株式会社明治の主力商品「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、未来遺産運動にご寄付いただく取り組みが始まります！
2021 年 2 月 1 日～3 月 31 日までの期間、同社と全国 220 超の小売業各社と連携して実施さ
れます。

「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

同社は、食を通じて、人びとの心と体の健康に貢献することを企業理念として掲げており、「明
治プロビオヨーグルト LG21」の発売から 20 年、プロバイオティクスヨーグルトを通じて、‟乳酸菌
の特徴に応じてヨーグルトを選ぶ“という新たな食文化を創出してきました。
このたび、地域の文化や自然を未来に伝えていく未来遺産運動に賛同いただき、地元の食文
化の保護・継承に貢献してきた小売業各社と連携した本キャンペーンが実現しました。
本キャンペーンに賛同いただいた企業様（次ページ参照）にて、対象商品をご購入いただき、未
来遺産運動の応援をお願いします！
【お問い合わせ先】
⽇本ユネスコ協会連盟

未来遺産運動担当・⻘⼭（企画部）

TEL: 03-5424-1121

■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 0／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 朝のやさしさプレーン／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 ドリンクタイプ朝のすっきり Cool
●「明治プロビオヨーグルト R-1」（計 11 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 0 甘さひかえ

め／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 0／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
●「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

■賛同企業一覧（222 社、50 音順）
青森県民生活協同組合

エバグリーン廣甚株式会社/株式会社

株式会社京王ストア

株式会社秋田ト一屋

廣岡

株式会社 京阪ザ・ストア

株式会社アブアブ赤札堂

株式会社エレナ

生活協同組合コープあいづ

株式会社 油屋

株式会社遠鉄ストア

生活協同組合コープあおもり

株式会社アマノ（秋田）

株式会社オークワ

生活協同組合コープえひめ

株式会社 アマノ（山梨）

株式会社オーシャンシステム

生活協同組合コープこうべ

株式会社あみはま薬局

株式会社オオゼキ

生活協同組合コープさっぽろ

イオン北海道株式会社

株式会社おおたや

生活協同組合コープやまぐち

イオンリテール株式会社

株式会社おーばん

株式会社コスモコーポレーション

イオンリテールストア株式会社

生活協同組合おかやまコープ

西條商事株式会社

イオン琉球株式会社

株式会社オギノ

株式会社魚さいとう

イズミヤ株式会社

株式会社オストジャパングループ

株式会社 サッポロドラッグストアー

株式会社 いちい

株式会社 Olympic

株式会社 サニーTSUBAKI

株式会社一小

有限会社カドヤ食品

株式会社サニーマート

株式会社伊藤チェーン

株式会社カノー

株式会社サンシャインチェーン本部

株式会社イトーヨーカ堂

株式会社カワベ

株式会社三心

株式会社 伊徳

株式会社カワマツ

株式会社 産直

株式会社 いなげや

株式会社関西スーパーマーケット

株式会社三徳

ウエルシアホールディングス株式会社

株式会社神文ストア

株式会社サンドラッグ

株式会社魚栄商店

株式会社キクコウストア

株式会社サンドラッグプラス

株式会社魚忠

株式会社キヌヤ

株式会社サンプラザ（大坂）

株式会社ウオロクホールディングス

株式会社九州シジシー

株式会社サンプラザ（高知）

株式会社ウジエスーパー

株式会社九州セイムス

株式会社サンフレッシュ

株式会社 ウシオ

株式会社九州屋

株式会社サンマート

株式会社うめや

株式会社ぎゅーとら

株式会社サンモール

株式会社ウロコ

株式会社キューピット

株式会社サンユーストアー

株式会社エーコープ近畿

株式会社杏林堂薬局

株式会社三和

株式会社 A コープ西日本

株式会社キリン堂

株式会社 三和（おっ母さん食品館）

株式会社エースワン

株式会社近商ストア

株式会社しまむら

株式会社エコス

株式会社 銀ビルストアー

清水商事株式会社

株式会社エスマート

株式会社 くすりの福太郎

株式会社スーパーアサヒ

株式会社スーパーアルプス

株式会社ナルス

株式会社 豊月

株式会社 スーパーカケモ

株式会社仁科百貨店

株式会社ホクノー

株式会社スギ薬局

株式会社西日本セイムス

北雄ラッキー株式会社

株式会社 スパーク

株式会社ニチエー

株式会社ホクレン商事

株式会社スポット

株式会社 ハートフレンド

株式会社北海道ジェイ・アール・フレッ

株式会社星光堂薬局

株式会社ハシドラッグ

シュネス・リテール

株式会社セイコーマート

株式会社ハズイ食料品店

株式会社マイヤ

株式会社セイミヤ

株式会社ハッピーテラダ

株式会社 マ エ ダ

株式会社セキ薬品

株式会社ハヤシ

株式会社マスダ

株式会社 セブンスター

株式会社原信

マックスバリュ関東株式会社

株式会社せんどう

株式会社ハローズ

マックスバリュ北陸株式会社

相鉄ローゼン株式会社

株式会社バローホールディングス

株式会社松源

株式会社ダイエー

パワーセンターうおかつ

株式会社マツモト

株式会社 大近

株式会社阪急オアシス

株式会社マツヤスーパー

株式会社大国屋

株式会社ヒーロー

株式会社マルアイ

株式会社たいらや

びはん株式会社

株式会社マルイ（岡山）

株式会社タカヤナギ

株式会社 ひらせいホームセンター

株式会社マルイ（新潟）

株式会社たもり

生活協同組合ひろしま

株式会社マルイチ

有限会社中央市場

株式会社Ｆａｓｉｏ

株式会社マルエー

株式会社司商事

株式会社フィールコーポレーション

株式会社丸江

株式会社ツジトミ

株式会社ブイシージー

株式会社丸喜

株式会社ツルハ

株式会社 フーズマーケットホック

株式会社丸久

株式会社天満屋ストア

株式会社 福田屋百貨店

株式会社マルコシ・シーガル

株式会社東海セイムス

株式会社 福原

株式会社丸正高木商店

株式会社 東急ストア

株式会社フジ

丸正チェーン商事株式会社

株式会社東京さえき

株式会社藤三

株式会社マルダイ

株式会社 東光ストア

株式会社フジマート

株式会社マルト商事

株式会社 トウズ

株式会社フジマート四国

株式会社マルハチ

株式会社 道東アークス

株式会社富士薬品

株式会社マルフジ

株式会社 道南ラルズ

株式会社 PLANT

株式会社丸萬

株式会社東武ストア

フレスコ株式会社

株式会社マルヨシセンター

株式会社 道北アークス

株式会社フレスタ

株式会社 みしまや

株式会社ドジャース商事

株式会社フレッセイ

株式会社モリキ

株式会社ドミー

株式会社プロテクト

株式会社ヤオコー

トヨタ生活協同組合

株式会社 文化堂

株式会社 薬王堂

株式会社ナイス

株式会社ベルジョイス

有限会社山英小新商店

株式会社ヤマザワ
株式会社やましろや
有限会社 山田商店
株式会社ヤマダヤ
株式会社ヤマナカ
株式会社ユタカファーマシー
株式会社ユニバース
株式会社ヨークベニマル
株式会社 よこまち
株式会社義津屋
株式会社よしや
よねや商事株式会社
株式会社与野フードセンター
株式会社 ラルズ
株式会社リウボウストア
株式会社 リオン・ドール コーポレー
ション
両備ストアホールディングス株式会社
両備ストアカンパニー
生活協同組合連合会コープ九州事業
連合
生活協同組合連合会コープ東北サン
ネット事業連合
生活協同組合連合会東海コープ事業
連合
株式会社ワイズマート
株式会社和興
株式会社わたなべ生鮮館

