしのまき観光大使＆みやぎ観光PR大使 / 一般社団法人日本印象行動学会代表理事

亜細亜大学 ホスピタリティ・マネジメント学科 教授 重太みゆき
9

TIP（チップ）を寄付にしよう
おもてなしの力で、「TIP」を「寄付」として、いただきましょう！
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感動のTIPは、お客様だけではない。
笑顔寄付TMは、社内組織限定での導入も、もちろんOKです！

日々の業務の中で、「笑顔・おもてなし・サポート」に感謝するのは、
お客様だけではなく、社内の仲間や他部署のサポートに、
心を動かされることもあります。

そんな感謝の気持ちをかたちで表現することができ、
「社会貢献のサポート」にもつながります。

ココがもう１つの新発想！

「社内TIPで寄付」という新概念もつくりましょう。

お互いの感謝→「心の報酬」を
「笑顔寄付™」でもつくることができる！

社内・部署限定でもOK

※この場合、Tipと言うよりは「お礼を寄付に」という視点が近いです。

仲間に助けてもらったお礼もアリ

キャッシュレス
システムもあるので
現金の管理も心配なし！



家族・恋人・友人としあわせを感じた時、

その瞬間を寄付にしようという考え方です。

SMILE DONATION™の新文化を、世界に先駆けて提案します。

その日その瞬間、しあわせを得たとき、災害の多い日本だから、

それを「笑顔復興の社会貢献」につなげてみてはいかがでしょう？

あなたの「愛の証」で日本＆世界を守るお手伝いにしよう！

恋人と一緒にいて、しあわせを感じるスポットで「愛の証」を記念寄付にしよう！

一般財団法人スマイル財団 代表理事 印象評論家 重太みゆき
11

愛 (しあわせ) で毎日笑顔寄付™
今、その瞬間あなたは「HAPPY」ですか？その幸せを証にしませんか？
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その記念スポットは本物の愛の証へ。
笑顔寄付TMで、恋人・観光の記念スポットを寄付の場に。

その場所でロマンチックになったり、
感動したりする場所で、愛の証に
寄付をしていただくというもの。
その幸せを貢献として表現することで、
永遠の本物のしあわせになる。

さらにもう１つの新発想！

「恋人」同士の記念。絶景をみて感動！

その「しあわせ」をわけてみませんか。
QRコードで笑顔寄付™を実現します！

パネル看板設置するだけ

※その喜びをQRコードから地元の日本赤十字社の寄付につなげよう！

その第１号には「宮城県石巻市」を私たちは希望しています。



「笑顔を寄付する」 時代がやってきた。

かつてない発想で誰にでもできる社会貢献を！

笑顔寄付™を始めましょう！

まずは、募金箱の設置をするだけでもOK。

キャッシュレスだけでももちろん可能です。

あなたの笑顔が♥世界を幸せ♥にする！

笑顔が素敵だった！ホスピタリティが良かった！と感じて
いただけましたお客様（or 仲間）へ 笑顔寄付™のお願いです。
お客様の大切なご寄付は、日本赤十字社の活動資金として
全額寄付させていただき、災害などで苦労している日本を
始めとした各国・各地域へ貢献させていただきます。

（募金スタイルのPOPの一例：キャッシュレス化も。P.９参照） 13

Point

スマイル財団を通して全額 の活動資金にあてられます。日本赤十字社



寄付手法は【３パターン】③がオススメ
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① 募金箱寄付 （ＱＲコードでもキャッシュレス対応 ※③と同じ）

② バーコード寄付 （店舗等におけるレジでのキャッシュレス寄付）

③ ＱＲコード寄付 （希望場所。もちろん屋外看板でもキャッシュレス）

笑顔寄付™は、募金箱でもキャッシュレスでもＯＫ！！
「日本赤十字社活動費」として全額寄付。＜大型看板・フラッグも可！＞

① ② ③

POPは協力会社様
社内でも簡単に
取り入れやすい
のでオススメ。

大型看板も可

スマイル財団を通して
日本赤十字社活動費に

寄付されます

卓上POPや
ポスター等

2020年新開発
キャッシュレス

システム

←イチ押し！



新技術のキャッシュレスを説明
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笑顔寄付™は、キャッシュレス化に対応した新機能です。
協力店舗や場所の手間を一切かけず、自動化できます。

店舗やプレイスにあるPOP 笑顔寄付™コード入力するだけ

スマイル財団

スマイル財団



ここが超スゴイ①【無料HPを協力店ごとに提供】
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エンジェルプレイス™️（スマイル財団の審査が必要です）
協力店ごとにオリジナルのスマイルドネーション™HPが提供されます。

なんと！！店舗や協力スペースごとに、
オリジナルのHPを無償で制作します！ SDGs活動のPR用HPにもなります！

エンジェルプレイス

お店の社会貢献HPが
無料で制作提供されます。

お店やプレイスごとに、
利用者（お客様）からの
寄付金が入金されるごとに、

リアルタイムで金額表示され
ます。（前頁参照）

（キャッシュレス利用の場合）

SDGs にも！
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お店の接客や笑顔に感動したら「スマイルドネーション™」！

スタッフの笑顔や
接客に感動したら！

スマイルドネーション！

店舗オーナーの
契約締結が必要です。

店舗や施設

⾒本

パネルやボード

寄付BOX・パネルなど

⾒本

募金のご協力をお願いします

スマイルドネーション
あなたの笑顔で世界を救う！

エンジェルヒーローになって応援しよう

-

日本赤十字社の活動資金へ全額寄付されます。

見てね
ANGEL PLACE

TM

コード入力

一般財団法人スマイル財団 認定「エンジェルプレイス」です！

⬅

スマイル財団

特許出願中

あなたにもできる社会貢献SNS

▲

スタッフの
接客や

笑顔が良か
ったら

ご協力お願
いします♪

笑顔寄付™コードを入力♪

スマイルドネーション
あなたの笑顔で世界を救う！

エンジェルヒーローになって応援しよう

-

日本赤十字社の活動資金へ全額寄付されます。

見てね
ANGEL PLACE

TM

コード入力

１１３７７７

一般財団法人スマイル財団 認定「エンジェルプレイス」です！

⬅

スマイル財団

特許出願中

あなたにもできる社会貢献SNS

エンジェルプレイス【代表的な事例パターンA】

日本のおもてなし！お店のチップを寄付にする構図。

見本
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エンジェルプレイス【代表的な事例パターンB】

社員のボランティア活動で！講座代を寄付にする構図。



ここが超スゴイ②【利用者が寄付と応援をする】
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エンジェルヒーロー™️（ユーザーは無料登録するだけ）

定期的に寄付や応援メッセージをしてくれます！！

顧客が寄付するだけでなく、その場所の応援コメントも
HPに投稿してくれます！ その応援コメントは「応援メッセージのみ」！！

A：寄付者 B：協力プレイス

ポジティブ投稿のみ
マイナス投稿は徹底削除

笑顔と寄付と応援コメント
好循環でその場所を元気に

そしてそのエリアの
日本赤十字社を同時に

支援することができます！

応援
SNS開発!
#Tweedia

顧客

・・

スタッフ



ここが超スゴイ③ 【寄付の生涯履歴が残る】
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エンジェルヒーロー™️は、ゲーム感覚で楽しみながら、応援者として、活動します。
自分の心が動かされたr時、TIPとして、スマイルドネーション™を活用するようになります。

エンジェルヒーロー（顧客・利用者）は
スマホにこれまでの全寄付記録が保存されるので、満足度UP！

SNSのようなプロフィールページでも
自身の寄付記録とプロフィールを確認
できるので、１度ご利用していただくと

大切なリピーターになっていただくこと
ができ、寄付の度に応援メッセージを
投稿してくれます☆彡

スコアボードも

2020年7月SNSで映像CMスタート！



笑顔寄付™WEBサイトで生涯履歴
社会貢献を寄付の「数字」として履歴を残す。「アバター（HERO）も」
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各個人が寄付履歴を確認でき、

その寄付サイト別にもリアルタイムで

寄付額を残すことができる。

生涯寄付記録を残すことで、自分自身の達成感や満足感も。

※ 会員画面にあるパスポート機能を使うと、
寄付のスコア表を見ることができますので
スコアを表示していただいて割引サービスなども

各個人で寄付
履歴が生涯残せる

寄付額がカウンターでばばっと数字が変わる

企業は社会貢献を行う
素晴らしい人々に適切に
PR・応援する事もできる

会員アカウントではデジタル（会員証明証）

①寄付額の生涯履歴（有効期限はなし）毎年のランク分けあり

②寄付ごとの履歴表示を確認することも可能

※Tweedia上では、アバター利用で投稿ができます。本名をなくすことで寄付レベルを表現しやすい。



ここが超スゴイ④【個人でも！著名人でも参加！】
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なんと！！エンジェルプレイスに、以下の２つを追加！

エンジェルツリー エンジェルタレント

個人で登録して
各都道府県の
日本赤十字社の

支部を応援できる！

メディアで活躍する
タレントさんが
日本赤十字社を
応援できる！

タレントさんの
社会貢献SNS発行

ファンと一緒に活動

スマイル財団管理
都道府県別

エンジェルツリー
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エンジェルツリー 【代表的な事例パターン】

個人の能力やボランティア活動寄付をする構図。

もし、自分の能力で
誰かを喜ばせることができるのならば、
支援したい都道府県のパネルなどを

使って寄付を呼びかけることができる。

毎日行っているそのスキルを
その回だけ寄付にすることも可能です。

宮城県応援キャンペーン！など

大分県応援キャンペーン！など

その日の自分の気持ちで支援先の都道府県を選ぶ

災害の復興の気持ちを込めて支援先の都道府県を選ぶ
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エンジェルタレント 【代表的な事例パターン】

SNSメディアの力でファンと一緒に活動をする構図。

著名人が単独で行う復興支援のほか、
ファンと一緒に社会貢献として、
寄付を行うことができる！

憧れのあの人と一緒に活動を盛り上げ
その証に寄付と応援メッセージを
投稿していくことができる！



バーコード寄付キャッシュレス化も
最先端のキャッシュレス・スタイルで新しい寄付文化を盛り上げる！

海外のお客様にもなじみやすい寄付の新スタイルは、外貨でのBOX募金を避ける目的にも。
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スマイルドネーション™募金箱の

キャッシュレス化の一環として活用。

決済代行事業者様の支払い手数料に

関して、POP・財団HPなどで明記。

笑顔寄付™ スマイルドネーション™ POPだけでも呼びかけ、

バーコードタグＰＯＰを用意、レジ上で読み取り。
お客様が任意で金額を伝える。（もちろん現金でも可）

希望店舗によってはバーコードでも受け入れ可能です。

※ レジ横にバーコードタグなどを設置して、寄付の呼びかけを行う。募金箱がキャッシュレスに！

（一例）

スマイル財団を通して
日本赤十字社活動費に

寄付されます



笑顔寄付™はチップの新しいスタイル

AI時代がホスピタリティ業界で到来する今、ヒューマンサティスファクションを！

人々が人としての幸せをお互いに「確認しあう」ことが大切な時代がきました。

ロボットではなく人と人を繋ぐ最大の表現、それは「愛」です。

その愛をまずは、ホスピタリティ業界を中心に、

いまこそ、「表現」していきましょう！

２０２０年、世界中が日本に注目するこのタイミングで、

日本はチップが、社会貢献に直結するほどの「おもてなし力」がある。

そんな笑顔あふれる印象大国だと世界中に今こそ表現していくときです。

あなたの笑顔を、スマイルドネーション™（Smile Donation™）に！

笑顔の
相乗効果で

企業もスタッフも
お客様も
全員HAPPY

26

首里城再建支援（2020）の際、愛の共有という視点での【寄付】実証実験も実施。



「スマイルドネーション™」初スタートは

首里城美術工芸品収集復元支援

当初予定されていた2020年7月31日のデビューを
首里城火災被害により急遽前倒しにして、

スマイルドネーション™を緊急実施。

主催）株式会社エムスノージャパン
沖縄 デパートリウボウ

「あなたの笑顔が寄付になる！
スマイルドネーション™」として、

新しい募金活動を日本初で行い、集められた
寄付金は、沖縄美ら島財団へ全額寄付しました。

ここでの体験を通して、7月31日に備えます。
27

実績



首里城支援スマイルドネーション™
当日の会場のみで＜２５５,２５７円＞

28

合計で１０５万６２５７円の寄付が実現。
当日、６００名の会場で寄付を呼びかけた、
スマイルドネーション™。このような
スタイルの枠組みでは、異例の高い金額。
詳細報告書 https://www.egaokifu.com/tm

災害発生時には、いかに早く支援の共有の場をつくるのかということの大切さを学びました。
有事の際には、一般財団法人スマイル財団自らがこのような場を提供できるようにしたいです。
今回は、主催を現地沖縄企業であるデパートリウボウ様と株式会社エムスノージャパンにて、
２社の協力によりスムーズに行うことができました。（当日募金箱での寄付呼びかけでした）

実績

https://www.egaokifu.com/tm
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協力企業・団体のメリット

笑顔の循環が職場で自然と巻き起こり、
お客様や仕事仲間も寄付を通して、
感謝や喜びを「かたち」で表現できる。

サービスを提供する側も提供される側も、
他部署や上司部下の関係も、
新しい「愛」を共有することができる。

それが HS（ヒューマンサティスファクション）！



笑顔寄付™が心の報酬に繋がる

企業・雇用者の希望は、自発的に、

スタッフが笑顔で幸せに仕事をしてくれること

働く側の希望は、社会貢献できる仕事と充実のプライベート。

ヒューマンサティスファクションⓂ（AI時代到来。人として満足感を満たす考え方です。）

自身の給与や福利厚生の他、職場での心の報酬！

SMILE DONATION™ は

お客様のチップ（TIP）、職場の仲間の寄付を通して上記２つの希望を叶えます。

お客様側、職場の仲間側にも心の報酬を、発動者として感じていただくことができます。

希望を叶えます①

希望を叶えます②

30

全員の満足感を満たし
笑顔レベルも常に高い
好循環を生みます。

【あなたの笑顔（サービス）がとても素敵でした！
そのお礼として、TIP代わりに、SMILE DONATION™で寄付しますね！】
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笑顔寄付™の画期的なアイディア

お客様満足度の新たなる指針になり、さらに「社会貢献」にもつながります。

募金箱やPOPの金額でも、
お客様のリアルな満足感が各店舗ごとに数字で明確化される。

３万円
だった♪

うちは
７万円
だったよ！

２千円
だったー

協力企業様の視点からみると、このようなメリットもあります。
客観的な数字で「顧客満足度」も新しい社内の評価指針の１つにもなります。

お客様アンケートを取らずとも会社は把握！



寄付金募金箱デザインイメージ

大規模施設の場合などは個別デザインも
スマイル財団の事前許可があれば可能。

32

チップのご協力依頼文なども（P.１０参考）

協力企業様のご協力でBOXの製作費を支援していただきます。（自社用意も可能デザイン確認必須）

QRコードからは、協力企業団体のその場所の専用ページより、寄付が可能になります。



寄付金募金箱裏面デザイン（案）

大規模施設の場合などは個別デザインも
スマイル財団の事前許可があれば可能。

33

皆様の笑顔あふれるおもてなしが救援の寄付に
なる大切なBOXです。ご協力宜しくお願いします。

このBOXはこちらの団体の寄付で製作されました。

笑顔で日本を元気にしよう

このBOXはこちらの団体の寄付で製作されました。

笑顔で日本を元気にしよう

裏面には導入した担当者や代表からのメッセージを♪

皆様の笑顔あふれるおもてなしが救援の寄付に
なる大切なBOXです。ご協力宜しくお願いします。

（一例）

裏面 裏面

協力企業様（エンジェルプレイス等）のご協力でBOXの製作費を支援していただきます、
企業からのメッセージを入力することも可能です。



寄付や運営へのサポート表彰制度

前年の寄付額に応じて定期的に、一般財団法人スマイル財団（SF)

代表理事から顕著な協力をして頂いた団体・個人へ表彰式を行います。

① 寄付額に応じた表彰（細かい規定検討中）

② 運営に関する貢献を行ったものや団体・企業（細かい規定準備中）

③ 広報活動において顕著な活動を行った団体・企業・個人など

スマイル財団から日本赤十字社へ寄付は全額寄付となります。

34

スマイル財団からの感謝状の交付（税控除はなし）

※キャッシュレス対応で、クレジットカードを介する寄付に関しては、
クレジットカード代行会社による決済手数料が差し引かれた金額が全額寄付されます。
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SMILE DONATION™  サポーター
MYK 亜細亜大学経営学部ホスピタリティ・マネジメント学科

賛同した、東日本大震災復興支援を続けてきた５０人(今年)のチーム、

重太みゆき教授ゼミナール「MYK」がサポーターになりました。

この「笑顔寄付™」の普及のため、ホスピタリティ業界を中心に、

エンジェルプレイス™へのお声がけも開始。寄付を身近なものに♪

石巻市役所で市長に支援金をお届けしました

MYKの様々な活動はこちらをご覧ください。
（公式MYKHP）MYK重太みゆきで検索！
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なぜこのような発想が必要なの？
世界における日本の寄付文化とは。

２０２０年
「笑顔寄付™」が必要な
日本の寄付文化の現状



日本には新しい寄付文化の概念が
今こそ、必要な理由。それは・・・

CAF World Giving Indexというものをご存じですか？

・ Helped a stranger, or someone you didn't know who needed help?
・Donated money to a charity?
・Volunteered your time to an organisation?

上記などの視点から、国別に人助けとなる「おもいやり」や「寄付」などの指数を
調査したたもので、毎年、各国の順位づけがされています。

２０１８年世界ランキングでは、１４４カ国中、日本は１２８位！
この指数の算出方法には、様々な意見がありますが、
それでも、下から数えてこんなに早いとは、驚くべきことではないでしょうか？
近年では、日本でも災害の復興寄付や復興支援ボランティアが活発化され、
そんなはずはないと思う方々も多いはずで、SNSでも近年話題になってきています。

これはつまり、日本国内において、日々の生活文化の中に根差した、
日常当たり前のおもいやり表現や寄付文化の光景が必要なのだとおもわれます。 37

衝撃の結果



笑顔寄付™で日本の印象も変えたい

オリンピック・パラリンピック招致で話題の日本といえば、「お・も・て・な・し」
ホスピタリティ業界において日本では「チップ」という文化は基本ありません。
しかし、日本でもホスピタリティ業界に求められるのは、お客様への「笑顔の提供」。

スマイル０円が一番しっくりくるような文化でした。
これも素晴らしいことですし、否定されることは全くありません。
ただ、そんな思いやりあふれる日本が、先のように世界で順位づけがされて、
下から数えられる方が早いなんて、とても寂しいことだと思うのです。

そこで今日から気持ちを変えてみませんか。

スマイルは０円ではありません。
無限の価値を生み出すとても素晴らしいことだと。

あなたの笑顔だけでも「社会貢献」できるとしたら、とても素敵なことだと思うのです。
日常でホスピタリティ業界に接点があるのは、毎日のことです。
もしこの概念が日本で変われば、「笑顔大国日本」という、印象でますます素晴らしいと
思ってもらえる＜印象大国日本＞になるのではないかとわたくしたちは考えます。 38
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日本でのレジ横募金に関する調査

日本で行われている
レジ横 募金箱

調査からみえる
寄付の比率

これまでにない日本の寄付の実情＜比率調査＞へのヒント



レジ横の寄付金参考情報 ①

一例：日本全国のマクドナルド店頭募金箱の金額総計
2018（年間） ¥104,223,808- 店舗数約2,890店舗 １店舗あたり単純計算で￥36,064-

上記は、ドナルド・マクドナルド・ハウス支援を行う寄付。

40

１店舗あたりの１日の寄付額合計は、＜約９８.８円の寄付＞と算出される。

全国チェーンをもつ日本マクドナルドの2018年CSRレポートからの単純考察
通常の独自寄付に関する企業の情報を検証してみました。

年間来店者数は「１４億人」を超える。均等割では、一人当たり＠0.07円寄付
レジ横にある小銭BOXという印象が強く、募金の際は、小銭を１回数円単位と考えられる。

均等割り計算で、１店舗あたりの来店者数は、１日平均約１,３２７人の来店者である。

つまり１日１００円の募金には、1,327人以上の来店が必要！
仮に１人が１回あたり平均 ２円の場合、来店者数の「約3.72％」が寄付をする。

１人が１回あたり平均１０円の場合、来店者数の「約0.744％」が寄付をする。

愛すべきスマイル０円を根付かせた企業での寄付に関する情報をみてみましょう。



レジ横の寄付金参考情報 ②

一例：日本全国のモスバーガー店頭募金箱の金額総計 2018年8月-2019年7月（年間）

¥6,742,949- 店舗数約1,341店舗 １店舗あたり単純計算で￥5,028-
上記は、愛のモスボックス募金（盲導犬・視覚障がい者への支援）。

41

１店舗あたりの１日の寄付額合計は、＜約１３.８円の寄付＞と算出される。

全国に加盟店をもつモスバーガーHPにある2018年CSRからの単純考察
通常の独自寄付に関する企業の情報を検証してみました。

年間来店者数は「１億935万人」。均等割では、一人当たり＠0.06円寄付
レジ横にある小銭BOXという印象が強く、募金の際は、小銭を１回数円単位と考えられる。

均等割り計算で、１店舗あたりの来店者数は、１日平均約２２３人の来店者である。

つまり約7日間１００円の募金には、1,561人以上の来店が必要！
仮に１人が１回あたり平均 ２円の場合、来店者数の「約3.1％」が寄付をする。

１人が１回あたり平均１０円の場合、来店者数の「約0.619％」が寄付をする。

フランチャイズチェーンを中心に展開するモスバーガーを合わせて見ることで、
国内におけるレジ横（ファストフード店）の寄付率が参考になります。
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ファストフード店レジ横募金の場合

寄付をしてくれる人は約0.7％
（ひとり１回 １０円だった場合）

現状

寄付をしてくれる人が約0.7％でも
笑顔
寄付

笑顔寄付の発想は、ひとり１回 10倍の100円を目指しています。
また、笑顔寄付™という新しいキャッチ―なキーワードの露出で、

寄付をしてくれる人数のパーセンテージも確実に上昇が見込まれます。

チップをドネーションするという発想へ定着すれば、

これまでのレジ横の寄付額の１０倍の金額は実現できると確信しています。

10円を100円に！寄付文化をかえたい！

前述P.40の寄付調べ参照

寄付10倍を想定中

首里城支援
を実施して
可能性を
感じました
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笑顔寄付™から寄付文化を変える①
活動支援【ホスピタリティ業界／目標試算額】報告

（日本を代表するファストフード系店舗での想定）

寄付は来店 1人１回あたり 0.07円が目安。現状

笑顔寄付 寄付は来店 1人１回あたり 0.7円以上へ。

【レジ年間来店者数】 １万人の企業であれば、年間 ７千円
１０万人の企業であれば、年間 ７万円

１００万人の企業であれば、年間 ７０万円
１０００万人の企業であれば、年間 ７００万円

１億人の企業であれば、年間７,０００万円

「笑顔」や「サービス」でTIPをもらうという発想を定着させることが実現できれば、
上記以上の金額が想定されます。特に余った小銭を募金するという発想がこの場合。

※ キャッシュレス化が一気に加速している為、１回あたりの増額も期待できる。

モスバーガークラス→

この層の会社を中心に
協力呼びかけ検討中⇒

TIPを本来もらうような場所ではない店舗のレジ横をあえて想定し算出しています。

前述P.40の寄付調べ（均等割り）参照
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笑顔寄付™から寄付文化を変える②
活動支援【海外でTIPのある業界／目標試算額】報告

（日本を代表するレストラン・ホテルなどでの想定）

サービス提供側への寄付という考えは０円。現状

笑顔寄付 寄付は来店 1人１回あたり １００円以上へ。

【年間での接客数】 ３,６５０人の店舗であれば、年間 ３６万円
３６,５００人の店舗であれば、年間 ３６０万円
３６５,０００人の店舗であれば、年間３,６００万円

笑顔寄付™スマイルドネーション™が目指すチップドネーション™の考えはこの業界です。
高級レストランやホテルの場合は、お客様から一度に高額なチップでの寄付もありえます。

※ テーブル会計や、接客する側の個人が直接もらう方法をいかにスムーズにするかがキーポイント。
定着後、伝票をいれるケースにQRコードが貼付するのもよいかもしれません。

高級レストランやホテル
ではTIPを浸透させやすい

海外と同じようなTIPの展開に、時間をかけてチャレンジしていく発想。０円を変革。

海外でTIPが通常にある職種の場合、価格の１５％以上にあたるため、上記金額はあり得ない話ではない。
前述の通常レジ横にある金額設定とは、全く次元が異なる金額設定が考えられます。

（１日10人）
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