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消費とは 、費やして消す、と書きます	
	
　私たちの暮らしは、他人がつくったものを貨幣と交
換して手に入れることで成り立っています。効率もよく、
楽ですが、そこには、自分たちの暮らしを、自らの知
恵、創意工夫でつくりあげる喜び、感動がありません。
私たちの暮らしは、私たちの手の届かないところに遠
のいてしまいました。暮らしには、衣食住が欠かせま
せん。そして、一人の力で解決できない大きな課題は
みんなで力を合わせて解決し、暮らしやすい地域をつ
くっていかなければなりません。私たちはこれまで、衣
食住、地域づくりを他人の手にゆだね、観客席の上か
ら高見の見物をしてきたと言えます。誰かがつくってく
れるだろう、誰かがやってくれるだろう、と。暮らしをつ
くる主人公(当事者)ではなく、お客様(他人事)でした。
当事者を失った社会から活力などうまれようがありま
せん。	

	
わたしたちは考えました。	
世なおしは、食なおし。 	
	
　自分の暮らしを取り巻く環境に主体的に“参画”する。
まずは、基本の“食”から。自分の命を支える食をつく
る“ふるさと”を、一人ひとりがみつけてほしい。できる
なら、その食をつくる人や海や土と、関わってほしい。
自分たちの暮らしを手の届くところに取り戻すことで、
自ら暮らしをつくりあげる喜びを思い出し、自然災害
や経済的リスク、生活習慣病などを抱える脆弱な社
会に備える。 	

	
わたしたちはそんな思いを持って、	

食べる通信を立ち上げました	
	
　日本には古くから、人も、海も、土も、支えあって生
きる社会がありました。ほころんでいたとはいえ、まだ
残っていたその支え合いの精神が、震災直後の被災
地で生きる人々の命綱となりました。日本食べる通信
リーグはここから出発し、もう一度、人も海も土も、支

えあって生きる社会を力強くめざします。	
　そのためにわたしたちが果たすべき使命は、食に
“参画”する回路を開くことです。海や土からつくられる
食が食卓へ届くまでのプロセスを共有し、生産者の思

いや哲学に触れ、様々なかたちで “参画” していく。
そのかたちには、知る、購入する、体験する、学ぶ、
交流する、コミュニケーションをはかるなどがあります。
食に関わるおもしろさ、社会にコミットするおもしろさを
実感できる独自のサービスを開発、提供します。食を
つくるプロセスの一部に自ら“参画”した食材が、数ヶ
月後に食卓に届くことで、断絶していた「つくる」と「食
べる」をつなぎ ます。これまでの消費社会には、この
つながりが欠落していました。そこにあるのは、単なる
食とお金のやりとりだけ。 	
	
生活とは、活かして生きる、と書きます。 	
	
このつながりを回復することで、「消費者」を「生活者」
に変えたい。そのためには、単に生産者がつくった食
べ物だけでなく、人間の力が及ばない自然に働きか
けて命の糧をうみだす生産者の生きざまそのものに
価値を見出だしていく必要があります。その価値を伝
える情報を生活者に届け、その価値を共有する「生産
者=郷人(さとびと)」と「生活者=都人(まちびと)」で新し
いふるさとを創造するプラットフォームをつくります。 	

一般社団法人	
日本食べる通信リーグ	
代表理事	

高橋博之	

「世なおしは、食なおし。」
 食べる通信は、断絶していた

 「つくる」と「食べる」をつなぎます。 
	

1974年、岩手県花巻市生ま
れ。2006年、岩手県議会議
員補欠選挙に無所属で立候
補、初当選。2011年の震災
後、事業家へ転身。“世なお
しは、食なおし。”のコンセプ
トのもと、2013年に特定非営
利活動法人「東北開墾」を立	

ち上げ、『東北食べる通信』を創刊。その後一般社団法
人日本食べる通信リーグを創設し食べる通信を全国へ
展開。2016年には生産者と消費者を直接結びつける
サービス「ポケットマルシェ」をリリース。生産者と消費者
が結びついた社会を目指している。 	
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農業従事者のうちなんと 65% が 65 
歳以上。そして39歳以下は6%。後継
者不足や若者の離農で高齢化が加
速しています。農家の平均年齢はな
んと68.5歳。 農作業中の事故も増え
ています。	

生産者の年齢比較	

6%
39歳以下	

1970年に 1000万人を数えた農業就業人口
は、2016年192万人に減少。現在も5年で2
割減と離農に歯止めがかかりません。私た
ちの豊かな食生活の一方で一次産業は担
い手不足の危機にあります。 	

農業者数の推移	

192万人	
1000万人	

↓	

一次産業就業者300万人に対し、日本 
の人口は 1億2千万人。圧倒的多数の 
消費者が、1.4%の生産者と海外からの
輸入に食を依存しています。農家漁師
の存在が生活から縁遠くなっています。 	

消費者と生産者の割合	

98.6 : 1.4	
消費者	

そんななか、地方の若者にとっての一 
次産業のイメージは「5K」。しかし自然 
と対峙し創意工夫で命を育む農家漁師 
は本当に「かっこわるい」のでしょうか? 
そのイメージから、私たちは変えていき
たいと考えています。	

きつい・きたない・	
かっこわるい・稼げない・	
結婚できない	

5K�

私たちが講演等でたずねたとき、昨日食べ
たもので一つでも食材の生産者がわかると
答える人は会場で毎回1人か2人。ほとんど
の食べる人にとって、生産者の存在は身近
ではありません。 	

昨日食べた食材の	
生産者を知っている人 	

1/100	

生産者	

食卓の裏側で
「つくる人」の苦境が続いています

	
	

※注2	

※注1	

注1/注2:農林業センサス、農業構造動態調査 2016年農水省 
注3:2005 年国勢調査 	

	

※注3	

大量生産大量消費社会の中で減り続ける
生産者。私たちは「つくる人」の価値を伝え、
生産者と消費者がお互いを尊重し合える
社会を目指します。 	
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食べる通信とは

「食べる通信」は、食べものをつく
る人を特集した情報誌と、彼らが
つくった食べものがセットで定期
的に届く、食べもの付き情報誌で
す。 	
　このサービスの主役は「つくる
人の物語」。食べものはあくまで
も付録です。誌面には特集され
た生産者の想いや人生、食べも
のづくりのこだわりなどが詰まっ
ています。食べものの「育ての
親」である生産者の想いに触れ、
その栽培方法や生育のプロセス
を知ることは、理解と感謝の気持
ちにつながります。舌だけでなく、

頭と心で味わう経験は、「食べる
通信」の醍醐味のひとつです。	
　食べて終わりではないことも
「食べる通信」のポイントです。	
特集された生産者と読者がつな
がる仕掛けを用意しています。	
SNS コミュニティでの会話、イベ 
ントでの生産者や他の読者との
出会いなど、様々なつながりがう
まれます。	
　つくる人の物語と共に食べもの
をいただき、ごちそうさまを伝え
る。そんな新たな食体験をお楽し
みください。 	

食べる通信の楽しみ方

①届く ②読む ③料理する

④食べる ⑤つながる 　⑥生産者に会う

読者には、発行頻度に応じて定期的に
「食べる通信」が 届きます。中身は、つく

る人を特集した情報誌と、そ の人がつくっ
た旬の食べもの。会員ページから、受取 

希望日を指定することが可能です。特集

内容に関連し た食べものを追加で注文で
きることもあります。 	

受け取ったらすぐに食べたくなる気持ちを
こらえ、まずは誌面を読みましょう。誌面

には特集された生産者の想いや人生、食
べものづくりのこだわりなどが詰まってい

ます。その土地を感じられるような地元情

報や写真、特別なレシピや食育に関する
情報も満載です。	

「食べる通信」の付録になる食べものは、
特集内容によって様々。海のものも山の

ものも届きます。時には食べたことのない
食材や、調理したことのない食材が届くこ

とも。レシピページや同封の説明書を参

考にして、食材にあった調理で最高の一
皿をつくりましょう。	

準備ができたら早速いただきましょう。つく
る人の思 いやこだわりを知って食べると、

そのおいしさはまた 格別です。舌だけで
なく、頭と心で味わう経験をお楽 しみくだ

さい。つくる人に SNS(Facebook)で「ごちそ 

うさま」を伝えるために、写真をとることも
お忘れなく。	

つくる人に「ごちそうさま」を届けましょう。
Facebook上に、読者とつくる人だけが入る

ことができる限定グループを用意していま
す。ここではつくる人とも他の読者さんとも

つながることができ、お互いに顔が見える

コミュニケーションをとれます。	

「食べる通信」では、都会で開催する交流
イベントや、 畑や海辺など生産現場で開

催する現地ツアーを多数開催しています。
オンラインだけでなく、直接会ってつくる人

とつながり、新たな食の世界を体験しま

しょう。 	
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北海道 

山の暮らしを 
食べる通信（テーマ型） 

三陸 
たべあきない（秋田） 

東北 

山形 

そうま 
高校生が伝える 
ふくしま食べる通信 旅する 

（テーマ型） 

伊豆 

やまなし 

おきなわ 

かごんま 
宮崎ひなた 

高千穂郷 
さいき・あまべ 

ふくおか 

ながさき 
水俣 

長島大陸 

こうち えひめ 

埼玉 

あいち 
知多半島 

北関東 

滋賀 

大阪 

やまぐち 

極（島根） 

あづまっぺ。 
お米を食べる通信（テーマ型） 

京都 

兵庫 
奈良 ひろしま 

鳥取 

全国各地の「食べる通信」

36 
全 国 

団 体 

日本全国に広がる「食べる通信」。『東北食べる通信』があって『ふ
くしま食べる通信』があるように、取材対象エリアが重複していても
構いません。デザインや発行頻度、価格などは各通信により異な
ります。現在、36団体が加盟しています。	
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食べる通信が起こした変化
読んで食べたら終わりではなく、そこから仲間や生産者との出会いがあるのが、「食べる通信」の	
醍醐味。「食べる通信」から生まれた、読者と生産者の変化の一例を紹介します。	

仲間や生産者とつながって、イベントや	
マルシェに参加する。それが楽しいですね 	

20年来有機野菜の宅配サービスを利用してきました
が、 食べる通信は現地体験やイベントでどんどん仲
間ができていく、そして生産者さんと距離が近いのが
魅力ですね。年代も仕事もバラバラ、でも不思議と
ざっくばらんなおつきあいができています。芋づる式
に3誌購読してしまいましたが、仲間たちとの交流が
一番の価値だなと思います。 	

主婦。そうま食べる通信ほか、これまでに複数の
「食べる通信」を購読。生産者さんを応援するため

自分でもできることがないかな、とイベントやマル
シェを手伝っているそうです。 	

伊藤富三子さん	

色々な生産者とつながっていたから 	
下北半島への移住も決断できた  	

私の場合は生産者と結婚するというかなり特殊なパ
ターンですね(笑)。2013年に食べる通信に出会って、
東北各地の生産者とつながった。なので結婚して下
北へ移住する話がでたときも東北のあちこちに友達
がいるし安心感がありました。震災や食べる通信と
の出会いから価値観が変わってきて、地方での暮ら
しに興味がわいたこともありますね。 	

CM制作会社のOLとして東京で在職中に『東北食
べる通信』と出会う。生産地ツアーへの参加が

きっかけでなんと、2016年下北半島の漁師と結
婚・移住してしまいました。広島県出身。 	

福田亜由美さん	

お茶づくりだけではない、自分の 
「総体」を情報誌にしてくれた感動 	

僕がなぜ新規就農し耕作放棄地を茶畑に変えたか、
そして目指す理想。それをライフストーリーや農場の
循環モデルなど、誌面企画を駆使して情報誌にまと
めてくれました。お茶の魅力だけじゃない、僕の「総
体」がそこにはあるんです。だからお客さんでも商談
相手でも、食べる通信を読んでもらうとつながりが一
気に深くなりますね。 	

奈良県の大和高原で無農薬・自然栽培のお茶づく
りを続ける農家さん。耕作放棄地を茶畑に変え、目

指すのは「人と自然が調和した世界」。『奈良食べ 
る通信 』2016年6月号で特集 。 	

伊川健一さん	

今まで考えられなかった縁	
生産者・読者コラボの可能性	

私より前に『東北食べる通信』で特集された福島県
の白石長利さんとつながって世界が広がりました。
彼の畑で育てた大根を私がいぶり大根につけるコラ
ボから、秋田と福島、 読者とコミュニティの交流が
生まれているんです。読者の方も参加して一緒に大
根を育て、いぶし、漬けています。 私たちだけで
やっていたときには考えられなかった縁です。	

主婦ながら、「秋田の伝統食を継承したい」と
2011年からいぶり大根づくりにチャレンジ。無農

薬・無添加で大根づく りから取り組んでいます。
『東北食べる通信』2015年2月号で特集。 	

西宮三春さん	

読
者	

生
産

者	

読
者	

※2017年度版より抜粋して再掲載	 6	
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全国に広がる食べる通信リーグ
2013年７月に始まった「食べる通信」は、北海道から沖縄まで全国各地に広がり続けています。ここで
は、その展開を行う「日本食べる通信リーグ」の概要や仕組み、多様な編集長たちを紹介します。	

　日本食べる通信リーグは、全国の「食べる通信」
編集部の連盟組織です。各通信は、食べる人とつ
くる人をつなぐことにより、地域や社会の課題を解
決することにチャレンジしています。日本食べる通
信リーグ（以下、リーグ）はフランチャイズ形式では
なく、各通信が独立運営を行うリーグ形式をとって
います。リーグから提供するのは、食べる通信の
商標や受注決済などのWEBシステム、ビジネスモ 
デルのみ。商品内容・デザイン・価格・発行頻度な
どは各通信が地域に合わせて、自由にカスタマイ
ズすることが可能です。	
　これらの仕組みにより、地域出版社や制作会社
に限らず地元企業や行政、生産者や移住者など
多彩なプレイヤーが「食べる通信」を創刊するに
至っています。リーグでは、食べる人とつくる人が
つながる豊かさを全国津々浦々に広めるため、常
に新たな仲間(加盟者)を募集しています。 	

多様な運営母体・編集長	

印刷会社	
ひろしま食べる通信	

梶谷剛彦	

漁師	
そうま食べる通信	

菊地基文	
	

Uターン起業	
ふくおか食べる通信	

梶原圭三	
	
	

飲食店	
北海道食べる通信	

林 真由	

水産加工業	
さいき・あまべ食べる通信	

平川 摂	

地域の独自性を活かす「リーグ方式」

リーグ方式	

フランチャイズ方式	

「食べる通信」は、各地域の個人・
団体・企業が「一般社団法人日本
食べる通信リーグ」よりライセンス
を受けて運営します。リーグは、
全国の「食べる通信」編集長の連
盟組織です。本部が加盟団体に
商品やサービスを提供するフラン
チャイズと異なり、各地域が独自
の価格設定やデザインで発行で
きる点、リーグ全体の方針は加盟
編集長の合議により決定する点
がリーグ方式の特徴です。 	

食べる通信リーグでは、共通
利用するWEBシステムやビジ
ネスモデルを除いて、各地域
の「食べる通信」ごとに、自由
に事業設計ができます。	

	

プラットフォームの
共有

まちづくり会社	
京都食べる通信	

鈴木晴奈	
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食べる通信の可能性
社会的価値やビジネスチャンスといった「食べる通信」の可能性について、加盟者であるUDSの中川
敬文社長、そしてイベント等でコラボレーションを続ける良品計画の生明弘好執行役員に聞いた。	

　食べる通信のおもしろいところは、
出会うはずのなかった人や地域とつ
ながり新しい関係を築くきっかけにな
ること。 そうした様々な「感じ良い関
係」が、無印良品が提供したい「感じ
良いくらし」を構成していくと思います。	
　食べることは身近な行為なのに、
消費者にとって生産現場は遠い存
在となり、 食べものは「食材」として
消費されるものになってしまいました。	
生産者との関係性の希薄さに不安
や疑問を感じている方は多い。食べ
る通信と一緒に、消費者が生産者や
生産現場に思いをはせるきっかけを
作っていきたいと考えています。  	
　協働の一例をご紹介します。一部
の店舗内にOpen MUJIというお客様
参加型のコミュニケーションスペース
があります。そこを活用し、生産者さ

んとワーク ショップを開催しました。
また有楽町店では、各地の編集長
が生産現場や地域での発見をシェア
するトークイベントを定期的に実施し
ています。 いずれは、各地の編集	
部と地域の舗 との連携を実現した
いです。実店舗を持つ強みを活かし、
より多くの方に「つながる場」を提供
していきたいですね。 	

	
株式会社良品計画	
執行役員　ソーシャルグッド事業部長	

生明弘好 	
	
1998年 株式会社良品計画 入社。香港、

シンガポール、韓国、台湾、中国への

無印良品店舗の展開に従事。2005年 
12月には香港の現地法人社長に就任。

2006年10月から2014年4月にかけて 米
国へ赴任し現地法人の社長を務める。

帰任後は地域活性化事業など、無印良
品の新規領域での事業開発を担当して

いる。 	

「食べる通信」と無印良品が一緒に、 	
生産者との「感じ良い関係」のきっかけ作りを 	

「食べる通信」に企業が加盟する４つのメリット	

　私たちは企業として「食べる通信」に
取り組むなかで、大きく4	つのメリット
があると感じています。　	
　1	ブランディング /	CSR		
　2	採用 
　3	PR	
　4	本業とのシナジー	
　ブランディングは特に手応えを感じ
ている点です。情報洪水で表面的な
情報があふれる今、きちんと手足を動
かして、ものの裏側にある人間味や、
そこにある想い、ストーリーを伝えて
いこうという姿勢は企業の表情のひと
つとして表れてきますし、弊社のスタ
イルとマッチします。この点は創刊に
手をあげた理由の大きな一つです。ま
た、「食べる通信」 自体がこれまでに
ない新しい仕組みなので、「新しいこと
をやる会社」という印象を強められて
いるとも感じています。その表情や姿
勢は特に若い世代に響くよ うで、採
用において、また若手社員の自社へ
の好感度・愛着感の醸成に影響を見
せています。さらに、「食べる通信」が	
	
	
	
	
	
	

新たなPRフックとなり、実際にテレビ
や新聞で自社事業も含めご紹介をい
ただけ、PR	の面でも効果を感じていま
す。弊社ではホテルや飲食施設を運
営していますので、メニュー開発・提
供においてはもちろんシナジー効果を
感じています。さらに、生産地・生産者
を訪ねたくても日々の営業に追われ
る毎日のなか、「食べる通信」をきっか
けに生産者と直接つながり、顔を見て
話を聞けることは調理スタッフのモチ
ベーション向上にもつながっています。　
この点から、「食」 に関連する事業領
域を持つ企業、特に生産者と生活者
をつなぐ機能を持っている、持ちたい
と思っている企業にはメリットは大き
いと思います。もちろん、「食」は全て
の人に欠かせない領域で全国的に食
への関心が一層高まってきています
ので、その意味では食べる通信を、ひ
とつの「手段」として使うことで幅広い
業種の企業がメリットを見出せると思
います。 	
	
	

UDS	株式会社 代表取締役社長	
『京都食べる通信』、	
『滋賀食べる通信』発行人	
中川敬文 	
	

日本におけるデザインホテルの先駆

け目黒 「CLASKA」、子どもの職業体
験施設「キッザニア東京」、代々木ウ

゙ィレッジなど、独自の仕組みによる
新しい施設の企画・設計において数

多くの実績を誇るUDS株式会社。ホ
テル・ホステル、カフェ・レストラン、 

学生食堂、シェアハウス、コワーキン

グスペー ス、公共施設などの運営も
多数行っている。	

※2017年度版より再掲載	 8	



日本食べる通信リーグ事務局

各地で「食べる通信」を発行する編集部や特集された生産者と、理念に共感し、賛助・協働をおこ
なう外部企業とのコラボレーションを実現すること。また、加盟する「食べる通信」編集部へのサ
ポートや創刊を目指す団体・企業への支援、コンサルティングを提供するのが事務局の役割です。	

2	

阪神大震災後の1996年に上京し、
出版社リクルート、メディアファクト
リー等を経てKADOKAWAで編集長
を務める。企画・編集した書籍は百
数十冊以上。2015年4月にリーグ事
務局に加わり、国内外の展開を統
括。創刊希望者の支援や賛助会
員・外部企業との連携を担当する。	

専務理事	

江守敦史	

創刊希望者

コラボレーション事例

リーグ加盟者 賛助会員 外部企業

日本食べる通信リーグ事務局

創刊支援	
コンサルティング	

システム・商標提供	
加盟者間連携サポート	

加盟編集部・生産者とのコラボレーション実現	
協働プロモーション、事業開発の実現	

株式会社良品企画が展開する「無印良品」の全国の店舗で、地域
の生産者トークイベントやワークショップを開催。2018年度末まで
の開催数は65回、累計動員数1500人以上を数えています。店舗で
実際に収穫や試食を行うなど、「体験」を盛り込んだコンテンツを
「食べる通信」が企画・運営。集客効果に加え、地域に根ざした店
舗づくりに向けた協働をしています。	

東京ガス株式会社の会員組織「myTOKYOGAS」の会員拡大およ
びロイヤリティ向上施策として、協同キャンペーンと会員向けコミュ
ニティの立ち上げを実施。食べる通信リーグがサポートしました。
『東北食べる通信』をお得に購読できるキャンペーンが好評で、募
集開始から3週間で、300人の募集定員に達しています。	

事務局

事務局長	

工藤明恵	

関西でのシステム会社、岩手県被
災地での教育支援NPO勤務を経て、
2013年にNPO法人東北開墾へ参画。
以来、一貫して「食べる通信」全体
のオペレーション全般およびシステ
ム開発を担当。2019年4月よりリー
グ事務局専属として、WEB・システ
ム全般を担当。	

事務局	
阿部正幸	

メーカーや食品EC会社で広報・営
業・企画などを経験したのち、2016
年にリーグ事務局へ参画。全国の
編集部のサポートを通して得た知
見をもとに、各地の編集部の強み
や特性を活かしたイベントの企画運
営、外部企業とのコラボレーション
提案やコーディネートなどを行う。	
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のべ読者数	

成果とコレクティブ・インパクト
2013年に「東北」から始まった「食べる通信」。その後全国各地に、そして世界へと広がり続けていま
す。立場の異なる組織（NPO、民間企業、行政、生産者など）が組織の壁を越えてお互いの強みを出
し合い社会課題の解決を目指すアプローチ、「コレクティブ・インパクト」を日本食べる通信リーグは実
践し、多様なプレイヤーの協働と、インパクトの最大化を目指します。（いずれも2018年3月時点実績）	

3万人	600人	

これまで全国各地の「食べる通信」編集部が特集し
てきた生産者さんの総数が600人を超えました。一
人一人の生産者さんと出会い、取材許可をいただ
き、その方の人生や生産物へのこだわりをお聞き
して、特集記事にまとめる。その後、生産物を一緒
に発送して、ようやく「1人」増える数です。各編集部
は、今日も新たな生産者さんを取材しています。	

特集生産者数	

150人	
制作クリエイター	

7社	
賛助会員数	

127回	
1年間のイベント開催数	

4通信	
海外の通信数	

「食べる通信」を一度でも購読したことのある人の
数が、3万人を突破しました。「食べる通信」は解約
率2〜3%と、一般的な定期購読サービスと比べても
非常に解約率の低いサービスだといわれています。
ファンとして「共感」した人が「参加」していく。この共
感マーケティングやコミュニティづくりの企業へのノ
ウハウ提供も、今まさに始まっています。	

各地の「食べる通信」編集部には、ディレクター、デ
ザイナー、カメラマン、ライター、フードコーディネー
ターなど地域に根ざしたクリエイターが参画し、毎
号の誌面制作をおこなっています。その数、150人
以上。日本食べる通信リーグは、生産者と地域を
愛するクリエイターたちが集う、日本最大の連携組
織ともいえます。	

2018年7月にスタートした、日本食べる通信リーグ
賛助会員制度（法人会員のみ）。良品計画、JR東
日本をはじめ、われわれのビジョンに賛同し、協働
を望まれる企業の皆様に続々入会いただいていま
す。その数、すでに7社。各地の食べる通信＆生産
者ネットワークを活かし、連携していくことで、これ
までにない価値を生み出します。	

読んで食べるだけでなく、リアルに会って会話し体
験することで、読者と生産者の距離は近づき、連帯
が生まれます。食べる通信主催イベントの他、蔦屋
書店とのコラボレーションにより実現した「食べる通
信EXPO	in	枚方T-SITE」や、全国の無印良品店舗で
のワークショップなどを開催。年間イベント開催数
は120回以上、年間動員数は4000名にのぼります。	

生産と消費の分断という社会課題が同じこともあり、
食べもの付き情報誌「食べる通信」は、東アジアの
各国から注目を集めています。台湾にはすでに4つ
の「食通信」が創刊、韓国や中国でもより関心が高
まっています。アメリカでも「地方は都市にネグレク
トされている」と言われており、課題解決のツールと
して、世界各国に広まる可能性が高まっています。	
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楽天との半年間の協働	

飲食店との連携を開始	 食べる通信動画コンテスト開催	

賛助会員制度の開始	

食べる通信EXPO in 枚方T-SITE開催	

海外展開の活発化	

カンブリア宮殿放送で大反響	

無印良品 堺北花田にコーナー常設	

2018年度 トピックス
2018年度は、事業連携に重点を置き、賛助会員制度の開始や楽天株式会社との協働など、様々な企
業との業務連携を通じ、「食べる通信」の事業基盤の強化と、理念の拡大につとめました。また2019年
2月放送の『カンブリア宮殿』での特集を通じ、全体の読者数も大きな増加となりました。	

「食べる通信」のビ
ジョンや取り組みに賛
同いただける企業や
団体が増えてきたこと、
そしてわれわれが持
つ生産者や編集部の	

ネットワーク、コンテンツをさらに活用するために、
2018年7月に賛助会員制度（法人限定）をスタートさ
せました。これにより、われわれだけでは実現できな
かった施策やコラボ企画が動きはじめています。	

2018年7月から2019
年1月まで、楽天が社
会起業家と協働して
社会課題の解決を目
指す支援プログラム
「RakutenSocial Accel	

erator」（以下RSA）協働団体に選ばれ、web改善を中
心に食べる通信の認知・理解・購読率の向上を目指
す協働をおこないました。「楽天レシピ」に食べる通信
のレシピが掲載されるなど、連携は今後も続きます。	

食べもの付き情報誌
「食べる通信」の魅力	
や食べものの調理、
生産者訪問の様子を	
購読者以外にも知っ
てもらうことを目的に	

実施した「食べる通信動画コンテスト」。2018年9月28
日～11月30日の応募期間中に投稿された動画は、	
なんと72本。いずれも「食べる通信」を楽しんでいる様
子が伝わってくる力作ばかりでした。	

「食べる通信」特集生
産者の食材を使って
いる飲食店に、そのこ
とがわかるステッカー
を配布。店舗の入り
口やテーブル、メニュ	

ーなどに掲示しています。また、「食べる通信」公式
ウェブサイトにて連携飲食店リストとマップを表示し
PR。2018年度末時点で、四十八漁場チェーン全店を
含む、40を超える店舗と連携しています。	

テレビ東京系のドキュ
メンタリー番組『カンブ
リア宮殿』が、2019年
2月14日放送回にて
「食べる通信」　を特
集しました。	

これまでにない大反響があり、購読申込の急増の他、
継続的なベースアップを果たしています。新規創刊や
協業、賛助会員入会のお問い合わせはその後も続
いています。	

2018年3月にオープン
した無印良品世界最
大規模の店舗「無印
良品 堺北花田」。開
店前からコラボレー
ションのご相談をいた	

だいたこともあり、店舗内には各地域の「食べる通
信」冊子がずらりと並んだコーナーを常設。唯一、冊
子のみ購入がいつでもできる場所となっています。併
設された関西編集長＆生産者による選書も必見です。	

全国の「食べる通信」
が集結してお届けす
る食べる通信EXPOを
関西で初開催。2018
年5月12日に大阪・枚
方T-SITEのご協力に	

より実現しました。「生産者をスターにする」ことを目
的に実施した「生産者サミット」は大盛況。クラウドファ
ンディングで49万5500円のご支援をいただき、全国
から7名の生産者をお招きすることができました。	

2017年度中に4通信
が創刊した台湾では、
その後も各誌が継続
して発行。台湾事務
局も生まれました。日
本で開催するリーグ	

会議に台湾チームが参加したり、日本の編集長たち
が台湾を訪問して生産者視察やイベントを開催する
など交流が活発化しています。韓国や中国、アメリカ
からの視察受け入れや問い合わせも増えています。	
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問い合わせ先	 日本食べる通信リーグ	
web:taberu.me/corporate	
mail:league_info@taberu.me	

ポケットマルシェ 	
web:poke-m.com	
info@poke-m.com		

賛助会員制度のご案内

【参加メリット】	
　1.全国各地の食べる通信＆生産者とのネットワークにアクセスできます。	
　2.各食べる通信および賛助会員との協働により、新たな価値を生み出せます。	
　3.地域情報発信・生産者支援・関係人口＆移住促進に関する協力が受けられます。	
	
【会員種別と年会費】	
　団体会員　50,000円〜	
　特別会員　200,000円〜	
　　　※会費は年度制（4月～翌年3月）です。 
　　　※初年度の年会費については、入会時期によって異なります。	
	
【特典】	
　会員種別により異なる、賛助会員特典を用意しています。	
　　　※参加メリットおよび特典詳細はtaberu.me内「賛助会員制度のご案内」ページを参照ください。	

	
【お問い合わせ先】	
　一般社団法人 日本食べる通信リーグ　担当：江守　league_info@taberu.me	
	
	
	

	
	

つくる人と食べる人をつなぎ直すことで、各地の社会課題を解決し続ける「食べる通信」。	
その全国ネットワークに賛助いただき、共に協働する企業・団体を募集します！	

賛助会員（一部ご紹介）	

一般社団法人日本食べる通信リーグ2018年度事業報告書　	
2019年6月30日発行 　　発行元/一般社団法人 日本食べる通信リーグ	
〒160-0022　東京都新宿区新宿5-15-14　INBOUND LEAGUE内330 	

食べる通信および関連事業である
ポケットマルシェに関するご質問・
ご提案・講演・メディア出演依頼な
どは右記宛にお願いいたします。 	
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団体概要
法人名
一般社団法人 日本食べる通信リーグ	

設立年月日
2014年4月15日	
事業内容
食べもの付き情報誌「食べる通信（R）」
の普及・多地域展開の促進	
本店所在地
岩手県花巻市藤沢町446-2	
代表理事
高橋博之	
理事
大塚泰造　本間勇輝　江守敦史	
	

法人名
株式会社ポケットマルシェ	
設立年月日
2015年2月10日	
本店所在地
岩手県花巻市藤沢町	
446-2
代表取締役CEO
高橋博之	
登録生産者数
2000人	
（2019年5月末時点）	

沿革
2013.5 	NPO法人東北開墾設立　　　	
　　　 	（2013.10.16法人格取得）	
2013.7 	『東北食べる通信』創刊	
2014.4 	日本食べる通信リーグ設立。	

	全国展開スタート 
2014.9 	第一回リーグ運営会議開催。	

	以後3ヵ月ごとに実施	
2014.12	加盟団体が10団体突破	
2016.3 	加盟団体が30団体突破	
2015.2 	関連事業として、株式会社	
　　　　　 ポケットマルシェを創業	
2016.9　 ポケットマルシェサービス開始	
	

関連事業	

ポケットマルシェは、全国の
農家さん・漁師さんと会話し
ながら食材を買えるスマホ
アプリのサービスです。	


