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株式会社かんぽ生命保険（東京都千代田区、取締役兼代表執行役社長 植平光彦、以下「かん

ぽ生命」）は、2018 年 2月 15日（木）から、「かんぽ Eat & Smile プロジェクト」を開始します。 

健康なカラダづくりには、バランスのとれた“食”が大切です。さらに、みんなで楽しく、お

いしく食べることで笑顔が生まれ、ココロも健康になると考えます。「かんぽ Eat & Smile プロ

ジェクト」は、“食”を通じてみなさんのココロもカラダも健康になっていただきたい、という想

いを込めたかんぽ生命のプロジェクトです。 

今年は渋谷ヒカリエでの期間限定カフェ・フェアに加え、新イベント「かんぽ Eat＆Smile マ

ルシェ」を開催。農林水産省主催「フード・アクション・ニッポン アワード 2017」の受賞・入賞

産品の中からプロジェクトのテーマに沿って「食べあるキング」が厳選した産品を、有楽町駅前

広場にて期間限定で生産者から直接購入できます。 

※本プロジェクトは、2018 年 2月 15日（木）から以下のとおり展開いたします。 

■『かんぽ Eat ＆ Smile Cafe』（別紙 1参照） 

■『かんぽ Eat ＆ Smile Fair』（別紙 2参照） 

■『かんぽ Eat ＆ Smile マルシェ』（別紙 3参照） 

■『寄付について』（別紙 4参照） 

なお、プロジェクト期間中、「かんぽ Eat ＆ Smile Cafe」のオリジナルメニューまたは「かん

ぽ Eat ＆ Smile Fair」タイアップメニューをご注文いただくと、その金額の一部をセカンドハ

ーベスト・ジャパンに寄付いたします。また、当社からマッチングギフトとして同額を寄付いた

します。 

これらの寄付金は、『子どもの食生活応援プロジェクト』の活動に役立てられます。 

かんぽ生命では、今後もさまざまな活動を通じて、みなさまの健康づくりに積極的に取り組ん

でまいります。 

 

 

 

今年はマルシェも開催します！！ 

「かんぽ Eat & Smile プロジェクト」 

〜食べあるきオールスターズ“食べあるキング”プロデュース オリジナルメニューを渋谷ヒカリエでご提供〜 

▶開催期間：2018年2月15日(木)～2月28日(水) 

〜フード・アクション・ニッポン アワード2017の受賞・入賞産品を有楽町駅前広場でご紹介〜 

▶開催期間：2018年2月17日(土)～2月18日(日) 

 



かんぽ Eat & Smile Cafe                                

 

「かんぽ Eat ＆ Smile Cafe」では、昨年ご好評をいただきました、食べあるきオールスターズ   

「食べあるキング」とのコラボレーションが再び実現。食を知り尽くした、食べ歩きの達人たちがオ

リジナルメニューを開発。栄養バランスのとれたヘルシーメニューや、食材の旬や産地にこだわった、 

カラダに嬉しい健康メニューなどを期間限定でご提供。 

 

■実施場所 

渋谷ヒカリエ（東京都）11 階「THE THEATRE TABLE」 

■開催期間  2018年 2月 15 日（木）～2月 28日（水） 

      ※2月 15日のオリジナルメニューの提供はディナー 

のみとなります。 

■営業時間 ランチ 11:30～15:00（L.O.14:30） 

カフェ・ディナー 15:00～24:00（L.O.23:00） 

■オリジナルメニュー 

   

 

 

        

 

 

             

 

※詳細は店頭ならびに下記紹介ページにてご確認ください。 

http://www.jp-life.japanpost.jp/aboutus/csr/shoku/abt_csr_shk_index.html 

別紙１ 

※写真はイメージです。 

【フォーリンデブはっしーさんプロデュース】 

今年もワクワク・ニクニクが止まらない♡ 

『フォトジェ肉！ローストビーフ丼 2018』 

【塩崎省吾さんプロデュース】 

青ノリ入りのカリカリ焼きチーズが決め手！ 

『ウスターソース香る、焼きそば風スパゲティ』 

【田中里奈さんプロデュース】 

納豆好きにはたまらない！ 

『玄米パスタで作る豆乳クリームの納豆パスタ』 

【へんてこ 八坂さんプロデュース】 

つかみどりでチーズに追いチーズ！ 

『チーズ on チーズ！チーズスフレオムレツ』 

【あおい有紀さんプロデュース】 

「酵素の宝庫」麹菌で美肌＆腸活！ 

『八海山ジュレに浮かぶ酒粕パンナコッタ』 

http://www.jp-life.japanpost.jp/aboutus/csr/shoku/abt_csr_shk_index.html


 かんぽ Eat & Smile Fair                                         

 

昨年に続き、渋谷ヒカリエ 6・7 階カフェ＆レストランフロアでは、「かんぽ Eat ＆ Smile  Fair」

を開催。フェア参加店舗では、プロジェクトのテーマに沿った健康メニューをご提供。昨年よりも参

加店舗数を増やした拡大展開で、「かんぽ Eat ＆ Smile プロジェクト」を盛り上げます。 

 

■実施場所 渋谷ヒカリエ 6・7階カフェ＆レストランフロア 対象 23店舗 

■開催期間  2018年 2月 15 日（木）～2月 28日（水）※メニューの提供時間は各店舗に準じる。 

■参加店舗一覧 

 

 ○6階「dining 6」 参加店舗 11店舗 

 

うなぎ 徳 ／ CAPRICCI ／ 牛たん炭焼 利久 ／ 京洋食 あかつき ／ 

渋谷 水刺齋 ／ SESTOSENSO 『H』 ／ とんかつ まい泉 ／ パパイヤリーフ東京 ／ 

まぐろ問屋三浦三崎港 恵み ／  宮崎料理 万作 ／ 横浜中華街 招福門 ／ 

 

 

○7階「TABLE 7」 参加店舗 12店舗 

 

iBeer LE SUN PALM ／ Kailua Weekend ／ Cafe & Grill SIZZLe GAZZLe ／ 

茶寮伊勢 藤次郎 ／ THE MEAT & LABORATORY ／ 

鉄板焼 お好み焼 かしわ ／ 博多 うま馬 ／ 博多漁家磯貝 しらすくじら ／ 

Bar Español LA BODEGA ／ ビストロ＆バー タコニョッキ ／ 

FLOWERS Common ／ Rice people, Nice people! ／ 

 

※詳細は店頭ならびに下記紹介ページにてご確認ください。 

http://www.jp-life.japanpost.jp/aboutus/csr/shoku/abt_csr_shk_index.html

別紙２ 

 

http://www.jp-life.japanpost.jp/aboutus/csr/shoku/abt_csr_shk_index.html


 かんぽ Eat & Smile マルシェ                                         

 

 2 月 17日（土）～2月 18 日（日）の 2日間、有楽町駅前広場にて「かんぽ Eat & Smile マルシェ」

を開催。農林水産省主催「フード・アクション・ニッポン アワード 2017」の受賞・入賞産品の中から、

フード・アクション・ニッポン アンバサダー(FAN バサダー)である、食べあるキングメンバーが厳選

した全国各地の国産農林水産物を生産者が直接販売。また、東京交通会館の一部の物産店にて、プロ

ジェクトのテーマに沿った健康産品の販売と、スタンプラリーも実施いたします。 

 

■実施場所 有楽町駅前広場、東京交通会館の一部の物産店 

■開催期間  2018年 2月 17 日（土）～2月 18日（日）11：00～17：00 

■後援   フード・アクション・ニッポン 

■出展品目 

■フード・アクション・ニッポン アワードとは？ 

フード・アクション・ニッポン アワードは、国産農林水産物の消費拡大に寄与する事業者・  

団体等の優れた取り組みを表彰し、全国へ発信することにより、事業者・団体等によるさらな

る取り組みを促進することを目的として 2009 年に創設された、農林水産省が主催する表彰制度

です。 

※詳細は会場ならびに下記紹介ページにてご確認ください。 

http://www.jp-life.japanpost.jp/aboutus/csr/shoku/abt_csr_shk_index.html 

 

別紙３ 

http://www.jp-life.japanpost.jp/aboutus/csr/shoku/abt_csr_shk_index.html


 寄付について                                         

 

プロジェクト期間中に「かんぽ Eat ＆ Smile Cafe」、「かんぽ Eat ＆ Smile Fair」にて、オリジ

ナルメニューまたはタイアップメニューをご注文いただくと、その金額の一部をセカンドハーベス

ト・ジャパンに寄付いたします。また、かんぽ生命からもマッチングギフトとして同額を寄付いたし

ます。 

これらの寄付金は、『子どもの食生活応援プロジェクト』の活動に役立てられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■セカンドハーベスト・ジャパンとは？ 

日本初のフードバンク団体として、食品関連企業、農家や個人などから食品の寄付を受け、支援が

必要な人のもとへ届けています。（https://www.2hj.org/） 
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