2009 年 2 月 25 日

今年で８回目を迎えるサーティワンのチャリティイベント
今年で８回目

全国のサーティワン アイスクリーム 各ストアーで、開店から 2 時間
ユニセフ募金にご協力のお客様にアイスクリームをプレゼント！
フリー

スクープ
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好評をいただいているチャリティイベントです。
今年は、各ストアーの開店から 2 時間*3、店頭でユニセフ募金にご協力いただいたお客様皆様に、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（通常 320 円～）を、1
円～）を、1 つプレゼントいたします。
当イベントにてお預かりした募金は、B
当イベントにてお預かりした募金は、B-R サーティワン アイスクリーム㈱からの寄付金（ご来店客数×
10 円）と共に
円）と共に(
と共に(財)日本ユニセフ協会へ寄贈いたします。
*1 1869 年（明治 2 年）5 月 9 日、横浜馬車道通り（現在の横浜市中区常盤町 5 丁目）で、町田房蔵が
日本で最初のアイスクリームと言われている『あいすくりん』を製造販売した記念の日です。
（（社）日本アイスクリーム協会「あいすくりいむ物語」より）
*2 高速道路サービスエリア内及び、球場、遊園地、映画館内のストアーでは実施いたしません。
*3 実施時間は各ストアーによって異なります。各ストアーの詳細時間はお問い合わせください。

2008 年の『ユニセフ支援 Free Scoop』チャリティイベントの模様

このチャリティイベントにより B-R サーティワン アイスクリーム㈱は、日本ユニセフ協会を通じて、2006
年より 3 ヵ年計画で西アフリカにあるブルキナファソにおける初等教育への就学機会促進*4 を支援してま
いりました。具体的には、教育施設の建設、学校の備品や学用品の提供、先生の育成、女子の就学に
関する社会への啓発活動をはじめ、学校にはきれいな水が出る井戸、男女別トイレも設置されています。
これまでに、ブルキナファソ西部の 3 つの県で、小学校 4 校、BISONGO*5 4 校、CEBNF*6 3 校、合わせ
て 11 校を建設し、2,000 人を超える子どもたちが通っています。より多くの子どもたちが、教育を受けら
れることを目指し、2009 年度も継続して支援することにいたしました。
*4 ブルキナファソでは、初等教育を受ける子どもたちは増えているものの、純就学率は、男子 52%、女子 42％
と低く、男女の差があります。（ユニセフ 『2009 年世界子供白書』英語版より抜粋）
*5 学校に入る前の児童の為の施設。
*6 小学校に通うことができなかった児童の為の施設。

‐過去 3 年間のブルキナファソへの支援活動
年間のブルキナファソへの支援活動
・ 2007 年 2 月： 2006 年の募金により、ケネデュク県の 2 つの村に
おいて 6 つの教室がある小学校 2 校、BISONGO 2 校、CEBNF 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おい
て 6 つの教室がある小学校 1 校、BISONGO 1 校が開校
・ 2009 年 4 月： 2008 年の募金により、コモエ県ボゴ村において

6 つの教室がある小学校 1 校、BISONGO 1 校、CEBNF 1 校が開
校予定

新設された教室で学ぶ
ブルキナファソの子どもたち
（2008 年 3 月 コモエ県エンドラ村にて）

‐2008 年度サーティワン アイスクリームのユニセフ支援実績
『ユニセフ支援 Free Scoop』 7 回目となる 2008 年は、全国 859 店のサーティワン アイスクリーム
ストアーで夕方 2 時間実施いたしました。当日は、計 737,085 人のお客様より募金にご協力いただき、
店頭募金額は過去最高の 21,097,142 円となりました。お客様からの募金に B-R サーティワン アイ
スクリーム㈱本部からの 7,370,850 円(イベント参加人数 737,085 人×10 円)の寄付を合わせた計
28,467,992 円を(財)日本ユニセフ協会に寄贈いたしました。

‐5/9「ユニセフ支援
」イベント 2002 年～2008
5/9「ユニセフ支援 Free Scoop」
年～2008 年実績
年実績
年度

実施店舗数

ユニセフへの寄付金額 （円）

2002

350

4,780,473

2003

410

8,000,000

2004

500

11,234,698

2005

630

17,930,881

2006

707

22,160,482

2007

809

25,758,494

2008

859

28,467,992

※ 2004 年度は、『Free Scoop Morning』として午前中 2 時間、
2002-2003、2005-2008 年は、『Free Scoop Night』として夕方 2 時間実施いたしました。

《バスキンロビンス社は、世界 40 カ国・5,800 店以上を持つ、世界最大のアイスクリーム専門店チェーンで
す。1000 種類近くものオリジナルフレーバーから季節にあわせた 31 種類のアイスクリームを店舗で提供
しています。創業以来 “We make people happy.” を理念に掲げ、アイスクリームを通じてお客様に幸せを
お届けする事をモットーとしています。》

＜報道関係の方からのお問い合わせ＞
サーティワン アイスクリーム PR 事務局
TEL 03-3486-2930 FAX 03-3486-7507
担当／萩原・
担当／萩原・千田・
萩原・千田・江川
千田・江川
＜一般の方からのお問い合わせ＞
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/

