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B‐R サーティワン アイスクリーム株式会社(所在：東京都品川区上大崎 3-2-1 目黒センタービル／代表取締役

社長：尾崎 仙次)は、去る 6 月 15 日(火)、ユニセフハウスにおいて、社会貢献活動の一環として総額 

33,863,096 円を財団法人日本ユニセフ協会に寄付いたしました。今回の寄付金は、西アフリカに位置する「ブル

キナファソ」の子どもたちの教育支援に役立てられます。 
 
サーティワン アイスクリームは、2002 年より社会貢献活動としてユニセフ支援のイベントやキャンペーンを実施し

てきました。今回の寄付金は、5 月 9 日(日)に実施したチャリティイベント「ユニセフ支援 Free Scoop」の参加者か

らの募金と同社からの寄付金によるものです。 
 
寄付金は、2006 年より支援しているブルキナファソの子どもたちの就学機会を拡大するため、教育施設の建設や

学用品の提供、教師の育成などに役立てられます。昨年の寄付金では、ガンズルグ県ゾルゴ村に新しく小学校２

校、BISONGO*12 校の計 4 校がこの 6 月に開校いたします。これまでの４年間の活動で、ブルキナファソには合計

17 校（小学校７校、BISONGO6 校、CEBNF４校）が開校し、今までに２，２００人を超える子どもたちが学校に通うこ

とができるようになりました。 
 
6 月 15 日(火)、東京都港区のユニセフハウスで行われた寄贈式で、寄付金の目録を贈呈した同社社長の尾崎 

仙次は(財)日本ユニセフ協会 専務理事 早水 研氏へ「ユニセフ支援 Free Scoop」の活動を次のように語り、両

者の間で熱い握手が交されました。 
 
「サーティワンの『ユニセフ支援 Free Scoop』も今年で 9 回目を迎え、今年は大変多くのお客様にご協力いただ

き、参加者数が過去最多の約 84 万人となりました。これまで 5 年間、寄付金を通じて支援してきたブルキナファソ

は気候変動による影響で降雨量も減少していると聞き、そんな環境下で生活する子供たちが少しでも多く就学でき

ることを願っています。募金にご協力いただいたお客様には、改めて感謝の思いを感じています。今後も “We 

make people happy.” をモットーに、商品やサービスの品質向上だけではなく、企業としての社会的責任を果たす

べく社会貢献活動にも積極的に取り組んで参ります。」 

 

*1 学校に入る前の児童の為の施設。 

*2 小学校に通うことができなかった児童の為の施設。

過去最高となる約 84 万人の参加者のご協力いただいた「Free Scoop」を通じて 
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「「「「ユニセフユニセフユニセフユニセフ支援支援支援支援    FreeFreeFreeFree    ScoopScoopScoopScoop」」」」についてについてについてについて    
当イベントは、今年で 9 年目の開催となるチャリティイベントで、今年は全国 950 店舗で実施いたしました。「アイス

クリームの日」である 5 月 9 日のイベント時間内に、全国のサーティワンアイスクリーム ストアーの店頭にてユニセフ

募金にご協力いただいた皆様へお好きなアイスクリームフレーバーのレギュラーシングルコーン(320円～)を1個プ

レゼントします。毎年お客様から大変好評をいただいており、年を追うごとに参加者数が増加しています。今年は、

参加者からの募金 25,506,726 円とサーティワン アイスクリーム本部からの寄付 8,356,370 円(イベント参加人数

835,637 人×10 円)を合わせ、過去最高の 33,863,096 円を寄付いたしました。 

 

過去過去過去過去４４４４年間年間年間年間ののののブルキナファソブルキナファソブルキナファソブルキナファソへのへのへのへの支援活動支援活動支援活動支援活動    

2007 年 2 月： 2006 年の募金により、ケネデュク県の 2 つの村に 6 つの教室がある小学校 2 校、 

  BISONGO*1 2 校、CEBNF*2 2 校が開校 

2008 年 3 月： 2007 年の募金により、コモエ県エンドレ村に 6 つの教室がある小学校 1 校、 

  BISONGO*1 1 校、CEBNF*2 1 校が開校 

2009 年 4 月： 2008 年の募金により、コモエ県ボゴテ村に 6 つの教室がある小学校 1 校、 

        BISONGO*1 1 校、CEBNF*2 1 校が開校 

2010 年 1 月： 2008 年の募金により、コモエ県レグエラ村に小学校 1 校が開校 

2010 年 6 月： 2009 年の募金により、ガンズルグ県ゾルゴ村に 3 つの教室がある小学校 ２校、 

        BISONGO*1 2 校 

 

 

    

年 (実施店舗数) 募金額募金額募金額募金額 ( ( ( (円円円円))))    

2002 年(350 店) 4,780,4734,780,4734,780,4734,780,473    

2003 年(410 店) 8,000,0008,000,0008,000,0008,000,000    

2004 年(500 店) 11,234,69811,234,69811,234,69811,234,698    

2005 年(630 店) 17,930,88117,930,88117,930,88117,930,881    

2006 年(707 店) 22,160,48222,160,48222,160,48222,160,482    

2007 年(809 店) 25,758,49425,758,49425,758,49425,758,494    

2008 年(859 店) 28,467,99228,467,99228,467,99228,467,992    

2009 年(904 店) 29,68129,68129,68129,681,348,348,348,348    

2010 年(950 店) 33,863,09633,863,09633,863,09633,863,096    

 

※ 2002-2003、2005-2008 年は「Free Scoop Night」として実施いたしました。 

    

《《《《バスキンロビンスバスキンロビンスバスキンロビンスバスキンロビンス社社社社はははは、、、、世界世界世界世界 40404040 カカカカ国国国国・・・・6666,,,,222200000000 店以上店以上店以上店以上をををを持持持持つつつつ、、、、世界最大世界最大世界最大世界最大ののののアイスクリームアイスクリームアイスクリームアイスクリーム専門店専門店専門店専門店チェーンチェーンチェーンチェーンですですですです。。。。1000100010001000 種種種種

類近類近類近類近くものくものくものくものオリジナルフレーバーオリジナルフレーバーオリジナルフレーバーオリジナルフレーバーからからからから季節季節季節季節にあわせたにあわせたにあわせたにあわせた 31313131 種類種類種類種類ののののアイスクリームアイスクリームアイスクリームアイスクリームをををを店舗店舗店舗店舗でででで提供提供提供提供していますしていますしていますしています。。。。創業以来創業以来創業以来創業以来    ““““We We We We 

make people happy.make people happy.make people happy.make people happy.””””    をををを理念理念理念理念にににに掲掲掲掲げげげげ、、、、アイスクリームアイスクリームアイスクリームアイスクリームをををを通通通通じておじておじておじてお客様客様客様客様にににに幸幸幸幸せをおせをおせをおせをお届届届届けするけするけするけする事事事事ををををモッモッモッモットートートートーとしていますとしていますとしていますとしています。。。。》》》》    

 

 

 

 

 

 

 

＜＜＜＜報道関係報道関係報道関係報道関係のののの方方方方からのおからのおからのおからのお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ＞＞＞＞ 

B-R サーティワン アイスクリーム PR 事務局  担当／千田、川上、萩原、江川 

TEL 03‐3486‐2930   FAX 03‐3486‐7507 

 

＜＜＜＜ごごごご紹介紹介紹介紹介いただくいただくいただくいただく際際際際のののの一般一般一般一般のおのおのおのお客様客様客様客様からのおからのおからのおからのお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先＞＞＞＞    

B-R サーティワン アイスクリーム株式会社 TEL.03-3449-0335 

URL http://www.31ice.co.jp/ 

2002200220022002 年年年年～～～～2020202010101010 年年年年    寄付金実績寄付金実績寄付金実績寄付金実績    2010201020102010 年年年年    寄付金内訳寄付金内訳寄付金内訳寄付金内訳    

Free Scoop  
（参加者 835,637 人×10 円） 

¥8,356,370 

Free Scoop  
お客様からの募金 

¥25,506,726 

合計合計合計合計 ¥33,863,096 

 

新設された教室で学ぶ 

ブルキナファソの子どもたち 

 


