
和ごはん⽉間メンバー企業・団体等活動予定表

⾷べたい
買いたい

参加
したい

知りたい
その他

（  ）
味⽇本（株） 9⽉11⽇ 〜 11⽉8⽇ 作って応援！「ザ･広島ブランド」レシピ･ハンドメイ

ド作品コンテストに協賛
Instagram 広島市商業振興課が開催する「作って応援！「ザ･広島ブランド」レシピ・ハンドメイド作品コンテスト」に味⽇本（株）とし

て、認定品の「広島産⼤⽻いりこだし」を協賛し、「広島産⼤⽻いりこだし」を使⽤したレシピをInstagramに投稿しPRしま
す。

〇 〇 〇

11⽉1⽇ 〜 11⽉30⽇ 具だくさんみそ汁の普及活動 全国量販店及びマスメディ
ア（TV等）

トレンド化している具だくさんみそ汁を「うちの満菜みそ汁」と称し、全国のご家庭の⾷卓出現向上に向けた喚起施策を実施し
ます。 〇

11⽉1⽇ 〜 11⽉30⽇ 全国の地⽅局パブリシティ施策 全国の地⽅局（当社選定） 「ほんだし®」発売50周年を機に、これまでご愛顧頂いた感謝を伝えると共に、今後もご家庭の⾷卓を⽀えていくことを伝達し
ます。 〇

（株）イトーヨーカ堂 11⽉14⽇ 〜 11⽉17⽇ 「七五三」お祝いメニュー提案 イトーヨーカドー各店⾷品
売場

七五三などのお祝いに定番の和⾷メニューである、寿司・お⾚飯・すきやき・⼿巻き寿司などを、各店⾷品売場や新聞折込チラ
シ紙上で、⼀般消費者のお客様に提案します。 ○

11⽉7⽇ 〜 11⽉27⽇ （株）ロフト様店舗における和ごはんイベント（本年
度は「鍋」がテーマ）

ロフト渋⾕本店、他10店舗 和⾵カセットこんろとボンベ、そして出汁が⼿作り出来るミルサーを展⽰し、鍋を演出する素材としてお客様に説明、販売しま
す。 ○

11⽉ 〜 岩⾕産業（株）公式FacebookやInstagramにて和ごは
んの出汁を作るミルサー、和鍋のこんろのカセットこ
んろの紹介

岩⾕産業（株）公式SNS 岩⾕産業（株）公式Facebook、Instagramにて、和ごはんの出汁を作るミルサー、和鍋を作るカセットこんろの様々なメニュー
や作り⽅、楽しみ⽅などを提案する中で和ごはんについて紹介します（プロジェクトロゴマークを掲載）。

○

エームサービス（株） 11⽉1⽇ 〜 11⽉30⽇ 和⾷の⽇イベントで和⾷メニュー・情報の提供 当社受託運営施設（社員⾷
堂・病院・社会福祉施設
等）

(⼀社)和⾷⽂化国⺠会議と連携し、11⽉に和⾷メニューと和⾷に関する情報を提供するイベントを⾏います。
今年のテーマは「地域の⾷」として、地域の⾷⽂化、⾷材等の情報提供やその⼟地ならではの料理提供を⾏い、⽇本各地の⾷の
魅⼒を発信、盛り上げていきます。

〇 〇

江崎グリコ(株) 2020/11/下旬 〜 12⽉末 アレンジレシピ特別パッケージ発売 商品 和ごはんマークの対象商品である【炊き込み御膳「とり五⽬」「鶏ごぼう」】で、アレンジレシピを紹介した特別パッケージ品
を発売予定で和⾷の楽しさや可能性を拡げる提案を⾏います。 〇

⼤阪ガス（株） 11⽉29⽇ ⿂さばきたいプロジェクト 親⼦で学ぼう！Letｓ和ご
はんクッキング

ハグミュージアム4階キッチ
ンスタジオ

⼤阪ガスクッキングスクールで開催する親⼦で学ぼう！Letｓ和ごはんクッキングにおいて、⿂をさばいたことのない親⼦でも
⾃分たちでできるようにわかりやすく説明し、⿂料理とお汁と⽩ご飯を調理実習し、⼀汁三菜を学習します。 〇

11⽉4⽇ 〜 11⽉27⽇ 出張授業「和⾷だし体験講座」 近畿管内各府県の⼩学校等 味の決め⼿となる本物のだしを味覚体験、昆布とかつお節などの産地や種類、健康への効果などを学び、簡単でおいしい和ごは
ん（みそ汁・⻘菜の煮物など）の調理実習を⾏います。 〇

11⽉4⽇ 〜 11⽉30⽇ 出張授業「エコ・クッキング」 ⼤阪ガスハグミュージア
ム、近畿管内各府県の⼩学
校等

エネルギーを無駄にしない、ゴミを少なくするといった環境に配慮したクッキングや、鍋で炊くごはんやみそ汁の和ごはんの調
理実習を⾏います。※「エコ・クッキング」は東京ガス(株)の登録商標です。 〇

11⽉10⽇ お正⽉百科発⾏ （広報発表） 毎年恒例の調査資料による正⽉・おせち料理の保護継承に向けた情報を発信します。
〇

11⽉12⽇ 〜 11⽉25⽇ （株）ロフト様の企画 鍋⾷への展⽰協⼒ 渋⾕ロフト １Ｆ 間坂 ステー
ジ

新しい「鍋」の⾷べ⽅を提案・PRします。
〇 〇

11⽉1⽇ 〜 11⽉30⽇ facebook弊社サイトにて和ごはんメニューを毎⽇提案
「和ごはんで野菜をいっぱい⾷べよう！」
https://www.facebook.com/growthcoltd
https://www.facebook.com/miho.nagata777

公式facebook 共働きの家族、⼦育て中の若いパパさんママさん、健康に関⼼のある⽅へ向けての和ごはんを提案。古来から⽇本⼈が⾷べてき
たお⽶（ご飯や⽶粉料理）を主⾷とした和ごはん。おかずは野菜中⼼で、和⾷ならではの⾖腐、⾼野⾖腐、乾物（切り⼲し⼤
根、ワカメ、昆布など）、⿂の⽸詰、⼲物をアレンジした、シンプルで健康にも良いメニューです。野菜の⾊を活かした、彩り
豊かで、⾒た⽬にも楽しい盛り付けの⼀⽫料理の和ごはんを提案します。

〇

11⽉1⽇ 〜 11⽉30⽇ facebookの掲載内容を「和ごはん提案」として
Instagram、twitter、アメブロ、にも投稿。
https://www.instagram.com/miporinfarm/?hl=ja
https://twitter.com/miporinfarm
https://ameblo.jp/miporinfarm/

公式SNS（Instagram、
twitter、アメブロ）

Instagramにおいては、外国の⽅への提案も意識して、和ごはんをbuddha bowlとして提案します。和⾷や野菜中⼼のメニュー
に関⼼の深いフォロワーが増えており、外国の⽅の和⾷への関⼼の深さが窺い知れます。

〇

cook&book（同） 11⽉1⽇ 〜 11⽉30⽇ ⾃社インスタグラムアカウントへの関連投稿に「Let's!
和ごはんプロジェクト」のロゴを掲載
https://www.instagram.com/cookbook.jp

⾃社Instagram 料理スキル特化型スキルシェアサービス「クックブック」に登録しているシェフに呼びかけ、⾃宅で作れる和⾷のレシピの出品
を促進します。出品されたレシピを⾃社インスタグラムアカウントに投稿します。 〇

企業・団体等名 活動⽇⼜は活動期間 取組の名称 活動場所 取組内容の説明
消費者向けの類型

味の素（株）

（株）growth

岩⾕産業（株）

（株）紀⽂⾷品
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企業・団体等名 活動⽇⼜は活動期間 取組の名称 活動場所 取組内容の説明
消費者向けの類型

国分グループ本社（株） 11⽉1⽇ 〜 11⽉30⽇ 全国の⽣協様との協業を検討 各⽣協様本部 全国の⽣協様のチラシ紙⾯上でCO・OP商品×NB商品で和ごはんプロジェクトを訴求すべく、本年は4⽣協様に企画内容を提案
中です。

〇

11⽉9⽇ 和⾷給⾷の出前授業
⼤切にする思いのかたち、正座で⾷べる⼀汁三菜の和
⾷給⾷（仮名）

千葉県千葉市の⼩学校 海外の⽂化・⾃然・⾷べ物・⽣き物・道具・⼈を、⽇本⼈がどの様なやり⽅で敬い⼤切にしてきたかを考える授業です。ござを
敷いて、５年⽣全員が正座で⾷べる⼀汁三菜（予定）の和⾷給⾷を喫⾷します。 ○

11⽉20⽇ 〜 11⽉24⽇ 和⾷給⾷の出前授業
⼤切にする思いのかたち、正座で⾷べる⼀汁三菜の和
⾷給⾷（仮名）

千代⽥区の⼩学校 海外の⽂化・⾃然・⾷べ物・⽣き物・道具・⼈を、⽇本⼈がどの様なやり⽅で敬い⼤切にしてきたかを考える授業です。ござを
敷いて、６年⽣が各クラスで正座で⾷べる⼀汁三菜（予定）の和⾷給⾷を喫⾷します。

○

11⽉12⽇ 和⾷給⾷の出前授業
⼤切にする思いのかたち、正座で⾷べる⼀汁三菜の和
⾷給⾷（仮名）

新宿区の⼩学校 海外の⽂化・⾃然・⾷べ物・⽣き物・道具・⼈を、⽇本⼈がどの様なやり⽅で敬い⼤切にしてきたかを考える授業です。ござを
敷いて、５年⽣全員が正座で⾷べる⼀汁三菜（予定）の和⾷給⾷を喫⾷します。 ○

11⽉26⽇ 和⾷給⾷の出前授業
⼤切にする思いのかたち、⼀汁三菜の和⾷給⾷（仮
名）

港区の⼩学校 海外の⽂化・⾃然・⾷べ物・⽣き物・道具・⼈を、⽇本⼈がどの様なやり⽅で敬い⼤切にしてきたかを考える授業です。⼀汁三
菜（予定）の和⾷給⾷を喫⾷します。 ○

シダックス(株) 11⽉20⽇ 〜 11⽉25⽇ 「和ごはんメニュー」のご提供 シダックスグループが受託
している全国の社員⾷堂

シダックスグループが受託している全国の社員⾷堂で「和ごはんメニュー」をご提供します。
○

シャープ（株） 11⽉中（予定） ホクト×シャープ コラボ企画 ホームページ ヘルシオ ホットクックにてキノコを使ったメニュー開発のコラボを実施します。
〇

スターツ出版（株） 10⽉27⽇ 〜 11⽉17⽇ Webサイト「OZmall(オズモール)」にて「和ごはん特
集」掲載
https://www.ozmall.co.jp/gourmet/feature/20492/

WebサイトOZmall
(オズモール)

メイン企画：「中の⼈」が教えてくれる、簡単・絶品和ごはんレシピ
⾷品メーカーから発売されているロングセラー商品または注⽬の新商品を使って、簡単に作れる和ごはんのレシピを教えてもら
う企画です。 〇 〇

（株）ダイエー 11⽉1⽇ 〜 11⽉30⽇ 無料情報誌「dai-docoro」11⽉号 各店舗で配布 和⾷の⽇に合わせて「次世代に伝えたい和⾷１００年レシピ」を特集として掲載し、昔ながらの和⾷レシピや和ごはんプロジェ
クトを紹介します。 〇

（株）ディライトクリエイション 11⽉上旬 〜 11⽉下旬 男性向け料理・家事メディア「オリーブオイルをひと
まわし」にて「和ごはん特集」を掲載
【和ごはん特集ページはコチラ】
https://www.olive-
hitomawashi.com/special/column/special-column-
43/index.html

「オリーブオイルをひとま
わし」公式サイト内

「和ごはん特集」ページを公開し、読者が作りたくなる「シェフ直伝の和ごはんレシピ」や、意外と知らない「和⾷の基礎知
識」に関する記事を厳選して紹介いたします。

○
○

作りたい

伯⽅塩業（株） 11⽉1⽇ 〜 11⽉30⽇ 公式SNSや伯⽅の塩アンバサーによる情報発信
https://www.instagram.com/hakatanoshio_official/

Web上の公式SNS 当社から和⾷レシピを配信すると共に、アンバサダー20名に和⾷レシピの投稿などを促す、レシピ拡散を⾏う。
○

⽇笠⼭⽔産（株） えびす祭り（きびなご祭りを同時開催） ⿅児島県薩摩川内市⾥町 年に⼀度の⼤漁祈願祭「えびす祭り」にて地元の商⼯会⻘年部との連携してきびなごをPRする「きびなご祭り」を開催しま
す。朝獲れのきびなごを⽤意して漁師ならではのきびなご料理を振る舞います。 〇

11⽉1⽇ 〜 2⽉28⽇ ⿅児島の⾷⽂化や漁師という職業を伝えたい。とし
て、クラウドファンディング事業への参画

⿅児島県薩摩川内市⾥町 ⿅児島の⾷⽂化を漁師の⽴場で考え、未来の⼦供たちに伝承していくことが使命だと考えています。同事業を通じて存続の危機
にある漁師という職業の素晴らしさをきびなご漁師の親⽗と息⼦の想いをのせてお伝えしていきます。 〇

11⽉1⽇ 〜 11⽉30⽇ 市内保育園・幼稚園でのきびなご調理・試⾷体験 ⿅児島県薩摩川内市内 市内保育園・幼稚園と連携を図り、通園されているお⼦様と親御さんを対象にきびなご漁師直伝の調理指導と試⾷体験を⿅児島
の⾷⽂化の普及と⾷育の視点で実施したいと考えています。 〇

11⽉11⽇ 〜 11⽉17⽇ ⽇本橋⾼島屋本館地下１階明治屋でイベント開催 ⽇本橋⾼島屋本館地下1階 本館地下１階の展⽰スペースで美しい⽞⽶の展⽰を実施します。
○

(有）ホリホック

11⽉28⽇

三信化⼯（株）
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企業・団体等名 活動⽇⼜は活動期間 取組の名称 活動場所 取組内容の説明
消費者向けの類型

11⽉18⽇ 〜 11⽉24⽇ 阪急うめだ本店地下2階でイベント開催 阪急うめだ本店Ｂ2Ｆ
（⼤阪府北区）

本館地下2階の展⽰スペースで美しい⽞⽶の展⽰を実施します。
○

マルコメ（株） 10⽉1⽇ 〜 11⽉30⽇ ジャパンハーベスト WEB ジャパンハーベストに和⾷会議のもと協⼒予定です。
〇

10⽉下旬 〜 11⽉中旬 モニプラファンブログ 和⾷の⽇記念イベント ＷＥＢ モニプラファンブログで、お味噌モニターサンプリング実施し和⾷レシピを投稿いただく。お味噌と⼀緒に和⾷すごろくをプレ
ゼントします。 〇

11⽉18⽇ 〜 11⽉25⽇ Letʼs和ごはんプロジェクト
POP UP イベント＠ロフト〜

ロフト名古屋 ロフト主催共同イベントに参加します。
〇

11⽉20⽇ 〜 11⽉24⽇ マルサンアイSNS公式アカウントで和⾷の⽇の紹介 ＷＥＢ 和⾷の⽇をイメージした、マルサンアイSNS公式アカウント（インスタグラム、ツイッター、フェイスブック）で投稿します。
〇

マルトモ（株） 10⽉から順次切替 和ごはんロゴをデザインに取り⼊れた増量商品発売（7
品⽬）

全国スーパー等 和ごはんロゴをデザインに⼊れた増量商品を全国のスーパーにて販売します。だし商材の需要期である年末に向け増量商品を発
売することで販売促進します。和ごはんロゴをデザインに取り⼊れ忙しいパパ・ママへの和ごはん訴求も同時に⾏います。 〇

森産業(株) 未定 ⾷育⽀援活動でのPR 現状未定 幼稚園・⼩学校を対象とした⾷育⽀援活動の際に、きのこを使った和ごはんを紹介することで、⼦供や⽗兄に興味を持ってもら
い、家庭でも親しんでもらえるよう魅⼒を伝えます。 ○

（有）森野商店 11⽉1⽇ 〜 11⽉30⽇ ⾃店舗展⽰スペースでの展⽰ ⾃社店舗（滋賀県栗東市） ⾃店舗内に展⽰スペースを設け和⾷についての情報等を展⽰する。
〇

⼭⻑商店（株） 11⽉中 〜 未定 幼稚園園児及び幼稚園関係者を対象とした、かつお節
類、昆布類の紹介

鈴の宮幼稚園 現在、かつお節、その他節類をお使い頂いている幼稚園様に協⼒頂き、かつお節・昆布・椎茸等和⾷の出汁の種類の豊富を知
り、味の違いを給⾷により体感してもらうイベントを実施します。 〇

理研ビタミン（株） 11⽉1⽇ 〜 11⽉30⽇ 「わかめパワーのひみつについて探ろう！わかめ学
習」出張授業

関東圏の⼩学校 千葉県、東京都の⼩学校でわかめをテーマにした⾷育授業において、実際にわかめの原藻に触れながら、わかめの⾷経験や養
殖、⾊の変化、栄養などについて話をします。 ○

11⽉1⽇ 〜 11⽉30⽇ 農林⽔産省内で実施する研修に関連する取組 レタスクラブニュースWEB
記事
https://www.lettuceclub.ne
t/

農林⽔産省と⼀緒に、「味の素」の全国の味噌汁レシピを使った⼈気ブロガーによる全国の味噌汁作ってみた企画の記事を配信
予定です。

○

11⽉4⽇ 〜 11⽉30⽇ 花王×農林⽔産省「スマート和⾷」記事化 レタスクラブニュースWEB
記事
https://www.lettuceclub.ne
t/

ヘルシーな「和ごはん」をカンタンに家でも⾷べられるメソッドを知っていただけるよう花王「スマート和⾷」レシピ情報と⾷
堂咲くらで展開する「スマート和⾷お弁当」企画の記事を配信予定です。

○ ○

（株）ロフト 11⽉7⽇ 〜 11⽉25⽇ Let's！和ごはんPJTの啓蒙活動／和⾷⽉間の認知拡⼤ 全国の店頭10店舗程度 今年は「鍋⾷」をテーマに、弊社店頭にて関連商品と協賛企業の商品のタイアップ展開をします。
〇 〇

株式会社Wondershake
LOCARI

11⽉1⽇ 〜 和ごはん⽉間のPR記事を11⽉1⽇頃公開
関連リンク公表後にURLを掲載

LOCARI web
LOCARI アプリ

和ごはん⽉間や和ごはんプロジェクト、ロゴマーク⼊り商品について記事でご紹介しPR活動を⾏います。
○

オール⽇本スーパーマーケット協会 11⽉1⽇ 〜 11⽉30⽇ 情報誌「くらし良好11⽉号」にて、
イベントごはんの掲載

協会加盟のスーパーマー
ケットの店頭

家族で料理を楽しむ「イベントごはん」特集ページで訴求します。
タイトルを「発酵⾷品で和⾷はもっと楽しめる！」として、
味噌・⽇本酒・納⾖を使った料理を紹介します。

〇

レタスクラブニュース
（株）KADOKAWA

マルサンアイ（株）



和ごはん⽉間メンバー企業・団体等活動予定表
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企業・団体等名 活動⽇⼜は活動期間 取組の名称 活動場所 取組内容の説明
消費者向けの類型

10⽉24⽇ 報徳⼆宮神社・報徳会館でのレストランイベント
（住まいと環境研究室Facebook）
https://www.facebook.com/sumai.kankyou/?ref=pag
e_internal

和⾷レストラン「⾷樂庵
報徳」

⾷樂庵で江⼾前ちば海苔を使⽤した地域⾷堂で提供予定の⼦供や⼦育て世代向けのメニューを含む⾷事会を開催します。その
際、⼦育て世代を含む若い世代向けに開発した江⼾前ちば海苔の物販の実施します。

〇

11⽉中に2回程度 ⻘⼭ファーマーズマーケットへの出店
（⻘⼭ファーマーズマーケット公式サイト）
http://farmersmarkets.jp/
（住まいと環境研究室Facebook）
https://www.facebook.com/sumai.kankyou/?ref=pag
e_internal>

オーバルビル前広場 ⼦育て世代を含む若い世代向けに開発した江⼾前ちば海苔の販売と新商品のテストマーケティングを実施します。

〇

10⽉中旬予定 しんゆりフェスティバル・マルシェへの出店 ⼩⽥急線・新百合ヶ丘駅南
⼝ペデストリアンデッキ

⼦育て世代を含む若い世代向けに開発した江⼾前ちば海苔の販売と新商品のテストマーケティングを実施します。
〇

⼀般財団法⼈ベターホーム協会 11⽉2⽇ 〜 WEB会報誌「Betterhome Journal」11⽉号にて「電⼦
レンジでおいしい和⾷」特集を掲載。
https://www.betterhome.jp/info/24514

ベターホームのお料理教室
ホームページ

ホームページで無料公開しているWEB版会報誌「Betterhome Journal」11⽉号にて「電⼦レンジでおいしい和⾷」特集を掲
載。⼦育て世代など忙しい⼈や料理初⼼者でも気軽に作れる和⾷レシピを紹介。 〇

11⽉1⽇ 〜 11⽉30⽇ だしで味わう和⾷の⽇ 全国 全国の保育所・幼稚園・⼩学校・中学校の児童⽣徒に和⾷テキストを配布し、給⾷の時間に和⾷について考える機会を提供しま
す。 〇

11⽉1⽇ 〜 11⽉30⽇ 出前授業 全国 和⾷に関する出前授業に講師を派遣します。
〇

11⽉24⽇ 〜 未定 熊倉名誉会⻑「和⾷」講話VTR配信 全国 和⾷会議名誉会⻑である熊倉先⽣により、「和⾷」の歴史と現在に関するVTRを配信します。
〇

（⼀社）和⾷⽂化国⺠会議

⽇本⼤学江⼾前ちば海苔チーム
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