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TFT が発信する「100 万人ごはん―自分と世界を変える―」とは？ 

開発途上国の栄養失調や飢餓問題、先進国では飽食による生活習慣病など、世界の食の不均衡を同時解決

することを目指し、日本発の社会貢献運動を行っている TFT。2007 年 10 月に日本で誕生した TFT は、「日本

でカロリーを抑えたヘルシーフード 1 食を食べるごとに、アフリカの子どもたちにあたたかい給食 1 食分（\20）

を寄付する」という活動を行っており、現在、大手企業や官公庁、大学、病院の社員食堂や、レストランなど 150

以上の団体・店舗がこの活動に参加しています。弊社は、TFT が主催する、国連が定めた「世界食料デー」で

ある 10 月 16 日から、「1 カ月で 100 万人の参加、100 万食の給食の寄付」を目指す「100 万人ごはん―自分と

世界を変える―」キャンペーンに参加し、直営店全店舗で TFT スペシャルメニュー展開をスタートします。 

 

■参加日程 ： 2009 年 10 月 16 日（金）～  ※終了日程：未定 

■参加店舗 ： カフェ・カンパニー直営店全店舗 

■対象メニュー／提供時間帯 ： 各店舗により異なります。次頁をご参照ください。 

■実施内容 ： 店舗にて「TFT 対象メニュー」をご注文いただくと、メニュー価格内の\20 が寄付されます。 

■寄付先 

弊社から TFT を介し、国連「ミレニアム・ビレッジ・プロジェクト」の窓口である「米国 NPO 法人ミレニアム・ 

プロミス」へ送金され、アフリカの子どもたちに届きます。 

 

 

 

 

 

 

 

カフェ・カンパニー株式会社（代表取締役社長：楠本修二郎／東京都渋谷区）は、日本発、世界の食料問題

の解決に取り組む NPO 法人 TABLE FOR TWO International（事務局長：小暮真久／東京都港区）（略

称：TFT）の活動に賛同し、「世界の食料問題を考える日」として国連が制定した 10 月 16 日の「世界食料デ

ー」を記念した TFT 主催のキャンペーン「100 万人ごはん―自分と世界を変える―」に参加します。 

「100 万人ごはん―自分と世界を変える―」キャンペーンに 

10 月 16 日の「世界食料デー」を記念した TABLE FOR TWO 主催イベント 

日本でヘルシーフードを 100 万食食べると、アフリカに学校給食を 100 万食届けられる 

カフェ・カンパニーも参加します。 

国連「ミレニアム・ビレッジ・プロジェクト」とは、世界で最も貧しい地域であるサハラ以南のアフリカ 1０カ 国にわ

たる約 80 の村々に、5 年という限定つきで、1) 農業、2) 基本的な健康、3) 教育、4) 電力・輸送・通信、5) 安

全な飲料水と衛生設備、の 5 つの面から包括的な援助を行い、ビレッジ住民の自立支援を図ることで、国連ミ

レニアム開発目標の主要な目標の一つ、最貧困の 削減に努めています。現在、約 40 万人のミレニアム・ビレ

ッジ住民が、その恩恵を受けています。「ミレニアム・ビレッジ・プロジェクト」は、国連開発計画（UNDP）、コロン

ビア大学地球研究所、ミレニアム・プロミスのパートナーシップによって運営されています。 
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■TABLE FOR TWO 対象メニュー／価格／提供時間／提供店舗  一覧 

(*1)「お好きな前菜 or サラダ or デザートのいずれか１品＋ドリンク」がつくミールセット \1,500 ／ 17:00～ 

(*2) 15:00～  ／  (*3)平日 16:00～  土・日・祝 17:00～  ／  (*4)16:00～  

 

トマトのマチェドニア ／ \550 ／ 終日 wired kitchen 浦和パルコ店 

ごぼうのショコラ 豆乳アイス添え ／ \650 ／終日 COOKCOOP CAFE 新宿丸井本館店／川崎 BE 店 

  

産直たっぷり有機野菜のパスタ  

\1,020 ／ ランチタイム（平日 11:00～15:00） 

A971：2F（六本木・東京ミッドタウン） 

 

BUDDHA 飯 ／ \1,000 ／ 16:00～  RESPEKT（渋谷） 

ベジタブルライスプレート ／ \1,200 ／ 16:00～ PLANET 3rd TOKYO（丸の内） 

ベジタブル BUDDHA プレート         

\1,200 ／ 平日 16:00～  土・日・祝日 11:30～ 

CAFE246（青山一丁目） 

 

牛肉と 6 種類の根菜野菜のポトフ      

\1,000 ／ 17:00～ 

OCEANS TABLE 新宿ルミネエスト店 

オクラと海老の生春巻き ピーナッツソース    

\600 ／ 17:00～ 

食堂居酒屋どいちゃん 本店／丸の内店 

どいちゃん茶家 大崎シンクパーク店 

 

胡麻味噌ベジタブル BOWL ／ ￥950 ／ 終日 

■WIRED CAFE 

渋谷 QFRONT 店／360°（原宿店）／新宿ルミネ店／新宿三越 ALCOTT 店／明大前店／アトレ上野店／

アトレヴィ五反田店／ルミネ北千住店／ルミネ立川店／横浜相鉄ジョイナス店／ラゾーナ川崎店／ 

川崎 BE 店／ルミネ大宮店／Nu chayamachi 店／NEWS 日本橋三井タワー店(*1) 

■WIRED CAFE Dining Lounge ウィング高輪店／六本木ヒルズ店 

■WIRED KITCHEN 南町田グランベリーモール店 

■Tokyo People’s Cafe駒沢店(*2) ■OCEANS BURGER INNららぽーと豊洲店(*3) ■Planet3rd 心斎橋店(*4)

 



 

 
Style makes your Community 

ニュースリリース配信元：カフェ・カンパニー株式会社 http://www.cafecompany.co.jp/ 

 

 

■会社概要 

会  社  名： カフェ・カンパニー株式会社  

W E B サ イ ト：  http://www.cafecompany.co.jp 

代  表  者： 代表取締役社長 楠本 修二郎  

設 立 年 月： 2001 年 6月 

所  在  地： 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 1-11-1 COI 西青山ビル 7F 

連  絡  先： TEL 03-5778-0477  ／  FAX  03-5778-0478 

事 業 内 容： 直営店事業、都市・商業企画プロデュース事業、設計・業態開発プロデュース 

事業、プロモーション事業、コミュニティチェーン事業 

================================================================================================================= 

■店舗一覧 

SUS-Shibuya Universal Society- ＜RESPEKT・COOKCOOP・SECO＞ ／ A971 ／ 246CAFE<>BOOK＜CAFE246・BOOK246＞  

Planet3rd 心斎橋店 ／ PLANET 3rd TOKYO（丸の内） 

WIRED CAFE 渋谷 QFRONT 店 ／ WIRED CAFE 360°（原宿） ／ WIRED CAFE 新宿ルミネ店 ／ WIRED CAFE 新宿三越 ALCOTT 店 ／ 

WIRED CAFE Dining Lounge 六本木ヒルズ店 ／ WIRED CAFE NEWS 日本橋三井タワー店 ／ WIRED フレンテ明大前店 ／  

WIRED CAFE ルミネ立川店 ／ WIRED CAFE アトレ上野店 ／ WIRED CAFE Dining Lounge ウィング高輪店 ／ 

WIRED CAFE アトレヴィ五反田店 ／ WIRED CAFE ルミネ北千住店 ／  

WIRED CAFE 横浜相鉄ジョイナス店 ／ WIRED CAFE ラゾーナ川崎店 ／ WIRED CAFE 川崎 BE 店 ／ WIRED CAFE 大宮ルミネ店／  

WIRED CAFE 梅田 NU chayamachi 店 ／ WIRED CAFE EXPRESS 阿倍野橋店／ WIRED CAFE 宇都宮パルコ店  

WIRED KITCHEN 南町田グランベリーモール店／wired kitchen 浦和パルコ店 

Tokyo People's Cafe 駒沢店 

OCEANS BURGER INN ららぽーと豊洲店／OCEANS TABLE ルミネエスト新宿店 

COOKCOOP CAFE 新宿マルイ店 ／ COOKCOOP CAFE 川崎 BE 店 

食堂居酒屋 どいちゃん本店／食堂居酒屋 どいちゃん丸の内店／どいちゃん茶家 大崎 ThinkPark 店 

IYEMON SALON KYOTO ／A971 CAFE（SHINGAPORE）  

 

■本件に関するお問い合わせ先 

＜ カフェ・カンパニー株式会社 ＞ 

所 在 地： 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 1-11-1 COI 西青山ビル 7F 

電 話 番 号： 03-5778-0470  ／  広報直通携帯：090-1202-3999  

Ｆ Ａ Ｘ 番 号： 03-5778-0475            

担 当 者： コミュニケーション企画グループ  広報・PR チーム  加藤菜緒  nkato@cafecompany.co.jp 

 


