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WFP News Release  

飢餓から救う。 

未 来 を 救 う 。 

       2019年 7月 31日 

 認定 NPO法人 国連 WFP協会 

        

第 7 回アフリカ開発会議（TICAD7）横浜開催 

世界食料デーキャンペーン 2019 

「Zero Hunger Challenge for AFRICA 
食品ロス×飢餓ゼロ」 

12 企業、31 店舗が協力！ 
 
認定 NPO 法人 国連 WFP 協会（横浜市）は、8 月末

に横浜で開催される「第 7 回アフリカ開発会議

(TICAD7)」を契機に、横浜市との共催により、多くの

人が日常生活の中でアフリカ支援や SDGs 達成に貢

献できる取り組みを展開し、その一つとして、世界食

料デーキャンペーン 2019「Zero Hunger Challenge 

for AFRICA 食品ロス×飢餓ゼロ」を 8 月 1 日～10

月 31 日まで実施します。 

 

世界には、全人口をまかなうだけの十分な食料がある

にもかかわらず、およそ 9 人に 1 人、8 億 2,100 万人

が飢餓に苦しんでいます。 

一方、全世界で生産された食品の 3 分の 1 は捨てられています。日本も年間約 630 万トンを廃棄し

ている「食品ロス大国」の一つです。（国連 WFP が 2018 年に実施した食料支援は約 390 万トン）。

本キャンペーンでは、「食品ロス」と「飢餓」という 2 つの食料問題への関心を促し、さらに、食品ロス

削減の取り組みを通じて「寄付」ができる仕組み「ゼロハンガーレシピ」と「ゼロハンガーメニュー」を設

け、飢餓ゼロへの支援に気軽に参加していただくことを目指しています。 

キャンペーンの実施に当たっては、趣旨に賛同した多くの企業や飲食店、有名シェフや料理研究家

の皆さんから支援表明を頂いており、「食品ロスを減らし、飢餓ゼロに取り組みたい！」という皆さん

の意識の高さが伺えます。 

 

【キャンペーン概要】 

実施期間：2019 年 8 月 1 日～10 月 31 日 

主催：認定 NPO 法人 国連 WFP 協会  共催：横浜市 

ウェブサイト：https://www.jawfp.org/worldfoodday2019/ 

 

【キャンペーン参加方法】 

1．「ゼロハンガーレシピ」（投稿して寄付） 

食品ロスになりがちな食材（賞味期限の迫った食品、古くなった乾物や調味料、野菜の皮や種など）

を使った料理の簡単なレシピと写真を、ハッシュタグ「#ゼロハンガーチャレンジ」「#wfp」付きで SNS

に投稿すると、1 投稿につき 120 円が寄付協力企業 12 社(※p.2 に一覧)より国連 WFP のアフリカ

における「学校給食支援」に寄付されます。  

 
 
 
 
 

SNS で投稿 
ハッシュタグ 

「#ゼロハンガーチャレンジ」 

と「#wfp」をつけて 

寄付協力企業 1 post 

1 tweet 

1 post 120 円の寄付に 

（学校給食 4 日分） 



ゼロハンガーレシピには、多数の料理家や著名人の皆さんから支援表明を頂いています。支援料理

家や著名人の投稿への、いいね！、シェア、リツイートも同額の寄付になります。 

 

●ゼロハンガーレシピ支援シェフ・著名人（7 月 31 日時点）※敬称略、50 音順 

磯貝 徹（横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ エグゼクティブシェフ）、今平 茂（仏蘭西料亭 霧笛楼 

統括総料理長/特定非営利活動法人 横浜ガストロノミ協議会 理事長）、宇佐神 茂（ホテルニューグ

ランド総料理長）、枝元 なほみ（料理研究家）、大原 千鶴（料理研究家）、高田 大雅（Foodist Link 株

式会社代表/一般社団法人フードサルベージ認定サルベージシェフ）、タスカジアンバサダー、山下 

春幸（HAL YAMASHITA 東京 エグゼクティブオーナー兼エグゼクティブシェフ/国連 WFP 協会顧問）

など 

 

●ゼロハンガーレシピ寄付協力企業 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

アルフレッサ ホールディングス（株） NOK（株） キッコーマン（株） 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

日清食品ホールディングス（株） ハナマルキ（株） 不二製油グループ本社（株） 

 
 
 
 
 

  

一般財団法人ベターホーム協会 三菱商事（株） （株）三菱 UFJ 銀行 

  
 

 

有楽製菓（株） （株）横浜銀行 生活協同組合パルシステム 

神奈川ゆめコープ 

 

●協力（ゼロハンガーレシピの拡散にご協力）： 
㈱タスカジ、㈱テレビ神奈川、㈱honshoku、クリエイティブ クッキングバトル実行委員会、クラーク記念国際高等学校、 

 
※寄付の上限は、Instagram・Twitter・Facebook 合わせて 500 万円を予定しています。 

 

2．「ゼロハンガーメニュー」（食べて寄付） 

キャンペーンの趣旨にご賛同頂いた飲食店に、食品ロスに配慮したメニューを店舗でご提供頂き、売

り上げの10%をご寄付頂きます。レストランは食品ロスを減らすことができ、お店に訪れた人たちも楽

しみながら「飢餓ゼロ」に向けたアクションに参加できます。 

 

●ゼロハンガーメニュー協力店 

地域 店舗名 ゼロハンガーメニュー名 

岩手 
いわてのヴィーガンマフィン・

アムタピーニャ 
大地の恵み丸ごとヴィーガンマフィン 

東京 

 
Shukran-KITCHEN 

本日のランチ〈日替りタジン・ブリワット（モロッコ春巻き）・全粒クスク

スなどのセット〉 



 

本件に関するお問い合わせ先： 
認定 NPO 法人 国連 WFP 協会 広報 外岡

とのおか

、松本  Tel.045-221-2515  Email. pr@jawfp.org 
横浜市西区みなとみらい 1-1-1  パシフィコ横浜 6 階 

 

 

東京 

HAL YAMASHITA 東京本店

(六本木） 

日本の心 鰹昆布佃煮（単独のメニューではなく、食事の一部として

提供） 

HAL YAMASHITA 大手町 

Lounge 

日本の心 鰹昆布佃煮（単独のメニューではなく、食事の一部として

提供） 

NADABAN by HAL 

YAMASHITA （日比谷） 

日本の心 鰹昆布佃煮（単独のメニューではなく、食事の一部として

提供） 

神奈川 

パン屋のオヤジ 
パン屋のオヤジの手作りスープ 

パン屋のオヤジのまかないサラダ 

濱新 うなぎの骨せんべい 

こまちカフェ COMA×KOMA 季節のドリンク 

関内バル３３３ ベジフロスを使ったオジャ（スペイン風おじや） 

大ど根性ホルモン 小松菜カレー 

ど根性キッチン 小松菜カレー 

COUTURE BAKE 無農薬レモンのパウンドケーキ、レモン皮のクチュールクッキー 

レストラン ペタル ドゥ サクラ さくら薬膳フレンチランチメニューの一部 

横濱元町霧笛楼 

ディナーコースのアミューズ：霧笛楼ブイヨン・ドュ・レギューム（新鮮

なお野菜の澄ましスープ） 

Amuse-guele: Bouillon de légumes à la "Mutekiro" 

ブラスリー ミリー ラ・フォーレ 牛すじカレー 

重慶飯店 番餅切り落とし 

中国料理 黒龍 五目焼きそば 

梅林 うなぎ骨煎餅 

リストランテ・アッティモ 
地元農家直送規格外ジャガイモを使ったニョッキ 切り落とし牛肉の

トマト煮込みソース 

シェ・フルール横濱 
野菜のクリスティアン（オードブル 9 点盛りの中の 1 品。野菜の皮等

を使ったチップス） 

中国名菜 景徳鎮本店 大根・野菜等の料理（予定） 

ル プティ クラージュ アミューズグールとして本日のお野菜のスープ 

象の鼻カフェ 「ふすま粉」使用のブランクッキー2 枚とお飲み物のセットメニュー 

Foodist Link（ケータリング） 
鶏肉とサルベージ野菜のビール煮込み 

豆腐と挽肉のマフィンバーガー 

奈良 北岡本店 きゅうりの奈良漬、うりの奈良漬 

兵庫 

ニジゲンノモリ 淡路の野菜薫る ゼロハンガー和風コンソメスープ 

HELLO KITTY SMILE 淡路の野菜薫る ゼロハンガー和風コンソメスープ 

のじま scuola 淡路の野菜薫る ゼロハンガー和風コンソメスープ 

オーシャンテラス 淡路の野菜薫る ゼロハンガー和風コンソメスープ 

ミエレ 淡路の野菜薫る ゼロハンガー和風コンソメスープ 

兵庫 あわじクラフトサーカス 淡路の野菜薫る ゼロハンガー和風コンソメスープ 
 

■国連 WFP とは 

飢餓をなくすことを使命に活動する、国連唯一の食料支援機関です。災害や紛争時の緊急支援、栄養状

態の改善、学校給食の提供などを活動の柱に、毎年 80 カ国以上で約 9,000 万人に食料支援を行ってい

ます。 

■認定 NPO 法人 国連 WFP 協会とは 

国連 WFP を支援する認定 NPO で日本における国連 WFP の公式支援窓口です。募金活動のほか、企

業・団体との連携、広報を通じて、日本における支援の輪を広げています。 

 
 
 
 
 

アフリカ開発会議（TICAD）とは 

日本政府が主導し、国連、世界銀行、国連開発計画（UNDP）及びアフリカ連合委員会（AUC） 

と共同で開催するアフリカの開発をテーマとした国際会議です。2008 年の第 4 回、2013 年の 

第 5 回に続いて、第 7 回は 2019 年 8 月 28 日 ～30 日にパシフィコ横浜で開催されます。 

mailto:pr@jawfp.org
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