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アメリカ合衆国ユタ州に本部を置くNGO法人 Globus　Relief は、1996 年に設立されました

医療資源・人道支援団体として創業以来、Globus Relief は世界 140 カ国以上、800 以上の慈善団体に 10 億ドル以上の物資を提供してきました

ユタ州ソルトレークシティにある 10 万平方フィートの倉庫で、医療機器や物資の収集、梱包、配布の作業を 20 人以上の専任のスタッフが従事しています

活動内容

Globus  Relief 社について

Globus Relief の使命は、善意によって集まった医療機器や医療物資を

　　世界中の慈善団体と協力し、世界中に届け、医療環境を改善することです

　世界では毎日、数万人の子供たちが本来であれば予防可能で治療可能な病気で命を落としています

また、下痢、栄養失調、出産合併症、創傷感染症、病気などの予防可能な健康問題でも、何千人もの

成人の命を奪っています

これらの人々は、必要とされる基本的な医療や物資が不足した環境で、 生命を維持するための最低限

の栄養と健康状態を満たすことが出来ず亡くなっていきます

　世界にはこれらの恵まれない人々を助けるために努力している医療機関、救援機関、フードバンク

高齢化サービスグル  ープ、孤児院、学校など数百もの組織があります

　Globus Relief は、これらの慈善団体、企業及び政府機関と提携し、医療機器、医療物資の提供、

品質基準を向上させ、医療や必要とする人々の取り巻く環境を改善するための支援を続けています

また、活動内容としてプロジェクト管理、基準と対策の設定、タイムラインの開発、プログラムの

経費管理、機器の保守、設置、トレーニング、教育なども行っています

詳しくは・・www.globusrelief.org　（英語）

2017 年　主な活動
4200 万ドル相当の支援物資を援助しました

42 カ国の国々が支援を受けました

そのうち 39 カ国は新興国で、新たにコンゴ民主共和国と

キルギス共和国の 2カ国が加わりました

892 回の人道支援活動を行い

718 回はアメリカ国内、174 回は海外での活動です

170 の慈善団体と協力しました

99 の地元および地域社会

54 の医療機関

12 の大規模な国際組織

1つの特別プロジェクト

主なプロジェクトの種類

病院や診療所、難民介護、医療機関、災害救援

医療教育、障害者サービス、歯科医療

Globus Relief

1775 West 1500 South

Salt Lake City, Utah 84104

+01-801-977-0444

自立・人道支援機構 ASK は、Globus Relief 社と提携しています

皆様の寄付により一つのコンテナで 100 万ドル相当の医療物資が様々な地域、国に届けられます

www.npoask.org
ASK

www.globusrelief.org

Globus Relief

1775 West 1500 South

Salt Lake City, Utah 84104

Globus Relief was founded in 1996. Since our founding, Globus Relief has distributed over $1 billion (fair market value) of supplies to
 more than 800 charities at work in over 140 countries. Twenty full-time employees oversee the work of gathering, processing, and 
distributing humanitarian supplies in our 100,000-s.f. warehouse in Salt Lake City, Utah. 

Every day, tens of thousands of children throughout the world die from readily preventable and treatable illnesses. 
Preventable health problems like diarrhea, malnutrition, childbirth complications, wound infections, and disease also claim the lives of
 thousands of adults every day. These people die simply because they lack the resources and access to basic healthcare required to meet 
minimum health and nutritional needs to sustain life. 

There are hundreds of organizations ‒ medical clinics, relief agencies, food banks, aging services groups, orphanages, schools, etc. 
Globus Relief aims to support these charitable organizations that directly serve these individuals in need.
We are a medical resource humanitarian organization.  We are committed to partnering with other charities, corporations and 
governments working to improve the delivery of healthcare across the world. 
We accomplish the improvement of health care through the following five key deliverables:
Assessment  Consulting  Acquiring, Packaging and Distributing (APD)  Providing Bio-Tech Solutions  Training

MISSION

About Globus Relief

2017 HIGHLIGHTS
$42 million in aid provided

42 countries served
39 developing countries
Representing 1.9 billion people
2 new countries served
Democratic Republic of the Congo and Kyrgyzstan

892 humanitarian orders
718 domestic
174 international
170 charity partners
99 local & community
54 medical mission
12 large international
1 special project

Major project types 
Hospitals and clinics, refugee care, medical missions, 
disaster relief, medical education, services for individuals 
with disabilities, dental care

ASK stands for partnership with Globus Relief
Donation of everyone brings $ 500,000 worth of medical supplies to various regions 
and countries in one container

EbisuGardenPlaceTower18F, Ebisu EbisuGardenPlace, Shibuya-ku, Tokyo, 150-6018, Japan
+81-3-5422-9911 FAX

Introduction

The mission of Globus Relief is to improve the delivery of healthcare worldwide 
by gathering, processing and distributing surplus medical and health supplies to 
charities at home and abroad. 


