
 

2019 年 11 月 11 日 

BOSAI POINT PROJECT 

 

ポイントを寄付して未来の災害に備える 

ポイントドネーションシステム「ＢＯＳＡＩ ＰＯＩＮＴ」 
『世界防災フォーラム』 へ出展・登壇 

東北を中心に展開するポイント＆プリペイドカード「WA!CA（ワイカ）」との連携が決定 

 

 

HONDA ESTILO 株式会社（本社：大阪府吹田市、代表取締役社長：本田司）と、株式会

社ワンテーブル（本社：宮城県多賀城市、代表取締役：島田昌幸）が共同運営チームする

「BOSAI POINT PROJECT」は、ポイントを寄付して災害時に防災用品を届ける、ポイントドネ

ーションの新しい防災システム「BOSAI POINT」のサービスを国内外に向けて発信するた

め、2019 年 11 月 9 日（土）より開催される 『世界防災フォーラム 2019』 （会場：仙台国際セ

ンター / 東北大学 川内萩ホール）に出展します。また、11 月 12 日（火）13:30 より同会場

にて開催される「セッションプログラム」にて、「BOSAI POINT PROJECT」のメンバーが登壇

し、サービスの概要や新しい防災のあり方についてプレゼンテーションいたします。 

なお、本プロジェクトで連携する第二弾のポイントサービスとして、岩手県を中心に東北地

方で 230 店舗以上のドラッグストアチェーンを展開する株式会社薬王堂が展開するポイント

＆プリペイドカード「WA！CA（ワイカ）」が加わることを発表いたします。（連携は 2 月下旬予

定） 

今回の提携を記念し、 “東北から広げよう防災の輪”をコンセプトに、2020 年 3 月より東

北地域の企業とともにキャンペーン展開も予定しています。今後もサービスの拡大を進める

「BOSAI POINT」にご注目ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【出展概要】 

BOSAI POINT ブース 

日程：2019 年 11 月 10 日（日）〜12 日（火） 

会場：「世界防災フォーラム 2019」会議棟 2階 

   （仙台国際センター 住所：〒980-0856 宮城県仙台市青葉区青葉山） 

 

セッションプログラム 

日時：2019 年 11 月 12 日（火） 13:30〜 

会場：「世界防災フォーラム 2019」会議棟 2階 Room3 

   （仙台国際センター 住所：〒980-0856 宮城県仙台市青葉区青葉山） 

タイトル：「BOSAI POINT A new disaster-preventing service,using your untouched points to 

raise donations 」 

登壇者： 

・BOSAI POINT PROJECT事務局 

・ONE TABLE 代表取締役社長 島田昌幸 

・LINEほけん LINE Financial 株式会社 崔丁太  

           Mysurance株式会社 代表取締役社長 川上史人 

・ヤフー株式会社 執行役員 SR推進統括本部長 西田修一 

・AI 防災協議会 事務局長 福島直央 

・損保ジャパン日本興亜株式会社 企画開発部 課長代理 風間啓 

 

 

■防災の輪を広げる、新しい防災のかたち「BOSAI POINT」 

市場規模 2兆のポイント大国日本、余ったポイントを寄付して未来の被災地に支援を届ける 

日本は無数のポイントサービスが存在し、推定される市場規模は約 2兆ポイント＊1 です。一人

当たり約 1万 5670 ポイントを保有していますが、その多くは使用されずに失効してしまいま

す。キャッシュレス化が進むことでますますその傾向は増えると考えられます。BOSAI POINT

は、様々な保有するポイントを使って寄付するポイントドネーションシステムです。 

2019 年 8月より、北海道胆振東部地震から約 1 年となる北海道で、株式会社リージョナルマ 

ーケティングが提供する北海道共通ポイントカード「EZOCA」と第一弾のパートナー連携をし

サービスを開始しました。 

寄付されたポイントは被災地支援のため、金銭に換算して非常食や充電機器などの支援品の

購入にあて、来る災害に備えてストックし、災害時に全国各地の避難所に届けます。支援品の

ご用意は、株式会社ワンテーブルと連携します。同社は東日本大震災の被災経験をもとに、

電気・水・ガスがなくても食べられる、世界初の 5年間備蓄可能なゼリー食品「LIFE STOCK」

を開発してきました。BOSAI POINT が避難所に届ける支援品の中には、これらが含まれま

す。 

ドネーション頂いたポイントのうち約１割は、ドネーションしてくれた方にご自身に防災グッズ・

保険などを特典として還元します。またドネーションのうち一部を BOSAI POINT PROJECT の

システム運営・事務局運営に使用させて頂きます。 

 



■台風 15 号・台風 19号の被災地へ支援品をお届け 

2019 年 8月よりスタートした「BOSAI POINT」は、日本各地に大きな被害をもたらした台風 15

号により被害を受けた千葉県南房総市に BOSAI POINT非常用ゼリーをお届けしました。また

台風 19号により被害を受けた福島県いわき市でのボランティア支援を致しました。 

「BOSAI POINT」では、被災地でのニーズに応えられるよう、今後も支援品の充実を検討して

います。 

 

■一定ポイント以上のドネーションで自分のためになる２つの特典 

１．一定ポイント以上をドネーションしていただいた方には、ご自身の災害時に役立つオリジナ

ルの防災グッズ「BOSAI POINT グッズ」をお届けします。 

２．「BOSAI POINT ホケン」を提供します。「BOSAI POINT ホケン」サービスの提供におい

て、LINE Financial株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長 CEO：齊藤 哲彦）と、

損害保険ジャパン日本興亜株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：西澤 敬二）が

共同開発した、「LINE」アプリ上で損害保険に加入できる保険サービス「LINEほけん」とサー

ビス連携し、ご自宅地域に震度 6弱以上の地震が発生し、被害が発生した場合に 1万円が

すぐに受け取れる「地震のおまもり」（提供：Mysurance株式会社）をお贈りします*2。 

※グッズは累積 10000 ポイント、ホケンは累積 5000 ポイントで贈呈をいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■メインサポーターはサッカープレイヤー本田圭佑 

BOSAI POINT のメインサポーターは、HONDA ESTILO 株式会社のオーナーであり、プロサ

ッカープレイヤーの本田圭佑氏です。 

本田氏は長く被災地支援を続けてきました。東日本大震災後に「Notice of Honda災害支援

基金」を設立。宮城県石巻市にフットサル場を建設したり、被災地の子どもたちにサッカーボ

ールを届けたり活動を続けています。その後も 2016年 4月の熊本地震、同年 8月のイタリア

中部地震、2017年 9 月のメキシコ地震、2018年の豪雨など多くの災害で寄付しています。 

本田氏の協力のもと、BOSAI POINT は全国的なサービスの普及と、世界に日本の防災技術

を発信していくことを目指します。 

 

＜本田圭佑氏 プロフィール＞ 

生年月日：1986年 6月 13 日 

出身地：大阪府摂津市 

身長・体重：182cm・79kg 

現所属：SBVフィテッセ 

 

（イメージ 左：BOSAI POINT グッズ / 右：BOSAI POINT ホケン） 



本田氏はサッカー選手として活躍するほか、国内外に約 80校のサッカースクールを展開し、

オーストリアやカンボジアではプロサッカークラブの経営に携わっています。2016年に国連財

団から「Global Advocate for Youth」に任命されました。サッカーだけでなく、社会問題などに

目を向けながら活動しています。 

 

＜BOSAI POINT のご利用方法＞ 

 

① WEB ブラウザや下記 QR コードからサイト（https://bosaipoint.com）にアクセス 

※順次「BOSAI POINT」のアプリをリリース予定 

② 必要な情報を入力しサポーターとして登録 

③ サービス一覧から保有しているポイントと連携 

④ ポイント数を選びドネーションを実行 

⑤ ドネーション初回特典として本田圭佑メッセージが届きます 

⑥ ドネーションポイントが一定数を上回った場合、防災グッズ・ホケンをプレゼント 

 

①          ②            ③          ④          ⑤          ⑥   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■世界防災フォーラム 

スイスの防災ダボス会議と連携し、国内外から産・官・学・民の防災関係者が集まる日本発（仙

台発）の国際フォーラムです。防災ダボス会議が欧米の防災専門家中心であるのに対し、本

フォーラムは、アジアに重点を置き、広く市民も参加できるというユニークな特徴があります。東

日本大震災に関する知見の共有や防災の具体的な解決策の創出等を踏まえ、「仙台防災枠

組 2015-2030」の推進及び「BOSAI」の主流化を仙台から世界へ浸透させることを目指してい

ます。 

 

2017年の初会合では、42 ヶ国・地域から 947名の方が参画した「市民参加型国際会議」とし

て大成功を収めました。今後も、隔年で東北・仙台にてフォーラムを開催することにより、世界

の"BOSAI"を先導し、東北被災地の復興に貢献することを目指します。 

 

 

 

 

 



＜BOSAI POINT 運営概要＞ 

名称：BOSAI POINT PROJECT 

事務局所在地：〒107-0052  東京都港区赤坂 2-14-27 国際新赤坂ビル東館 18F 

事業内容：ポイントドネーションによる WEB サービス運営・防災活動 

設立年月日：2019 年 8月 29 日 

 

＊1 参考：株式会社矢野経済研究所『2018年版 ポイントサービス・ポイントカード市場の動向と展望』 

＊2 参考：「贈るほけん 地震のおまもり」サービス提供に関するプレスリリース（https://linecorp.com/ja/pr/news/ja/2019/2634） 

 


