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                                                         2018 年 5 月 29 日 

 
オイシックスドット大地株式会社(東京都品川区、代表取締役社長：高島 宏平)が運営する、有機野菜や自然食品など

国産の安心でおいしい食材を宅配するサービス「大地を守る会」は、「FM ラジオ局 J-WAVE（81.3FM）」と共に、地球温
暖化対策のための国民運動 COOL CHOICE（環境省）の特別協力の下、今年で 16年目となる「100 万人のキャンドルナ
イト＠増上寺 2018」（東京都港区）を 6月 16日（土）に開催します。今年は例年の東京タワー消灯カウントダウンやアコース
ティックライブに加え、今年 20 周年を迎える米国アカデミー賞公認・アジア最大級の国際短編映画祭ショートショート フィ
ルムフェスティバル&アジア（代表：俳優・別所哲也）とのコラボレーションにより、ショートフィルム上映も行います。この機会
にご取材・ご報道のご協⼒を賜りますようお願い申し上げます。 

 
100 万人のキャンドルナイトは、「でんきを消して、スローな夜を。」を合言葉に、2003 年に大地を守る会の呼びかけによ

り始まったムーブメントです。夏至と冬至の夜 8 時から 10 時の 2 時間、電気を消してろうそくを灯し、いつもとは違うゆった
りとした雰囲気の中、地球の未来に思いを馳せるというアクションを通じて「ていねいな暮らし」を提唱しています。 
今年は、フードロスの観点からフードメニューや環境を考えるコンテンツを強化しています。 

 
■フードロス対策として皮つきの野菜を使ったメニュー  

  野菜でおいしく涼を取る提案も 
 
境内には日本各地の生産者が育てたオーガニック食材を扱う「オーガ

ニックマルシェ」、オーガニック食材を使用したフードコート「オーガニックフ
ードフォレスト」がオープン。環境月間である 6 月、食品廃棄やフードロス
問題への取り組みとして「大地を守る会」キッチンカーでは、旬の夏野菜や
フルーツを皮ごと・丸ごと使い切るメニューを販売します。 

 
また 2018 年 3 月に「農家・オブザイヤー（※１）」金賞を受賞した「おしろ

いきゅうり」の涼メニューを提案。夏野菜で体を冷やすことは、環境省が提
唱する「COOL CHOICE（※2）」にもつながり、地球にもおいしいエコ。毎
日の食での小さな選択を通じ、未来を変えていくことを提唱します。 

【6月は環境月間】「もったいない」その COOL CHOICEがフードロスをおいしく考えるきっかけに 

大地を守る会「100万人のキャンドルナイト＠増上寺 2018」6/16（土）開催 

ムダなく野菜を使い切るメニューや野菜で暑さをしのぐ提案も ／「公式カメラ部」新設 
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■灯りのない空間を楽しむ 
東京タワー、スターバックスも消灯 

 
増上寺の特設ステージでは、今年も J-WAVE プロデュースによる

アコースティックライブを実施します。今年はミュージシャン坂本美雨
と、南カリフォルニア育ちのシンガーソングライターMichael Kanekoで
結成されたスペシャルユニット【nyca（坂本美雨＋Michael Kaneko）】
（※nycaの読み方は「にゃいか」）がこのステージで初披露されます。 

 
 
また、国際短編映画祭「ショートショート フィルムフェスティバル&ア

ジア 2018」地球を救え！部門に選ばれた作品の上映も行います。同
映画祭アンバサダーの LiLiCo、そして映画祭代表の別所哲也もゲス
トで登場。さらに夜8時には、映画祭からもう1名スペシャルゲストが登
場し、隣接する東京タワーが会場からのカウントダウンで消灯。キャン
ドルの灯りだけが灯る幻想的なライブステージとなります。 

 
 
増上寺の参道に位置するスターバックス コーヒー 芝大門店では、

19時～20時の 1時間、「ない」ことの中に楽しさや豊かさを見つけるス
ターバックス オリジナルプログラム“Nothing” is “Charming”を実施。
店内の照明をとことん「なくし」、LED キャンドルが灯る中で得られる感

覚に思いを巡らせる時間をお届けします。また、2種類のコーヒーによ
るアロマ体験も。灯りの「ない」環境だからこそ、より深く豊かに香りを
感じていただけます。 
 
 
 
■SDGsを身近に感じられる一日に 
 
午前 11 時からオープンする会場のエネルギーはすべて、持続可

能でクリーンなエネルギーでまかない、さらにつくり手の想いが詰まっ
た手作り品が並ぶ「MOTTAINAIてづくり市」も開催。 

 
農家のレシピを生産者が直接教えるワークショップなど、「ていねい

な暮らし」が楽しめるフェス形式のイベントとして一日を過ごしながら、
持続可能な消費のあり方を身近に感じていただくことを目指していま
す。 

 
 
 

■「100万人のキャンドルナイト公式カメラ部」を新たに創設！ 
 
今年の新たな取り組みとして、「100 万人のキャンドルナイト」のムー

ブメントをより広げるための「公式カメラ部」部員を募集します。 
部員には、マルシェやキッチンカーで使える割引チケット（1000 円

分）をプレゼント。当日イベントで思い思いに自由に撮影していただい
た画像を、キャンドルナイト公式アカウントを通じて広く発信します。 

 
募集ページ：  
https://www.oisixdotdaichi.co.jp/news/posts/candlenight2018_camera/  

mailto:publicity@oisixdotdaichi.co.jp


 

 本リリースへのお問合せ 
オイシックスドット大地株式会社 広報：丸尾、大熊 

TEL： 050-5305-0549  FAX：03-6867-0021 E-mail：publicity@oisixdotdaichi.co.jp 
（上記内容は断りなく変更される場合があります/最新情報は上記お問合せ先までご連絡ください） 

 

 
【開催概要】 
・イベント名： 100万人のキャンドルナイト＠増上寺 2018 
・日時：2018年 6月 16日（土） 11:00～21:00  
※雨天決行（ただし荒天の場合、中止する可能性あり） 
・会場：大本山増上寺（東京都港区芝公園 4-7-35） 
 
・アクセス： 
JR線・東京モノレール 浜松町駅から徒歩 10分 
都営地下鉄三田線 芝公園駅・御成門駅より徒歩 3分 
都営地下鉄大江戸線・浅草線 大門駅より徒歩 5分 
都営地下鉄大江戸線 赤羽橋駅から徒歩 7分 
東京メトロ日比谷線 神谷町駅から徒歩 10分 
 
・入場料：無料 

 
＜＜主 催＞＞大地を守る会、J-WAVE（81.3FM） 
 
＜＜後 援＞＞外務省、港区、ふるさと回帰支援センター 
 
＜＜特別協力＞＞COOL CHOICE（環境省）、大本山 増上寺、東京タワー 
 
＜＜協 力＞＞カメヤマキャンドルハウス、ショートショート実行委員会、スターバックス コーヒー 浜松町・田町・羽田地区、
MOTTAINAI 
 
＜＜協 賛＞＞ 
ヴィルゴビール、遠忠食品、ココウェル、太陽油脂、knitido+ (ニッティドプラス)、日本食品工業、富士見堂、Euvodesign+、
レノバ、ワタミグループ 
 
100万人のキャンドルナイトサイト：http://candle-night.tokyo 
J-WAVE オフィシャルサイト：http://www.j-wave.co.jp/ 

 
 
※1「農家・オブザイヤー」とはお客さまから最も多くの「おいしい！」をもらった生産者を表彰する場です。生産者の技術や経営手腕を評価す

る、その他の農業関連の賞とは異なり、年間を通じてお客様からの反響数が評価基準になっている点で、2004 年からの開催以来常に多くの

注目を集めてきました。 

 
※2「COOL CHOICE」は、環境省が提唱する省エネ・低炭素型のライフスタイルの選択など、地球温暖化対策に資する「賢い選択」をしていこ

うという取り組みです。当日はキャンペーン紹介ブースのほか、イベント全体でも今すぐ実践できる「COOL CHOICE」を呼びかけます。 

 
 
■100 万人のキャンドルナイトとは 

「でんきを消して、スローな夜を」を合言葉に、2003 年に大地を守る会が呼びかけスタートしました。夏至と冬至の夜 8 時から 10 時の 2 時間、

電気を消してロウソクの灯火の下、ひとりひとりがゆっくりと考える時間を持つことを提唱しています。 

いつもとは違う、ゆったりとした時間が流れる中で、ひとりひとりが思い思いに過ごし、ちょっと立ち止まって考えてみる。 

考えることは、例えば、環境、平和、震災からの復興、食など、ひとりひとりの自由です。自由でありながらつながっている。 

不思議な一体感を感じられるのが、「100 万人のキャンドルナイト」です。 

 

 

オイシックスドット大地株式会社について 

オイシックスドット大地株式会社は、有機・特別栽培野菜、添加物を極力使わない加工食品など安心・安全に配慮した食品の宅配サービスを

「Oisix(おいしっくす)」および「大地を守る会」にて提供しています。2013年7月からは、必要量の食材とレシピがセットになったミールキット「Kit 

Oisix」を展開し、累計出庫数が 1000万食（2018年 5月時点）を越え、好評を得ています。2018年内には、株式会社 NTTドコモと業務資本提

携し、ミールキット専用の ECサイトを立ち上げる予定です。 

また、2018 年 2 月より、同じく有機野菜などの宅配サービスを手がけるらでぃっしゅぼーや株式会社を子会社化し、より良い食卓の広がりを目

指して参ります。また、買い物難民を支援する移動スーパー事業、とくし丸も子会社化しており、順調に事業を拡大しております。 

当社は「これからの食卓、これからの畑」を理念に掲げ、食に関する社会課題をビジネスの手法で解決する事業を推進しています。 
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■オーガニックフードフォレスト【11:00～21:00】 ご提供メニュー（一例） 

 

 
（左より）夏野菜のカレー／極上アボカドとうふバーガー／夢正牛の熟成ハラミステーキ丼みぞれおろし／甘夏スカッシュ 

 

 

■夏野菜をおいしく食べよう！ 農家ごはん講座【14:00～／15:00～】 
 
100万人のキャンドルナイト＠増上寺 2018 当日、大地を守る会ブース内にて、生産者による農家ごはん講座（東
北／福島編）を開催します。特別講師は大地を守る会の人気生産者福島わかば会の佐藤さん。夏野菜がおいしく
なる時期に「きゅうり」他夏野菜を簡単においしく食べられるレシピをご紹介します。ぜひご参加ください。 

 
・時 間 ：１回目 14:00〜／２回目 15:00〜（所要時間：約 30分） 
・定 員 ：各回 10名 
・参加費 ：無料 
・受付場所：イベント内大地を守る会ブース 
※お時間までに、大地を守る会ブースへお越しください。 
※行事や天候により、ご案内出来ない場所がある場合もがございますので予めご了承ください。 

 
・お申し込みフォーム https://ws.formzu.net/fgen/S17946744/ 

 
 
■増上寺の僧侶がご案内！ 増上寺境内ツアー【15:00～】 

 
600年の歴史を学ぶ、増上寺の境内ツアーに参加しませんか？ 増上寺の僧侶が、増上寺の歴史や各諸堂宇を説明
しながら、増上寺内をご案内致します。徳川将軍家墓所や安国殿、本堂などをまわります。ぜひご参加ください。 
・時 間 ：15:00〜（所要時間：約 60分） 
・定 員 ：30名程度 
・参加費 ：お一人様 1,000円 ※徳川将軍家墓所の入場料を含む 
・受付場所：イベント内インフォメーションブース 
※10分前までに、インフォメーションブースにて受付を済ませるようお願いします。 
・記念品付き 
※行事や天候により、ご案内出来ない場所がある場合もがございますので予めご了承ください。 
 
・お申し込みフォーム https://ws.formzu.net/fgen/S77701893/ 
 
 
 

＜ご取材可能事項＞ 
 

◎「100万人のキャンドルナイト」発起人・藤田 和芳 
（オイシックスドット大地株式会社代表取締役会長）へのインタビュー 

◎登壇予定者へのインタビュー 
◎出展者へのインタビュー 
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【2018年 6月 16日開催】 

100 万人のキャンドルナイト＠増上寺 2018 

ご参加返信用紙（〆切 6/14） 

FAX: 03-6867-0021 ※ご参加はメールやお電話でも受け付けております 

（オイシックスドット大地株式会社 広報：丸尾、大熊 宛） 

□にチェックをつけてください 

ご出欠 □ ご出席       □ ご欠席 

カメラ有無 □  ＥＮＧ        □ スチール  

ご芳名  

御媒体名 

番組名 
 

御社名  

部署名  

ＴＥＬ  

ＦＡＸ  

Ｅｍａｉｌ  

ご参加の人数             人 

＜ご取材希望にチェックをつけてください＞ 
 

□「100万人のキャンドルナイト」発起人・藤田 和芳 
（オイシックスドット大地株式会社代表取締役会長）へのインタビュー 

□登壇予定者へのインタビュー 
□出展者へのインタビュー 

 

＜イベント概要＞ 

■イベント名： 100 万人のキャンドルナイト＠増上寺 2018 

■日時：2018 年 6 月 16 日（土） 11:00～21:00 ※雨天決行（荒天の場合、中止する可能性あり） 

■会場：大本山増上寺（東京都港区芝公園 4-7-35） 
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