
 

 

 

 

 

2020年 8月 25日 

      森永製菓が今年も「1 チョコ」でカカオ生産国を支援 

「1チョコ for 1スマイル」キャンペーンアンバサダーに櫻井翔さんが就任！ 

対象商品を拡充し、特別期間 9 月 3日から開始 
 

森永製菓株式会社（東京都港区芝、代表取締役社長・太田 栄二郎）は、2008 年から続くキャンペーン「1 チョコ 

for 1 スマイル」の年一回の特別期間を 9月 3日（木）からスタートいたします。期間中の対象商品の売上 1個につき 1

円をカカオ生産国の子どもたちへの支援に充てる活動で、今年はこれまでよりも対象商品を拡大し、より一層取組を強化い

たします。 

また、キャンペーンアンバサダーに櫻井翔さんが就任し、「1 チョコ for 1 スマイル」の活動やカカオが抱える問題について、動

画などで分かりやすく紹介します。 

森永製菓では 2008 年から、支援パートナーである公益財団法人「プラン・インターナショナル・ジャパン」と認定 NPO 法

人「ACE」を通じ、ガーナやカメルーン等で子どもたちの教育支援やカカオ農家の自立支援等を行っています。これまでに支援

してきた総額は、約 2億 3,714万円（2020年 2月時点）になりました。 

  森永製菓は持続可能な未来のために、これからもカカオ生産国の子どもたちを応援してまいります。 

 

■「1 チョコ for 1 スマイル」メインビジュアル                  ■「1 チョコ for 1スマイル」イメージ図    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■対象商品（一例） 
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■キャンペーン概要 

 期間：9月 3日（木）～10月 10日（木） 

 内容：期間中の対象商品の売上 1 個につき 1 円を、公益財団法人「プラン・インターナショナル・ジャパン」と、認定

NPO法人「ACE」を通じ、ガーナやカメルーン等で子どもたちの教育支援やカカオ農家の自立支援等に充てます 

 対象商品（一部抜粋）： 

商品名 名称 内容量 
参考希望小売価格 

JAN コード 
税別価格 税込価格 

ダース＜ミルク＞ チョコレート 42g(12 粒) 110 円 119 円 4902888219368  

ダース＜ビター＞ チョコレート 42g(12 粒) 110 円 119 円 4902888235566  

白いダース チョコレート 42g(12 粒) 110 円 119 円 4902888219382  

苺のダース 準チョコレート 12 粒 130 円 140 円 4902888232510  

カレ・ド・ショコラ＜フレンチミルク＞ チョコレート 102ｇ（21 枚） 330 円 356 円 4902888219450  

カレ・ド・ショコラ＜ベネズエラビター＞※１ チョコレート 102ｇ（21 枚） 330 円 356 円 4902888219467  

カレ・ド・ショコラ＜マダガスカルホワイト＞ チョコレート 102ｇ（21 枚） 330 円 356 円 4902888219481  

カレ・ド・ショコラ＜カカオ７０＞  チョコレート 101ｇ（21 枚） 330 円 356 円 4902888219474  

カレ・ド・ショコラ＜カカオ８８＞  チョコレート 86g(18 枚) 330 円 356 円 4902888224058  

小枝＜ミルク＞ 準チョコレート 
44 本 

(4 本×11 袋) 
180 円 194 円 4902888219498  

小枝＜ミルク＞ ティータイムパック 準チョコレート 144g オープンプライス オープンプライス 4902888216039  

森永ミルクチョコレート チョコレート 50g オープンプライス オープンプライス 4902888229589  

森永チョコレート＜マイルドミルク＞※2 チョコレート 125g ノープリントプライス ノープリントプライス 4902888246609  

ミルクココア 調整ココア 300 520 円 562 円 4902888543739  

カカオの力＜CACAO70＞ 調整ココア 200g 380 円 410 円 4902888550584  

板チョコアイス アイスミルク 70ml 140 円 151 円 4902888349249  

  ※1 9 月リニューアル予定。 ※２ 2020年 9 月 23 日発売予定。 

 

■WEB動画概要 

タイトル：『1 チョコゼミナール』篇（123秒・23秒） 

※2020年 9月 3日（木)8時より、「1 チョコ for 1 スマイル」公式サイトにてご覧いただけます。 

https://www.morinaga.co.jp/1choco-1smile/ 

 

■特別WEB コンテンツ『１チョコ模試』 

WEB 動画の中でご紹介したチョコレートや「1 チョコ for 1 スマイル」の取り組みについて、より詳しく学べるクイズ。櫻

井先生から出題される 5問のクイズにお答えいただき、最後まで解答すると、櫻井先生からの褒めコメントがもらえるほ

か、正解数に応じた模試の判定を見ることができます。 

https://www.morinaga.co.jp/1choco-1smile/ 
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■ご参考：「1 チョコ for 1 スマイル」のあゆみ 

2008年に創業 110年を記念し、カカオ生産国の子どもたちを支援する「1 チョコ for 1 スマイル」を開始しました。 

チョコレートの原料『カカオ』が作られる赤道近くの国々の中には、経済的な自立が難しく、十分な教育環境が整っていな

い地域もあります。「1 チョコ for 1 スマイル」は、ガーナなどカカオの国の子どもたちが安心して教育を受けられるように、商品

の売上の一部を使って支援する活動です。 

公益財団法人「プラン・インターナショナル・ジャパン」と認定NPO法人「ACE」を支援活動のパートナーとして、年間を通し

て行う寄付に加え、＜特別期間＞では、森永チョコレート対象商品１個の売上につき１円をカカオ生産国における子どもた

ちの教育支援、およびカカオ農家の自立支援に充てる活動を行ってまいりました 。当初小学生だった子どもたちも大学生や

社会人へと成長しました。これまでに総額 2億 3,714万円を支援しました。 

 

◇カカオ生産国の子どもたちへの支援活動内容と商品の歩み 

年 支援地区 支援内容 商品の歩み 

2008 年 フィリピン 小学校建設や教育環境づくりの支援活動 P   

2009 年 カメルーン 小学校建設やトイレ、井戸の設置や衛生指導 P   

ガーナ 小学校建設や学用品の支給など学習環境改善プログ

ラムを実施 P 
  

2010 年 エクアドル 11 校の小中学校での食堂等の建設や運動場の整備

等学習環境改善プロジェクトを実施 P 
  

2011 年 インドネシア 小学校の教室・校舎建設、トイレ修繕、中学校の校舎

建設 P 
  

ガーナ 小学校建設や学用品の支給など学習環境改善プログ

ラムを実施 P/子どもの就学支援、カカオ農家の技術向

上・自立支援、児童労働解決システムの構築など A 

  

日本・東北 東日本大震災被災地 P   

2012 年 カメルーン 小学校建設、教育支援、衛生環境の整備、トレーニン

グ等 P 
  

ガーナ 子どもの就学支援、カカオ農家の技術向上・自立支

援、児童労働解決システムの構築など A 
  

2013 年 ガーナ 備品の支給や図書室建設等の教育支援等 P/子どもの

就学支援、カカオ農家の技術向上・自立支援、児童労

働解決システムの構築など A 

  

2014 年 エクアドル 小学校建設、衛生環境の整備、トレーニング等 P   

ガーナ 子どもの就学支援、カカオ農家の技術向上・自立支

援、児童労働解決システムの構築など A 
  

2015 年 カメルーン 小学校建設、教育支援、衛生トレーニング等 P   

ガーナ 子どもの就学支援、カカオ農家の技術向上・自立支

援、児童労働解決システムの構築など A 
  

2016 年 ガーナ 教育支援プロジェクト実施 P/子どもの就学支援、カカオ

農家の技術向上・自立支援、児童労働解決システムの

構築など A 

  

2017 年 エクアドル 教育支援プロジェクト実施 P   

ガーナ 子どもの就学支援、カカオ農家の技術向上・自立支

援、児童労働解決システムの構築など A 
  

2018 年 カメルーン 教育支援進行中 P   

ガーナ 子どもの就学支援、カカオ農家の技術向上・自立支

援、児童労働解決システムの構築など A 
  

2019 年 エクアドル 教室の整備など学習環境の整備、手洗い、COVID19

対策等衛生環境の改善 P 
  

ガーナ 子どもの就学支援、カカオ農家の技術向上・自立支

援、児童労働解決システムの構築など進行中 A 
  

※P：プラン・インターナショナル・ジャパン、A: ACE 

 

 

2014年1月14日発売（数量

限定）（300 円税別）、支援

地区のカカオマス 100%使用 

「森永チョコレート＜１チョコ for１スマイル＞」 

ＡＣＥを通じて支援したガーナ・アシャンティ州の

村で収穫されたカカオ豆を使用 

※現在は販売しておりません 

2015 年 1 月 27 日発売（160

円税別）、支援地区のカカオマス

100%使用（通年販売） 

（国際フェアトレード認証） 

 

「森永チョコレート＜１チョコ for１スマイル＞」 

ACE を通じて支援したガーナ・アシャンティ州の

村で収穫されたフェアトレードカカオ由来のカカオ

マスを 100％使用 

※現在は販売しておりません。 

2013 年 1 月 15 日発売（数量限定）

（300 円税別）、支援地区のカカオマス

含有量は、全カカオマスの 80.4% 

 

ＡＣＥを通じて支援したガーナ・クワベナア

クア村などで収穫されたカカオ豆を使用※現

在は販売しておりません 

「70ｇ森永チョコレート＜１チョコ for１スマイル＞」 

 

2019 年 1 月 15 日発売（370

円税別）、ACE を通じて支援した

ガーナ・アシャンティ州の村で収穫さ

れたフェアトレードカカオ由来のカカオ

マスを 6%使用 

※現在は販売しておりません。 

 

「カレ・ド・ショコラ＜リッチクリーミーミルク＞ 


