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■■ CUP FOR TWO ご参加ガイド ■■

経過連絡

お振込・
領収書
発行

TFT事務局
からの連絡

CFTプログラム導入法人・自販機管理会社 TABLE FOR TWO (TFT) 事務局 関係資料

CFTプログラムの内容をご理解いただく
• TFTの団体概要
• ヘルシードリンクのガイドライン
• 寄付方式

参加申込書をTFT事務局にご提出

•設置場所、該当商品、寄付率（額）の決定
•各種事務手続き・ご案内窓口のご連絡

参加申込書を受領後、CFTプログラム開
始に必要なご案内等をメール送付
参加法人のロゴ送付依頼
TFTプログラム告知データのダウン
ロード用WEBサイト情報

実施のご準備/
告知 （HP等）

参加法人のロゴ
データのご提供

開始日前後に、TFTのウェブサイトに参加法
人名とロゴの掲載

（※公開を希望されない場合はご連絡ください）

飲料販売数の集計・管理

寄付金のお振込 （基本は毎月。毎月が難
しい場合は、 3ヶ月ごと、半年ごとの中から、
ご都合のよい頻度をご指定ください）
（※TFT事務局からの請求書の発行はいたしません）

CFTプログラムの開始

入金確認後、領収書発行・送付
（※お振込月の翌月中頃に、領収書を発送します）

p.2-4

p.5-7

p.8

p.9

p.10

■お申し込みから実施までの流れ■

1

p.8自動販売機の装飾
（TFTのご説明等）

ご担当者様専用ページ＞「寄付の管理」に
ログインし、毎月のTFT対象飲料販売数を
ご入力
（※自販機管理会社が発行する「設置手数料明細書」
などで代用も可能です）

ご担当者様専用ページ＞「寄付の管理」に
にログインし、寄付金のお振込日をご入力
（※自販機管理会社が発行する「設置手数料明細書」
などで代用も可能です）

TFT事務局から、定期的に活動報告やイ
ベントのご案内をEメールで配信
• テーブルの向こう側から（支援先ニュー
スレター）

• マンスリーニュース
• キャンペーンやイベントのご案内
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■CUP FOR TWO プログラム導入のご検討 (1/3) ■

◆ TABLE FOR TWOとは

世界の70億人の人口のうち、10億人が飢えに喘ぐ一方で、20億人が肥満など食に起因する生活習慣病に苦しんでいます。
TABLE FOR TWO Internationalは、この深刻な食の不均衡を解消するための活動に取り組んでいます。

対象となる定食や食品をご購入いただくと、1食につき20円の寄付金がTABLE FOR TWO Internationalを通じて開発途上
国の子どもの学校給食になります。20円というのは、開発途上国の給食1食分の金額です。つまり、先進国で1食とるごとに
開発途上国に1食が贈られるという仕組みです。

TABLE FOR TWO（以下、TFT）という名前に私たちが込めた思いは、「たとえ地球の裏側に住んでいようとも、相手を思い
やる心があれば距離は縮まり、まるで一つの食卓を囲むように心を寄せあうことができる」ということです。アフリカの子ども
たちと時間と空間を越えて食卓を囲み、食事をともにすることで、子どもたちの国における食料問題に思いを馳せ、彼らの
国の現状を身近に感じて頂きたいと思っています。

団体の活動内容やTFTプログラムの最新情報については、下記をご参照ください：

◆ TFTの活動内容 https://jp.tablefor2.org/activity/

◆ TFTの団体概要 https://jp.tablefor2.org/about/organization/

◆ 定期レポート https://jp.tablefor2.org/about/report/

◆ TFTプログラムご参加団体 https://jp.tablefor2.org/business/partner/

◆ 飲料によるCFTプログラムの導入・実施には、下記のような関係法人のご協力が必要になります

(1) CFTプログラム導入法人

TABLE 
FOR 
TWO
事務局

(2)自動販売機
設置場所

(3) 自販機管
理会社

寄付金

活動
報告

(4) CFTプログラム参加法人

(1) CFTプログラム導入法人
社員や学生等、利用者向けにCFTプログラ
ムを導入する法人（企業、団体、学校等）

(2) 自動販売機設置場所
CFTプログラムを導入する自動販売機が設
置されている場所（例：本社4階休憩室、XX
工場 喫煙所）

(3) 自販機管理会社
自動販売機の管理を委託されている会社
（オペレーター、ベンダー）

(4) CFTプログラム参加法人
CFTプログラムの実施に関わる全ての法人

※ 参加申込書は、(1)CFTプログラム導入法人、(3)自販機管理会社のどちらからでもご提出いただけます。

(3) 自販機管
理会社

(3) 自販機管
理会社

(2)自動販売機
設置場所

(2)自動販売機
設置場所

https://jp.tablefor2.org/activity/
https://jp.tablefor2.org/about/organization/
https://jp.tablefor2.org/about/report/
https://jp.tablefor2.org/business/partner/


ごあんない

※1「日本人に不足しがちな栄養素を補うような素材、または工夫を含んでいる」とは？
・ 野菜や食物繊維／カルシウム／鉄分／カリウム／EPA, DHAなどを含む食品が、積極的に食べられるメ

ニューを採り入れていただきます。これらは「日本人の食事摂取基準（厚生労働省）」などで、日本人の
食生活に足りないとされる成分です。

◆TFTプログラムの実施に際して、最初にご検討いただきたい点は、

①ガイドラインに合致するソフトドリンクの選定

②寄付額・率の設定、寄付の方式と収集・管理 になります。

① ガイドラインに合致するソフトドリンクの選定

自販機管理会社のご担当者とご相談いただき、CFTの対象となる飲料をご選択ください。

ドリンクメニューのガイドライン
下記のソフトドリンク類が、TFTメニューとしてご提供いただけます。

A. 糖分ゼロのドリンク
B. カロリーゼロ、または、通常商品より最低でも30％以上カロリーカットの工夫がされたドリンク
C. 野菜・果汁100％のドリンク
D. スポーツドリンク
E. メーカーによる健康機能表示を持つドリンク
F. 日本人に不足しがちな栄養素を補うような素材を含むドリンク (※1)
G. 健康に配慮したドリンク

■CUP FOR TWO プログラム導入のご検討 (2/3) ■
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「自動販売機まるごと１台TFT対象自動販売機にすることは可能でしょうか？」
という質問を受けることがあります。

１台の自動販売機のうち、一部のドリンクのみTFT寄付対象とする方法と、自動販売機１台を
TFT寄付対象とする方法があります。
自動販売機１台をTFT対象とする場合、下記のようなポスターで「ヘルシーにドリンクを楽しむ」
方法を掲示していただくなどの工夫をお願いしております。

質問！



② 寄付額・率の設定、寄付の方式と収集・管理

＜寄付額・率の設定＞
対象飲料が販売された際の、寄付額・率をご設定ください。
食堂でのTFTプログラムでは1食20円を基本としておりますが、飲料の場合は、CFTプログラム参加法人に任
意で設定していただいています。

対象飲料1本あたり●●円、もしくは、売上の●%、といったかたちで設定をお願いいたします。

■CUP FOR TWO プログラム導入のご検討 (3/3) ■

＜寄付の方式＞
寄付につきましては、以下の方式からお選びいただいております。
寄付金額は、合計20円につき開発途上国の学校給食1食分に相当します。

1. 飲用者寄付方式： 対象飲料の売価を「従来の売価 + CFTで定めた寄付額」とし、飲用者に寄付していただく

2. CFTプログラム導入法人寄付方式：
(A) 自販機管理会社からCFTプログラム導入法人に支払われる自販機の設置手数料から、

寄付金分を差し引き、寄付していただく
(B) CFTプログラム導入法人から売上本数に応じて寄付していただく

3. 自販機管理会社寄付方式： 定めた寄付額・率に応じた寄付金を、自販機管理会社から寄付していただく

4. マッチング方式：
上記1, 2, 3のいずれか、もしくは全ての組み合わせ

4

定価+寄付金
寄付金 ※ 寄付金のお振込みは、CFT

プログラム導入法人、もしくは、
自販機管理会社のいずれかから
お願いいたします。

自販機
管理会社

CFTプロ
グラム導
入法人

自販機の売上

通常の自販機管理、販売
手数料から、寄付金を

差し引いた額

寄付金

• 自販機管理、販売手数料
• 対象商品売上本数の報告

寄付金

自販機
管理会社

CFTプロ
グラム導
入法人

自販機の売上

（A）自販機管理会社からお振込みいただく場合 (B)CFTプログラム導入法人からお振込みいただく場合

自販機
管理会社

CFTプログラム
導入法人

自販機の売上

自販機管理、
販売手数料

寄付金

事例の多い
寄付方式
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■参加申込書のご提出（1/3）■

◆ 参加申込書に必要事項をご記入のうえ、TABLE FOR TWO 事務局までご提出ください
（Email: tftinfo@tablefor2.org FAX: 03-5771-4118）

＜参加申込書記入例＞

実施期間につきましては、6ヶ月以上で

お願いしています。当プログラムが十
分に浸透し、利用者の方が意識的に参
加されるようになるまで一定の時間が
必要であると考えるためです。

p.3のガイドラインに合致する
飲料のうち、CFTプログラムの

対象となる種類数をお知らせ
ください。

• 毎月末に金額を確定し、翌月20日までのお振込みを
お願いしております。

• 毎月のお振り込みが難しい場合は、3ヶ月ごと、半年

ごとの中から、ご都合のよい頻度をご指定ください。

mailto:tftinfo@tablefor2.org


■参加申込書のご提出（2/3）■

主担当者の方には、Eメールで、活動報
告やTFTが主催する企画・イベントのご
案内をお送りします。

また、各種の事務手続きのご連絡もさ
せていただきます。

TFTプログラム参加申込受付の確認
メールも主担当者宛てにお送りします。

経過連絡ご担当者さまには月末〆
で、対象飲料の販売数とご寄付額
を専用WEBサイトからご入力いただ
くようお願いしています。

主担当者と別のご担当者をご指定
の場合は、ご所属・ご連絡先等をご
記入ください。

（※何らかの事情でWEB入力が難
しい場合には、FAXもしくはメールで
のご連絡となります
※設置手数料明細書をTFT事務局
宛に発行頂ければ、web入力は不
要です）

• 毎月末〆で金額を確定し、翌月20日までのお振込み
をお願いしております。

• 毎月のお振り込みが難しい場合は、p.5でご案内して

いる振込頻度欄にて頻度をお選びいただき、振込月
をご記入ください。

• 自販機を設置している導入法人ではなく、自販機管
理会社からお振込みいただく事も可能です。

ご寄付の入金確認時のミス軽減のため、
お振込名義が決まっている場合には、事
前にお知らせください。

6

□

□



■参加申込書のご提出（3/3）■

社名の公開を希望されない
場合はご連絡ください。

7

遵守事項をお読みいただき、お申
込み法人のご担当者のご署名をお
願いいたします。

• 領収書の但し書き欄に、CFTプログラム導入法人
名を記載いたします。

• 領収書は、お振込の翌月10日前後にご指定のご
担当者様へ発送させていただきます。

□
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■参加申込書を受領後、CFTプログラム開始に必要な情報を、事務局からお送りします■

◆ 参加企業ご担当者様専用ページのご案内
プログラム参加企業のご担当者様には、専用のwebページをご用意しております。

◆ 対象飲料販売数や寄付金お振込の連絡方法 ご担当者様専用ページ＞「寄付の管理」
• 参加申込書にご記入いただいた、

「TFT事務局からの各種ご案内の送付先ご担当者(主担当)」
「対象飲料販売数・寄付額連絡のご担当者 (経過連絡ご担当者)」
「振込およびご入金日連絡のご担当者(振込通知ご担当者)」
の皆さまに、寄付の管理用WEBサイトとログインID/パスワード、ご入力方法をお伝えします。

※ 自販機管理会社の「設置手数料明細書」がTFT事務局へ届くようご手配いただければ、web入力は不要です

◆周知アイテムのご案内 ご担当者様専用ページ＞「周知アイテム」
• 告知にご利用いただけるデータをご提供しております。設置場所周辺の雰囲気に添うようなかたちで、

ご利用者への周知にご活用ください。
• ご担当者様専用ページ＞「周知アイテム」には以下のような資料を掲載しております。

 CFTプログラムの概要説明、仕組み図ポスター（以下）
 TFTロゴデータ
 支援先の写真データ・・等

◆ TFT公式WEBサイト掲載用ロゴデータご提供のお願い
• TFTのWEBサイトに、TFTプログラム導入法人と給食会社の名前とロゴを掲載しております。
• 主担当の方に、参加申込受領後、ロゴデータご提供のお願いをお送りいたしますので、

ベクター形式のロゴデータを事務局までお送りください。
• 社名やロゴの掲載を希望されない場合は、その旨を事務局までお知らせください。

＜CFTプログラムの概要説明、仕組み図ポスター 例＞

■自販機の装飾やご利用者へのコミュニケーションをご準備ください■

• CFTプログラムの概要説明、仕組み図ポスターを小窓
に設置するなど、自販機の利用者様へのコミュニケー
ションをお願い致します。

トップにロゴを設置

＜自販機装飾・コミュニケーション例＞

小窓にポスターを設置



■毎月の対象飲料販売数を、月末に事務局までお知らせください（WEB入力又は明細書が必要です）
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◆ TFT商品の飲料数の管理とご連絡

• 自販機管理会社が発行する「設置手数料明細書」が
TFT事務局へ届くようにご手配ください。

• 「設置手数料明細書」の手配が出来ない場合はご担

当者様専用ページ＞「寄付の管理」より、月末締めで
、TFTメニューの提供食数をご入力ください。

◆ 寄付金のお振込み
• 毎月末に金額を確定し、翌月末日までに以下の銀行口座へお振込みください。

自販機管理会社より直接お振込みいただく事も可能です。
• 振込タイミングを、 3ヶ月ごと、半年ごと、などで設定いただくことも可能です。

参加申込の際に、頻度をご入力ください。
• 通常はTFT事務局から請求書の発行はいたしません。

＜お振込先＞
三菱UFJ銀行 赤坂支店 普通 １０６３０２８
トクヒ）テーブルフオートウーインタ

◆ 寄付金の振込日のご連絡

• 「設置手数料明細書」をご手配頂けない場合は、寄付金のお振込日が決まりましたら、ご担当者
様専用ページ＞「寄付の管理」からご入力ください。

◆ 領収書の発行・送付
• お振込を確認後、TFT事務局から領収書を発送いたします。（振込月の翌月中頃）

• TFTでは、東アフリカのウガンダ、ルワンダ、タンザニア、ケニアと、東南アジアのフィリピンで、学
校給食プログラムと菜園・農業生産性向上プログラムの支援を行っています。

• 支援国での給食提供については、国際NGO（Kageno、Partnership for Child Development）、国
際機関（国連世界食糧計画（WFP））等と提携をして実施しています。

• TFT事務局では、現地の状況やニーズを判断しながら、お預かりした寄付金の適切な配分に努め
ております。

• 提携先団体の寄付配分は、基本的にはTFT事務局に一任いただいております。

■寄付金のお振込みと、振込日のご連絡をお願いいたします（WEB入力又は明細書が必要です）■

TABLE FOR TWO 事務局

e-mail : tftinfo@tablefor2.org
URL   : https://jp.tablefor2.org

■その他、ご質問がある際には、TFT事務局までお問い合わせください■

■CFTプログラム開始後の流れ■

■寄付金を送る支援先■

https://jp.tablefor2.org/
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■TFT事務局からは、定期的に活動報告やイベントの案内をお送りします■

Eメールでお送りするもの

◆支援先レポート「テーブルの向こう側から」（年3回発行）

◆ マンスリーニュース

• 支援先の状況をご報告するためのポスターを発行
しております。

• 自動販売機でプログラムにご参加の場合、Eメール
でPDF形式をお送りします

• 自販機近くやフリースペースに掲出いただき、ご参
加くださっている皆さまへの、活動報告としてご活
用ください

• ご担当者向けに、ポスターだけではお伝えしきれな
い詳細情報をまとめ、補足資料としてお送りしてお
ります。是非ご一読ください

• バックナンバー：
https://jp.tablefor2.org/about/report/#TFTreport

他にも TFT公式SNSにて最新情報を発信しております。ぜひご覧下さい。

◆ 活動報告会のご案内

◆ キャンペーンやイベントのご案内

◆ 年次報告書 など

【テーブルの向こう側から】

• 支援先の様子と、日本国内でのTFTの活動状況をまとめた
ニュースレターを毎月配信しています

• イントラネットへの掲載や卓上POPでのご利用をおすすめして
います

ver.2020/6

• バックナンバー： https://jp.tablefor2.org/about/report/#MonthlyNews

https://www.facebook.
com/tft.jp

https://www.instagram.
com/tablefor2_official/

https://twitter.com/tftjp

【マンスリーニュース】

https://jp.tablefor2.org/about/report/#TFTreport
https://jp.tablefor2.org/about/report/#MonthlyNews
https://www.facebook.com/tft.jp
https://www.facebook.com/tft.jp
https://www.facebook.com/tft.jp
https://www.instagram.com/tablefor2_official/
https://www.instagram.com/tablefor2_official/
https://www.instagram.com/tablefor2_official/
https://twitter.com/tftjp
https://twitter.com/tftjp
https://twitter.com/tftjp
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