
（別紙）

農林水産省

取組主体 取組期間 取組内容

農林水産省 令和５年度 【酪農緊急パワーアップ事業】ECサイト等への販売形態の変更・消費拡大プロモーションを支援。

3/25-26
【土日ミルク食堂】春休みに向けて「給食のない日」にも子どもたちが牛乳を飲むことの大切さを幅広く伝えるため、3月25～26日の“土日”に、都内で「土日ミルク食堂」
を期間限定オープン。それに先立ち、春休み前の3月17日(金)にプレイベントを開催。
詳細はこちら（外部リンク）：https://donichi-milk.jp/

令和４年
11月下旬～

【給食のない日もカルシウム200＋チャージ！】家庭で子供たちがコップに貼って使用する「カルシウム200＋」シールを配布するとともに、「トッピングメニュー」などの新
たな牛乳の飲み方を提案。

３月 年度末の牛乳消費喚起のため、免疫力と美肌を強調した動画を配信。

３月 【ミルククラブ】本会発行のフリーマガジン「ミルククラブ」に、春休みで学乳が休止する年度末の牛乳消費喚起につながるレシピなどを紹介。

3/24 【おいしいミルクフェス】日本乳業協会主催のおいしいミルクフェスに参加し、酪農の状況や重要性などを講演。

（一社）日本乳業協会 3月下旬 Jミルク「#土日ミルク」と連携したアニメのSNS投稿を実施。

取組主体 取組期間 取組内容

牛乳や関連商品の値引き、販売促進等

（株）おやつカンパニー
3/20～

（3か月程度）
商品裏面に「牛乳でスマイルプロジェクト」マークと「牛乳と一緒で、更においしく！」というメッセージを掲載したスナック菓子「Eggtime」を発売。

東部飲料（株） 3/24～4/11 【「春休みはお家で牛乳」キャンペーン】学校給食休止中の消費促進として、宅配顧客、一般販売ともに1,000mlパックを特別価格にて提供。

札幌マドレーヌ本舗
マドマドレⓇ

3/27～4/7
【春のスマイルキャンペーン2023】北海道産生乳50％使用の「米粉のロールケーキ（プレーン味）」を通常価格から50円引きの１個税込１88円で販売（１日50個、期間中
合計500個限り）（お一人様5点限り）。

雪印メグミルク（株） １～３月 「雪印北海道100ゴーダクラッシュ／チェダークラッシュ」について春限定パッケージ品を展開。

2/2～2/28
【G-1（ゲレめしワン）グランプリ2023】札幌市内のスキー場（５会場）にて、牛乳や乳製品を使ったゲレめし（ゲレンデご飯）を開発し、参加者投票型の“ゲレめし”頂上決
戦を行う。※一部会場では牛乳のサンプリングも実施。

2/4～2/11
【＃ミルクdeみんな笑顔プレゼントキャンペーン】さっぽろ雪まつり会場にてブース展開を行い、来場者へ牛乳または乳飲料のサンプリングを実施。（1200個/日×8日間
＝9,600個）

3/16～4/7 【直営カフェでの牛乳サービス】春休み期間中、当社直営カフェにて、来店したお客様全員に牛乳を1杯サービス。（消費拡大訴求のオリジナル紙コップを使用）

北海道初山別村 3月 保育所のイベント等において、園児に明治おいしい牛乳1L×2本、クイックミル フレーバークストロー、ＪＡるもい「ゆめぴりか・ななつぼし」450ｇ×２個を提供。

東部飲料（株） 3/13～6/1 【+（プラス）ワンミルクキャンペーン】宅配全顧客を対象とした180ml瓶牛乳の1週間1本追加のキャンペーンを実施。

3/15 【みなと子ども食堂】NPO法人みなと子ども食堂様へ牛乳1,000本を無償提供。

3/29
【港区で働く皆さまの健康サポート＜牛乳サンプリング＞】港区に事業所がある”みなと環境にやさしい事業者会議の会員事業者”へ港区で働く皆さまへの健康サポー
トとして1000本を無償提供。同時に牛乳の価値を伝えるリーフレットも配布。

ミルクランド北海道（ホクレン）
3/18～

（5日間程度）
【ANAFESTAで北海道牛乳プレゼントキャンペーン】羽田空港・新千歳空港のANAFESTAで、お買い物をしたお客様に北海道牛乳をプレゼント（総数約22,000個）。
北海道牛乳の魅力や、牛乳の健康効果をＰＲする冊子も同時に配付。

アイ・ミルク北陸（株） 3/20～5/10
【「飲んで酪農家を応援！農協牛乳キャンペーン」】農協牛乳1000mlの広告欄上段にある当社イメージキャラクター「こみるちゃん」と「牛乳でスマイルプロジェクト」マー
クを3枚切り取り、専用はがき又は官製はがきにて応募いただいたお客様の中から、抽選で120名様に景品を贈呈。（A賞　能登牛すき焼き肉400g　20名様、B賞　ひゃく
まん穀5㎏　100名様）。

フィード・ワン（株） ３月末～４月上旬 乳業メーカーと連携し、ロングライフ牛乳（1.000mL×180本）を食支援ネットかながわに寄付。

共進牧場、神戸新聞 ５月～６月
【「かなしきデブ猫ちゃん」出版イベント牛乳の無償配布】神戸新聞で連載中の「かなしきデブ猫ちゃん」のイラストを牛乳パックに掲載し、兵庫県内の学校給食を中心に
出荷。4月～5月にかけて出版イベントで牛乳の無償配布を予定。

釧路市農業農村経営生産推進会議
令和４年３月～

２月末
市内農村地域の公共施設にて乳製品、牛乳を利用した特別メニューの提供、市内幼稚園等にヨーグルトの提供、各種イベントにて牛乳の提供、牛乳消費をPRするリー
フレットの作成などを実施。

令和４年８月～ 調理講習会、親子料理教室にて、牛乳摂取の促進リーフレットの配布。

２月～ 弊会HPにて、牛乳・乳製品を使用したレシピページを作成。

４月～
令和５年３月

2023年度調理講習会のおすすめレシピに、牛乳・乳製品を含むレシピを提案。(鯖のチーズ焼き、鶏肉とほうれん草のクリーム煮、豆腐のカレーグラタン)

令和４年９月～
牛乳でスマイルプロジェクトについての周知活動。当協会と関わりがある企業・団体とお会いする際に、常にプロジェクトに関する資料を持参し、主旨をご説明の上理解
を得て参加を促していく。

令和４年９月～
3月

【MILKLAND HOKKAIDO→TOKYO生産者イベント】北海道の酪農家を招聘した消費者交流イベントを毎月実施。
特に3月は同店舗4周年記念イベントも開催して展開を強化。

令和４年11月～
３月

【旅するミルクランド】大阪中心にキッチンカーを活用した、オリジナルミルクドリンク販売や北海道牛乳飲み比べを実施。移動型のPR展開。
詳細はこちら（外部リンク）：https://tabi-milkland-hokkaido.com/?utm_source=hontai&utm_medium=banner&utm_campaign=202211

令和４年10月～
３月

【ミルクランド北海道フェア】イオン・イトーヨーカドーで北海道産牛乳乳製品の大型物販催事「ミルクランド北海道フェア」を開催。

令和４年12月～
６月（予定）

【ミルク大臣】寺田心さんに「ミルク大臣」に就任していただき、SNSキャンペーンやCM放映を実施。新千歳空港に大型バナー広告を2月～3月に掲出。
詳細はこちら（外部リンク）：https://milkdaijin.jp/

（株）SN食品研究所 ～3月20日
弊社のオリジナルカレンダーにおいて、スマイルプロジェクトの公式ページを紹介すると同時に、国産の牛乳乳製品を使用した製品やレシピを紹介する紙面において
は、プロジェクトのロゴマークをワンポイントとして配置。4,600部を関係先に配布中。

（株）さとふる 2022/11/29～

ふるさと納税ポータルサイト「さとふる」にて、「ふるさと納税で“生乳あまり”解消を応援！牛乳・乳製品特集」を公開中。ふるさと納税のお礼品としてさとふるに掲載され
ている牛乳・乳製品を紹介するとともに、生乳余りに対する地域事業者の声や、生産者おすすめの牛乳を使ったレシピなども掲載中。3月17日（金）には、さとふるが商
品開発に協力した、春限定フレーバーの入ったアイスクリームセットのお礼品を紹介するコンテンツを公開。
詳細はこちら（外部リンク）：https://www.satofull.jp/static/special/milk-smile-project.php

2022/12/8～
近年、不安定な社会情勢やテレワークの増加などにより、不眠に悩む人が増えていることから、声優・諏訪部順一がホットミルクを飲みながら眠りをナビゲートする超熟
睡ＢＧＭ 「ＪＡ全農 ホットミルクと真夜中のモ〜ツァルト」を公開
詳細はこちら（外部リンク）：https://dodontodonburi.com/hotmilk/

2022/12/22～
【Youtube動画「虹のコンキスタドール”届けファンファーム　シーズン３”」】「全農の食の応援団」を務める女性アイドルグループ「虹のコンキスタドール」が、食と農の魅
力を発信するYoutube番組で「教えて！農業の○○ってなに？酪農家ってどんなお仕事？篇」を配信中。
詳細はこちら（外部リンク）：https://www.youtube.com/watch?v=Rz5_X1DDOAo

1/12～
【Youtube動画「虹のコンキスタドール”届けファンファーム　シーズン３”」】「全農の食の応援団」を務める女性アイドルグループ「虹のコンキスタドール」が、食と農の魅
力を発信するYoutube番組で「教えて！農業の○○ってなに？みんなで牛乳を飲もう篇」を配信中。
詳細はこちら（外部リンク）：https://www.youtube.com/watch?v=2kiYOHlEai0

よつ葉乳業（株）

森永乳業（株）、
みなと環境にやさしい事業者会議

JA全農（全国農業協同組合連合会）

2023年春の取組計画
※取組内容は現時点での計画です。

プレゼント企画、無償提供

（一社）Jミルク

レシピの発信や牛乳消費の呼びかけ

（公財）学校給食研究改善協会

ミルクランド北海道（ホクレン）

（一社）中央酪農会議
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JA全農（全国農業協同組合連合会） 2/10～3/9
【春休み、親子で！オンライン牧場体験ご招待キャンペーン】生産者と消費者をリアルタイムで繋ぐ『オンライン牧場体験』。
期間中にご応募いただいた方の中から抽選で50組の方を、3/24、25に開催する「オンライン牧場体験」に招待。
詳細はこちら（外部リンク）：https://www.zennoh.or.jp/press/release/2023/94118.html

日本農業新聞 12/21、2/20
乳業メーカー・団体の協賛のもと特集紙面を制作。第一弾では、酪農応援のために発売された商品や注目の新商品などを特集するとともに、酪農家への応援メッセー
ジを募集するキャンペーンを実施。第二弾として、集まった応援メッセージを日本農業新聞で特集広告として掲載。

４～５月 「雪印北海道バター」のレシピ動画を制作・広告を配信するとともに、店頭ストアビジョンを活用した訴求を展開。

1/10～
【「おいしい雪印メグミルク」と混ぜて「オリジナル雪印コーヒー」を楽しもう！】
「おいしい雪印メグミルク牛乳」と「雪印コーヒー希釈タイプ」を使った飲み方訴求を店頭ＰＯＰにて訴求。

４月上旬～６月 【「おいしい雪印メグミルク」WEBCM投入】「おいしい雪印メグミルク牛乳230ml/1000ml」それぞれで、WEBCMを放送。

オリオン機械（株） １月～４月頃
【#牛乳消費拡大】社の公式Facebookにおいて、月1回牛乳または乳製品を使用した料理の写真を配信。
詳細はこちら（外部リンク）：https://www.facebook.com/ORIONFarming

（株）日清煉乳 1月中旬頃～ 個包装加糖れん乳「ここだけ練乳」の外装段ボールに、プロジェクトロゴマークを印刷 （2023年1月頃製作分 700枚）。

（株）KOMAINU（「ちそう」） 2/27～28 日本国民の牛乳の消費量・牛乳の消費に対する意識をネットアンケートを用いて365人に調査。

3/1～3/31
【TBSラジオ「牛乳をみんなで飲もうキャンペーン」】当社をメインスポンサーに、TBSラジオのステーションキャンペーンとして、牛乳の消費拡大を図る。期間中、キャン
ペーン告知CMの放送、各ワイド番組で「牛乳に関するコーナー展開」や「リスナープレゼント」等を実施。
詳細はこちら（外部リンク）：https://www.tbsradio.jp/gyunyunomou/

3/5～26 【「中高生がもっと牛乳を飲みたくなるキャッチコピー」京急トレイン広告ジャック】中高生が考えた「もっと牛乳を飲みたくなるキャッチコピー」を電車内に掲示する。

2/14～3/2 【キャンプ飯アンバサダー募集】チーズとスキムミルクを使ったキャンプ飯をアンバサダーから募集し、インスタにて投稿してもらう。

3/9 【あしたね。プロジェクト】札幌市内の中学校を訪問し、酪農や牛乳に関する出前授業を実施。

4月～5月 【よつ葉 ミルク応援！キャラバン】関東・関西・北海道の計３ヵ所にて、牛乳飲用を啓蒙するイベントをファミリー層が多数集まる商業施設を会場にキャラバンを開催

（株）ニッセイコム 2/1～
当社に所属している管理栄養士が牛乳を飲むことによるメリットをお伝えするコラムを弊社HPに掲載。
詳細はこちら（外部リンク）：https://www.nisseicom.co.jp/column/hc_column/

（株）雨風太陽 2/2～2/4
【「牛乳消費でエールを送ろう」キャンペーン】産直アプリ「ポケットマルシェ」内において、牛乳消費を促すための送料補助キャンペーンを実施するとともに、ユーザーに
向けて生乳余りについての理解を深めてもらうコンテンツを作成。
詳細はこちら（外部リンク）：https://poke-m.com/stories/2309

2/8～
約2ヶ月程度

興真乳業株式会社『千葉県産地限定酪農牛乳』（1000ml）15万本の商品パッケージに、令和4年度高校生牛乳料理コンクール千葉県大会の優秀作品の広告を掲載。

2/24頃から
1年間

千葉酪農農業協同組合『房州酪農牛乳』（1000ml）190万本の商品パッケージに、令和4年度高校生牛乳料理コンクール千葉県大会の最優秀作品の広告を掲載。

（一社）全国農業協同組合中央会
２月上旬～
４月上旬

日本生活協同組合連合会と連携し、牛乳を取り巻く現状や消費拡大を訴求する内容を宅配チラシ等に掲載する取組等を支援。

２月上旬～
【米粉を使ったりんごのヨーグルトケーキ】「プロの料理家のおいしいレシピサイト Nadia」にて Nadia所属の料理研究家が作成した、こめの香（グルテンフリー）とプレー
ンヨーグルトを使用した「米粉を使ったりんごのヨーグルトケーキ」のレシピを掲載。
詳細はこちら（外部リンク）：https://oceans-nadia.com/user/10254/recipe/451643

３月上旬～
【春の予感🌸桜と米粉クリームチーズケーキ】クリームチーズをたっぷり使用し、米粉と春の予感を連想させる桜の塩漬けを使用したレシピをクックパッドに掲載。クリー

ムチーズと米粉のコラボレシピを発信することで日本の食料自給率アップを目指し、日本の食のミライを明るくしたいと思います☆
詳細はこちら（外部リンク）：https://cookpad.com/kitchen/11630559

４月上旬～
【春の彩り！米粉のマーブルシフォンケーキ】牛乳と米粉を使用し、桜パウダーと抹茶パウダーを使用したマーブルシフォンケーキのレシピをクックパッドに掲載。牛乳と
米粉のコラボレシピを発信することで日本の食料自給率アップを目指し、日本の食のミライを明るくしたいと思います☆
詳細はこちら（外部リンク）：https://cookpad.com/kitchen/11630559

オハヨー乳業（株） ２月～３月 岡山県の小学生に対し、牛乳ができるまで動画の視聴、搾乳模擬体験、牛乳からできている乳製品クイズ等を実施。

３月～７月頃
【ビスケットコラボ】森永製菓のビスケット商品（「マリー」や「ムーンライト」など）とのコラボ。「森永のおいしい牛乳シリーズ」の側面広告や店頭POP、双方のSNSで飲用
シーンを訴求。

４月初旬～ 
５月初旬

【ココアコラボ】「まきばの空」の側面で牛乳×ココアの飲用シーンを訴求。

３月～ Facebook配信による牛乳乳製品の消費喚起。

３月～ 広報誌「alic」・「畜産の情報」での牛乳乳製品に関する記事掲載。

３月上旬〜 【牛乳消費促進サンプリング企画】3月6日よりクックパッドメールマガジンにて参加者を募り、抽選で選ばれた方に「明治おいしい牛乳900ml」をプレゼント。

3/27～4/9
【つくれぽ・レシピ募集企画「子どもが喜ぶ牛乳」】3月27日～4月9日の期間でクックパッドサイトおよびクックパッドアプリにてレシピとつくれぽの募集を行い、レシピ投稿
者の中から「meiji賞」として選ばれた方には明治の牛乳や乳製品商品の詰め合わせをプレゼント。

愛知県 3/10頃～ 県公式SNSにおいて、牛乳でスマイルプロジェクトロゴマークを使用し、牛乳・乳製品の消費拡大を呼びかけ。

地域交流牧場全国連絡会
３月中旬～５月上

旬
会員（全国の酪農家等）が個人のSNSを使って、「酪農や牛乳・乳製品の魅力」を#2023春、#2023交牧連、#牛乳でスマイルプロジェクトをつけて発信。

3/16～ 【町監修レシピBOOKを発行！】牛乳の消費拡大、地産地消、町民の健康増進を図ることを目的に、町監修のレシピ本を発行。

3/20～ 牛乳の消費拡大を通じて町内酪農家を応援することを目的に、町公式YouTubeで酪農家訪問、牛乳を使用した料理を紹介。

（株）明治、リテイルメディア（株） 3/20～3/26 全国の流通チェーン（一部対象外あり）にて、「明治おいしい牛乳」を使用したレシピ動画を、農産物売場に設置してあるCookpadTV小型サイネージで配信。

（株）明治、（株）ニッスイ 3/24～4/14
【ニッスイ水産缶詰×「明治おいしい牛乳」フォロー＆リツイートキャンペーン】①両社のTwitter公式アカウントからオリジナルアレンジレシピを発信
②Twitterを活用したフォロー＆リツイートキャンペーンの実施。抽選で100名様にニッスイ缶詰の詰め合わせをプレゼント。

フィード・ワン（株） ３月末～４月上旬 小売店における牛乳販売促進を支援。

九州生乳販売農業協同組合連合会 4/1

【「もーっ」と知ってくだ祭！春の酪農・牛乳フェスティバル！in 九州】博多駅博多口大屋根下において、（１）サンプリング3,000セット（LL牛乳・リーフレット・冊子）、
（２）酪農スタンプラリー（模擬搾乳・模擬哺乳・エサ）、（３）牛乳パックと牧場の1日の展示、（４）ぬり絵・着ぐるみ回遊・風船配布、（５）企業コラボ（AGF、カルピス、カル
ビー、ハウス食品の無料試飲・試食、中酪MJブース）、（６）キッチンカー（ソフトクリーム、カフェ）、（７）ステージイベント（①酪農・牛乳トーク、②酪農・牛乳クイズ、③チア
ダンスステージ、④アイドルステージ）を実施。

和歌山県立南部高校 ４月 【南高フェス】本校の販売イベントが４月に２回予定されており、本校で製造したアイスクリームを販売し、牛乳製品の消費拡大PRを行う。

2/1～
【牛乳でスマイル レシピ】「薬膳レシピ」コーナー「牛乳」をつかった、ゆるっと薬膳、簡単レシピの紹介。山芋のホワイトソースグラタン（風） ＜ここ一番、踏ん張りがきか
ないなあっていう人に＞。

2/８～ 【牛乳でスマイル レシピ】「シェフズアドバイス」コーナーにて、パリから中山シェフが紹介。簡単レシピ「パリ的素敵なお茶の時間～ハーブミルクティー」。

3/8～
【牛乳でスマイル レシピ】「薬膳レシピ」コーナー「牛乳」をつかった、ゆるっと薬膳、簡単レシピの紹介。ちょっと咳がでるなあ。。。という方に。「牛乳寒天の桜あんみ
つ」。

3/15～
【牛乳でスマイル レシピ】「シェフズアドバイス」コーナーにて、パリから中山シェフが紹介。簡単レシピ「春野菜とハマグリのカプチーノ(牛乳をカプチーノのように泡立て
たものをお皿にふわっと乗せた1品)」。

4/10～公開予定
【MEALS IN MOVIES×牛乳でスマイル】名画のワンシーンからよみがえる素敵なメニューを紹介している「MEALS IN MOVIES」コーナーで映画内で登場する乳製品を
使ったメニューを紹介。映画『そらのレストラン』予定。

３月～４月 乳製品を使ったレシピ記事（３本を予定）を作成し乳製品の消費促進を支援。

３月～４月 乳製品を使ったレシピ記事を拡散し乳製品の消費促進を支援。

雪印メグミルク（株）

よつ葉乳業（株）

森永乳業（株）、森永製菓（株）

（株）明治、クックパッド（株）

素敵に、マルシェ　（サンケイアイ）

グリコ栄養食品（株）

（独）農畜産業振興機構

torothy
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３月～４月 乳製品を使ったレシピ記事（３本を予定）を作成し乳製品の消費促進を支援。

３月～４月 乳製品を使ったレシピ記事を拡散し乳製品の消費促進を支援。

4/14頃
【「クックパッド」トレンドトップ記事/クックパッドニュース 「レシピお披露目記事」】つくれぽ・レシピ募集企画で集まったレシピの中から数名のレシピを、クックパッドサイト
及びクックパッドアプリのトップページ記事や、クックパッドニュースで紹介。

4/19頃
【「クックパッド」トレンドトップ記事/クックパッドニュース 「レシピお披露目記事」】つくれぽ・レシピ募集企画で集まったつくれぽの中から数名のつくれぽを、クックパッドサ
イト及びクックパッドアプリのトップページ記事や、クックパッドニュースで紹介。

（一社）家の光協会 通年 Webメディア『あたらしい日日』や外部メディアで、生乳や乳製品を使ったレシピを「作ってみた」記事を配信。

アサヒ軽金属工業（株） 通年

公式SNSにて牛乳・乳製品を使用する料理レシピの紹介記事を投稿
（Instagram）https://www.instagram.com/asahi.lightmetal_official/
（Twitter）https://twitter.com/asahikeikinzoku
（Facebook）https://www.facebook.com/asahikeikinzoku/

終活・お墓の相談所いのり 1/1～12/31 ランチ・休憩時のカフェメニューに牛乳を使用したレシピを積極的に採用。

アグリリクルート（株） 3/1～31 社員をはじめ、友人知人に「牛乳・乳製品」を何か一つでも購入 してもらうよう呼び掛ける。

青森県東北町 3/2 【町議会開会日に牛乳で乾杯！】牛乳の消費拡大を通じて町内酪農家を応援することを目的に、町議会開会日にあわせて議員全員が牛乳で乾杯！

（株）ニッセイコム ３月中旬～ 社内の執務室・会議室に"牛乳でスマイルプロジェクト"のポスターを掲載して社内啓発を図る。

3月中旬～
【牛乳を使った献立で骨を元気に丈夫にしましょう！】学校給食が長期休みになる期間に合わせて牛乳を使った献立を取り入れる。職員用にレシピを掲示し、お知らせ
する。

通年 【朝すっきり！牛乳で便秘予防！】朝食前に牛乳200mlを提供。

佐藤　美紀
【企業の社会課題への取組としての酪農家の方々支援】勤務している会社で、会社としての社会課題への取り組みとして、酪農家の方々への支援として、社内コーヒー
メーカーで使用している国内産生乳製品の更なる消費増加の推進、社員への国内産生乳製品の購入補助等、会社として又個人としてできる支援を提案して実施。

クックパッド（株）

特別養護老人ホーム　長舟園

はらへり

その他
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