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特定非営利活動法人TABLE FOR TWO International

設

2007年10月24日

立

認定番号

課法11-281（平成22年1月16日〜平成27年1月15日）

2011年

代表・小暮が シュワブ財団「アジアを代表する社会起業家」に選出

2011年

代表・小暮が日経イノベーター大賞優秀賞を受賞

2012年

代表・小暮が

2012年

iPhoneアプリ「Table For Two」がグッドデザイン賞受賞

2013年

第1回日経ソーシャルイニシアチブ大賞国際部門賞受賞

2017年

おにぎりアクションが日本マーケティング大賞 奨励賞受賞

2017年

おにぎりアクションがアジア・マーケティング3.0・アワードを受賞

Forbes「アジアを代表する慈善活動家 ヒーロー48人」に選出

26生都地第1661号（平成27年1月14日〜平成32年1月13日）

һ
代表理事

Ԋֵ
小暮 真久

(TABLE FOR TWO International)

安東 迪子

(TABLE FOR TWO International)

2006年

夏

カナダのバンクーバーで開催された世界経済フォーラムのヤング・
グローバル・リーダーズ会議の席上で、TFT創設メンバーを含む日本人
が「日本発の国際貢献のアイディアを」と知恵を絞りTFTのコンセプト

理事

黒松 敦

（株式会社ミテリ・アソシエイツ代表取締役）

を生み出す。その後、賛同企業数社の社員食堂にてテストプログラムを

古森 剛

（株式会社CORESCO代表取締役、

実施し、2007年に法人として発足。

一般社団法人はなそう基金代表理事、
マーサージャパン株式会社シニアフェロー）

監事
創設者

佐藤 俊司

（TMI総合法律事務所 パートナー 弁理士）

2007年 10月

東京にて本部設立

牧 辰人

（SCS-Invictus パートナー 公認会計士）

2008年 01月

ダボス会議にてTFT実施

2008年 07月

初のTFTブランド食品発売

渡辺 伸行

（TMI総合法律事務所 パートナー 弁護士）

近藤 正晃ジェームス

（一橋大学大学院国際企業戦略研究科 客員教授）

2009年 04月

学生団体TFT大学連合（TFT-UA）設立

古川 元久

（衆議院議員）

2009年 10月

第1回 世界食料デーキャンペーン開催

堂前 宣夫

（株式会社ディー・エヌ・エー社外取締役、

2009年 12月

参加団体数が100を突破

2010年 05月

アメリカでTFT-USA発足
APEC首脳夕食会でTFT紹介

マネックスグループ株式会社 社外取締役）
浅尾 慶一郎

アドバイザー

評議員会

2009年 03月 『「20円」で世界をつなぐ仕事』出版

（前衆議院議員）

須田 将啓

（株式会社エニグモ 代表取締役）

2010年 11月

高島 宏平

（オイシックスドット大地株式会社 代表取締役社長）

2011年 07月 『世界をつなぐ あこがれ企業の社員食堂レシピ』出版

藤沢 久美

（シンクタンク・ソフィアバンク 代表）

2013年 05月

船橋 力

（トビタテ!留学JAPAN プロジェクトディレクター）

松田 公太

（前参議院議員 / タリーズコーヒージャパン創業者）

アジアで学校給食支援プログラムを開始

2014年 05月 「カロリーオフセット」プログラム開始
2015年 01月

アフリカ・アジアへの給食提供食数が累計3,000万食を突破

川口 順子

（明治大学国際総合研究所 特任教授）

2015年 04月

総合スーパーでカロリーオフセット商品の販売開始

黒川 清

（内閣官房 健康・医療戦略参与、東京大学 名誉教授）

2015年 05月

ミラノ国際博覧会の日本館でTFTの活動紹介

竹中 平蔵

（慶應義塾大学 名誉教授）

三國 清三

（シェフ、株式会社ソシエテミクニ代表）

2015年 10月

おにぎりアクション開始
支援食数が5,000万食を突破
ドイツでTFT-Deutschland 設立

石倉 洋子

（一橋大学名誉教授）

2017年 03月

田村 次朗

（慶應義塾大学法学部 教授）

2017年 08月

小泉 泰郎

（株式会社FiNC 代表取締役副社長 CFO兼CSO）

髙木 康裕

（菓子工房アントレ シェフパティシエ）

大塚 太郎

（大塚倉庫株式会社 代表取締役社長）

島田 久仁彦

（株式会社KS International Strategy代表取締役）

松崎 みさ

（株式会社PeopleWorldwide 代表取締役）

SDGs（持続可能な開発目標）は、2015年9月に国連加盟国193か国が全会一致で採択した
行動計画。貧困や飢餓、平和的社会など17目標から成り、2030年までに目標を達成すること
を目指しています。
TABLE FOR TWOは、SDGsが掲げる17の目標のうち主に7つに貢献します。

