2021 年 6 月 30 日

小売業各社と連携し、地域コミュニティの活性化をサポート

7 月 1 日から 2 カ月間、全国約 190 社の賛同企業と
株式会社 明治（代表取締役社長：松田 克也）は、主力商品の「明治プロバイオティクスヨー
グルト」4 ブランド各商品の売り上げの一部を、認定 NPO 法人 全国こども食堂支援センター・
むすびえを通じて、全国の「こども食堂」に寄付する取り組みを、7 月 1 日※1 から 2 カ月間、ご
賛同いただいた全国約 190 社の小売業各社と連携して実施します。

「明治プロバイオティクスヨーグルト」4 ブランド対象商品の一例

当社は、食を通じて、人々の心と体の健康に貢献することを企業理念としています。この理念
のもと、プロバイオティクスヨーグルトをはじめとした、生活者ひとりひとりの健康課題に役立
つ商品を提供してきました。
「こども食堂」は、地域の子どもや保護者などを対象にした食事の提
供にとどまらず、周辺住民や高齢者を受け入れ、地域交流の場としての役割も担っています。現
在のコロナ禍においても、地域社会の中でさらに大きな役割を果たしつつあります。全国こども
食堂支援センター・むすびえは、そのような全国の「こども食堂」をさまざまな取り組みによっ
て支援しています。
当社は、子どもから大人まで幅広い年代の方々が集まり、コミュニケーションの場としての役
割も担っている「こども食堂」の活動を、食を通じて支援することによって、地域全体の活性化
や地域社会の健康に貢献したいと考え、生活者の暮らしに身近に接しているスーパーや生協など、
賛同をいただいた小売業各社とともに、今回の取り組みを実施することとしました。具体的には、
7 月 1 日より 8 月 31 日までの 2 カ月間、取り組みにご賛同いただいた小売業各社における「明治
プロバイオティクスヨーグルト」シリーズの「明治プロビオヨーグルト LG21」、
「明治プロビオヨ
ーグルト R-1」
、
「明治プロビオヨーグルト PA-3」
、
「明治スキンケアヨーグルト素肌のミカタ」4
ブランドの対象商品について、小売販売金額の一部を当社より全国こども食堂支援センター・む
すびえに寄付します。
当社は今後も、お客さまの健康な食生活に貢献するとともに、持続可能な社会の実現を目指し
てまいります。

※1 一部の賛同企業においては、開始日が異なります。

【この件に関するお問い合わせ先】 株式会社 明治 広報部
〒104-8306 東京都中央区京橋 2-2-1 ＴＥＬ：03-3273-0700 ＦＡＸ：03-3273-0900

メールアドレス：meiji.kouhou@meiji.com

＜参考資料＞
■「こども食堂」について
「こども食堂」とは、子どもが一人でも行ける無料または低価格の食堂と定義されていますが、
子ども専用の食堂ではなく、子どもからお年寄りまで地域の多様な方々が参加できる「多世代交
流拠点」としても運営されています。
「こども食堂」は民間初の自主的・自発的な取り組みで、2020
年 12 月には全国に 4,960 カ所となりコロナ禍でも増え続けていることが分かっています。
（2020
年 12 月むすびえおよび全国の地域ネットワーク共同調査より）
月 1 回開催のところから 365 日 3 食を提供しているところまで多様にあり、お腹をすかせた子
どもへの食事の提供、孤食の解消、滋味豊かな食材による食育、地域交流の場づくりと、その目
的もさまざまです。昨今のコロナ禍においても感染対策を工夫し、これまでのつながりを生かし
たお弁当や食材の配布などのフードパントリーの活動を中心に広がりを見せています。
●詳しくはこちら（全国こども食堂支援センター・むすびえホームページより）
https://musubie.org/kodomosyokudo/

■認定 NPO 法人 全国こども食堂支援センター・むすびえについて
「こども食堂を通じて、誰も取りこぼさない社会をつくる」
というビジョンのもと、こども食堂の実態を調査・研究し普及・
啓発することや、各地域のこども食堂ネットワークを支援する
地域ネットワーク支援事業、こども食堂支援を行う企業・団体との連携事業などを通じて、多く
の人たちが未来をつくる社会活動に参加できることを目指したさまざまな活動を行っている団体
です。
●詳しくはこちら（全国こども食堂支援センター・むすびえホームページより）
https://musubie.org/

■賛同企業一覧（193 社、50 音順）
青森県民生活協同組合

イズミヤ株式会社

株式会社魚忠

株式会社アブアブ赤札堂

株式会社いちい

有限会社

株式会社アマノ

株式会社一小

株式会社ウオロクホールディングス

アルビス株式会社

株式会社伊藤チェーン

株式会社ウジエスーパー

イオン北海道株式会社

株式会社イトーヨーカ堂

株式会社ウシオ

イオンリテール株式会社

株式会社 いなげや

株式会社うめや

イオンリテールストア株式会社

ウエルシア薬局株式会社

株式会社エーコープ近畿

イオン琉球株式会社

株式会社ウェルパーク

株式会社 A コープ西日本

株式会社 イズミ

株式会社魚栄商店

株式会社エースワン

魚長

エコスグループ

生活協同組合コープさっぽろ

株式会社ダイイチ

株式会社エスマート

生活協同組合コープしが

株式会社ダイエー

エバグリーン廣甚株式会社/株式会

コープ東北サンネット事業連合

株式会社

社廣岡

株式会社コノミヤ

ダイレックス株式会社

株式会社エフ・クライミング

株式会社西條

株式会社田子重

株式会社遠鉄ストア

西條商事株式会社

株式会社玉屋(株式会社シーエムシ

株式会社オークワ

株式会社魚さいとう

ー)

株式会社オーシャンシステム

株式会社サッポロドラッグストアー

中部薬品株式会社

株式会社オオゼキ

株式会社

株式会社ツジトミ

株式会社おーばん

株式会社サニーマート

株式会社ツルハ

生活協同組合おかやまコープ

株式会社サンエー

株式会社デリシア

株式会社カルチャー

株式会社サンシャインチェーン本部

株式会社天満屋ストア

株式会社カワマツ

株式会社

株式会社 東急ストア

株式会社関西スーパーマーケット

株式会社三徳

株式会社東光ストア

株式会社キクコウストア

株式会社サンドラッグ

株式会社トウズ

株式会社九州屋

株式会社サンドラッグプラス

株式会社道東アークス

株式会社ぎゅーとら

株式会社

株式会社東武ストア

株式会社キューピット

株式会社サンフレッシュ

株式会社道北アークス

株式会社共栄商事(株式会社シーエ

株式会社サンマリ

株式会社トップ

ムシー)

株式会社三和

株式会社ドミー

京都生活協同組合

株式会社 静鉄ストア

トヨタ生活協同組合

株式会社杏林堂薬局

株式会社しまむら

株式会社なかやま牧場

株式会社近商ストア

清水商事株式会社

株式会社ナルス

株式会社銀ビルストアー

市民生活協同組合ならコープ

株式会社仁科百貨店

株式会社くすりの福太郎

食品館アプロ

西山寛商事株式会社

株式会社グランドマート(株式会社

株式会社スーパーアルプス

株式会社ニチエー

シーエムシー)

株式会社スーパーカケモ

株式会社

株式会社京王ストア

株式会社スパーク

株式会社ハートフレンド

株式会社京阪ザ・ストア

株式会社スポット

株式会社ハシドラッグ

株式会社光洋

株式会社星光堂薬局

株式会社ハズイ食料品店

生活協同組合コープあいづ

株式会社セイミヤ

株式会社ハッピーテラダ

コープあおもり

株式会社 セブンスター

株式会社原信

生活協同組合コープおきなわ

株式会社せんどう

株式会社ハローデイ

生活協同組合コープこうべ

相鉄ローゼン株式会社

株式会社 阪急オアシス

サニーTSUBAKI

産直

サンプラザ

大国屋

野嵩商会

株式会社 ヒバリヤ

株式会社

北海道ジェイ・アール・

びはん株式会社

フレッシュネス・リテール

株式会社ヤスサキ

株式会社ひらせいホームセンター

本間物産株式会社

株式会社ヤマザワ

生活協同組合ひろしま

株式会社マイヤ

株式会社やましろや

株式会社 Facio

株式会社マエダ

有限会社山田商店

株式会社フィールコーポレーション

マックスバリュ東海株式会社

株式会社ヤマダヤ

株式会社ブイシージー

マックスバリュ北陸株式会社

株式会社ユタカファーマシー

株式会社フーズマーケットホック

株式会社松源

株式会社ヨークベニマル

株式会社福田屋百貨店

株式会社マツモト

株式会社横濱屋

株式会社福原

株式会社マツヤスーパー

株式会社よこまち

株式会社フジ

株式会社ママーストアー

株式会社ラルズ

株式会社フジマート

株式会社マルイ（新潟）

株式会社リウボウストア

株式会社フジマート四国

株式会社マルイ（岡山）

株式会社リオン・ドール

株式会社富士薬品

株式会社マルイチ

ーション

株式会社ＰＬＡＮＴ

株式会社マルエー

両備ホールディングス株式会社

フレスコ株式会社

株式会社丸喜

備ストアカンパニー

株式会社フレスタ

株式会社

生活協同組合連合会コープ九州事業

株式会社フレッセイ

株式会社丸正高木商店

連合

株式会社 プロテクト

株式会社まるだい(株式会社シーエ

生活協同組合連合会東海コープ事業

株式会社文化堂

ムシー)

連合

紅屋商事株式会社

株式会社マルト商事

株式会社Ｙストア

株式会社ベルジョイス

株式会社

株式会社ワイズマート

株式会社 豊月

株式会社マルフジ

株式会社和興

北雄ラッキー株式会社

株式会社三河屋

株式会社わたなべ生鮮館

株式会社ホクレン商事

株式会社みしまや

丸久

丸広百貨店

ヤオマサ株式会社

コーポレ

両

■対象商品一覧
・
「明治プロビオヨーグルト LG21」
（計 8 品）
明治プロビオヨーグルト LG21／明治プロビオヨーグルト LG21 低脂肪／明治プロビオヨーグルト LG21 砂糖不使
用／明治プロビオヨーグルト LG21 アロエ脂肪 0／明治プロビオヨーグルト LG21 プレーン／明治プロビオヨーグ
ルト LG21 ドリンクタイプ／明治プロビオヨーグルト LG21 ドリンクタイプ低糖・低カロリー／明治プロビオヨ
ーグルト LG21 ドリンクタイプアロエ

・
「明治プロビオヨーグルト R-1」
（計 13 品）
明治プロビオヨーグルト R-1 ドリンクタイプ／明治プロビオヨーグルト R-1 ドリンクタイプ低糖・低カロリー／
明治プロビオヨーグルト R-1 ドリンクタイプストロベリー／明治プロビオヨーグルト R-1 ドリンクタイプブルー
ベリーミックス／明治プロビオヨーグルト R-1 ドリンクタイプ砂糖不使用甘さひかえめ／明治プロビオヨーグル
ト R-1 ドリンクタイプ夏限定グレープフルーツミックス※2／明治プロビオヨーグルト R-1／明治プロビオヨーグ
ルト R-1 低脂肪／明治プロビオヨーグルト R-1 砂糖不使用／明治プロビオヨーグルト R-1 ブルーベリー脂肪 0／
明治プロビオヨーグルト R-1 ストロベリー脂肪 0／明治プロビオヨーグルト R-1 プレーン（336g）／明治プロビ
オヨーグルトプレーン（112g）※2
※2 2021 年 7 月 6 日より期間限定発売予定

・
「明治プロビオヨーグルト PA-3」
（計 2 品）
明治プロビオヨーグルト PA-3 ドリンクタイプ／明治プロビオヨーグルト PA-3

・
「明治スキンケアヨーグルト素肌のミカタ」
（計 1 品）
明治スキンケアヨーグルト素肌のミカタ

