
株式会社 丸久

フードバンク活動・子ども食堂
への協力について



会 社 概 要

◆株式会社 丸久

◆本社所在地／山口県防府市大字江泊1936番地

◆代表者名／田中 康男
◆設立／2015年3月
（創業 1954年3月12日）
◆店舗数／89店舗

（うちアルク42店舗）
◆従業員数（パート・アルバイト含）
3,848名



山口県 ８１店 福岡県 ２店
広島県 ５店 島根県 １店

丸久グループ ８９店



平成２７年７月１日
株式会社リテールパートナーズ（持株会社）

設 立

(株)丸 久 (株)マルキョウ(株)マルミヤストア

山 口 県 大 分 県 福 岡 県

平成２９年３月１日 経営統合平成２７年７月１日 経営統合



２０１8年１2月25日 資本業務提携

株式会社アークス 北海道

株式会社バローホールディングス 岐阜県

株式会社リテールパートナーズ 山口県

新日本スーパーマーケット同盟
結 成



地域活性化包括連携協定を締結

県・１３市・５町

1 山口県 二井関成 知事 10 下松市 井川成正 市長

1 下関市 中尾友昭 市長 11 柳井市 井原健太郎 市長

2 岩国市 福田良彦 市長 12 長門市 大西倉雄 市長

3 周南市 木村健一郎 市長 13 山陽小野田市 藤田剛二 市長

4 防府市 松浦正人 市長 1 阿武郡阿武町 中村秀明 町長

5 山口市 渡辺純忠 市長 2 熊毛郡平生町 山田健一 町長

6 美祢市 村田弘司 市長 3 熊毛郡田布施町 長信正治 町長

7 宇部市 久保田后子 市長 4 大島郡周防大島町 椎木巧 町長

8 光市 市川熙 市長 5 熊毛郡上関町 柏原重海 町長

9 萩市 野村興兒 市長 ※平成２４年から締結を始めました。



「食料銀行」を意味する社会貢献活動。

まだ食べられるのに、様々な理由で処分されてしまう
食品を食べ物に困っている施設や人に届ける活動の
こと。

フードバンク山口との取組み

フードバンクとは

・児童養護施設
・女性シェルター

・支援施設・福祉施設
・子ども食堂など

支 援 者 フードバンク
山口

お届け先



店舗で通常廃棄される商品を、フードバンクに提供す
る。
・変形、パッケージ破損の常温商品など

当社での協力

食品ロスの削減・廃棄費用の削減

企業のメリット



・児童養護施設
・女性シェルター

・支援施設・福祉施設
・子ども食堂など

アルク山口店・葵店・平川店・小郡店・大内店
アルク防府店・三田尻店・中関店・牟礼店（丸久本部）

⇒ ９店舗 （山口エリア 2017年1月開始）
（防府エリア 2017年6月開始）

実 施 概 要

アルク店舗 フードバンク
山口

お届け先



開始時の実績

２０１７年１月分 １２１個 鏡餅 飲料 ジャム 菓子 等

２０１７年２月分 ３１個 乾麺 カップ麺 菓子 等

２０１７年３月分 ２４個 菓子 飲料 等

２０１７年４月分 ９個 菓子 飲料 等

２０１７年５月分 ３０個 菓子 飲料 等

２０１７年６月分 １１５個 菓子 飲料 調味料 等

２０１７年７月分 ２９６個 菓子 飲料 調味料 等

２０１７年８月分 ８３個 乾物 飲料 即席スープ 等

２０１７年９月分 ３３０個 カップ麺 飲料 菓子 生活雑貨 等

２０１７年１０月分 ８７個 飲料 菓子 等

２０１７年１１月分 ２６個 菓子 調味料 生活雑貨 等

２０１７年１２月分 ０個

２０１８年１月分 １９個 菓子 飲料 等
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提 供 実 績

年 月 数 量 重 量 （ｋｇ）

２０１８年４月分 ７６個 １５．７

５月分 １７０個 ３７．４

６月分 ４９個 ８．７

７月分 ２１０個 ３８．３

８月分 ２５７個 ６７．８

９月分 ２１０個 ４９．８

１０月分 １０８個 ２２．４

１１月分 １３３個 ２０．５

１２月分 １６４個 ３３．８

２０１９年１月分 ０個 ０

２月分 ２９１個 ５７．４



フードバンク活動等参加店舗
店 舗 名 開 始 年月日等

１ フードバンク活動 アルク山口店 ２０１７年１月

２ アルク小郡店 １月

３ アルク平川店 １月

４ アルク大内店 １月

５ アルク葵店 １月

６ アルク防府店 ６月

７ アルク三田尻店 ６月

８ アルク牟礼店 ６月

９ アルク中関店 ６月

１０ アルク小倉東店 （福岡県） ２０１８年７月

１１ アルク到津店 （福岡県） ７月

１２ アルク廿日市店 （広島県） ９月

１３ アルク東千田店 （広島県） ９月

１４ アルク井口明神店 （広島県） ９月

１５ アルクみどり橋店 （広島県） ２０１９年１月

１６ 丸久元町店 （広島県） １月

１ フードバンクポスト アルク葵店 ２０１８年３月設置

２ アトラス萩店 ２０１８年６月設置

３ アルク防府店 ２０１９年１月設置

１ フードドライブ実施店舗 アルク大内店 ２０１６年７月８日９日

２ アルク葵店 ２０１７年１月２０日２１日

３ アトラス萩店 ２０１８年６月２３日２４日

４ アルク防府店 ２０１９年１月２６日



フードバンク様へ寄付



フードドライブ

家庭で余っている食べ物を持ち寄り、それらをまとめて
地域の福祉団体や施設、フードバンクなどに寄付する
活動。
（日本にはなじみの薄い言葉ですが、フードバンク発祥の地、アメリカでは
1960年代から盛んに行われています。）

フードドライブとは

・児童養護施設
・女性シェルター

・支援施設・福祉施設
・子ども食堂など

お 客 様
フードバンク

in
アルク店舗

お届け先





アルク大内店（山口市）



フードドライブの実績

２０１７年７月８日（土）～９日（日）

実施場所 寄付人数

アルク大内店（山口市） ２８名

品目数 品数 総重量

１８５ ２７４ 約９７ｋｇ

第１回目



フードドライブの実績

２０１８年１月２０日（土）～２１日（日）

実施場所 寄付人数

アルク葵店（山口市） ７９名

品目数 品 数 総重量

５１５ ６９９ 約２３５ｋｇ

第２回目



２０１８年６月２３日、２４日 アトラス萩店

フードドライブ開催



フードバンクに寄付する食品
を気軽に持ち寄れるように、
コミュニティーの場所にポスト
を設置して寄付を行なえるよ
うにします。

静岡県や岩手県の自治体（市役
所・町役場）に設置された実績が
あります。

フードバンクポストとは



２０１８年
３月４日（日）
アルク葵店
（山口市）
に設置しました！



３月４日（設置日）～３１日の間

４９９品、１０６．３ｋｇの商品が寄せられ
ました。

アルク葵店、フードバンクポストの実績



アルク葵店 店頭にて
フードバンクポストをアピール



アルク葵店 フードバンクポスト実績

年 月 数 量 重 量 （ｋｇ）

２０１８年４月分 ２６９個 ４４．０

５月分 ４９０個 １３３．５

６月分 ３９１個 ８９．３

７月分 ３９２個 １１２．３

８月分 ５４４個 １１０．８

９月分 ２３２個 ５３．６

１０月分 ３１９個 ５２．４

１１月分 ４５７個 ９２．１

１２月分 ８６９個 １３１．２

２０１９年１月分 ６６２個 １００．３

２月分 ４５３個 ７１．６



年 月 数 量 重 量 （ ｋｇ ）

２０１８年７～８月分 １９７個 ４１．７

５月分 １９９個 ３３．３

６月分 ３２個 ３５．８

７月分 １００個 ６．０

８月分 ２１３個 ５４．３

９月分 １５８個 ４５．４

アトラス萩店 フードバンクポスト実績



山口県立大学にて
全国ツアー開催

「日本は国内の貧困に目
を向けるべき」
・・・マザー・テレサの言葉

責任分岐点を設定するこ
とで、
食材提供が可能

７人に１人のこどもが

見えない貧困で苦しんで
いる



2018年６月から
青果部門の食材を提供を開始

傷んだ部分をカットすれば、カレーやサラ
ダなどの材料として利用できる！



・米飯、和惣菜、サラダ等の消費期限表示食品の製造残りが活用で
きないか。
・残渣は産業廃棄物として年間約８２トン（１日220ｋｇ）発生。
１日１００ｋｇの残渣は消滅型ごみ処理機で対応しているが、残りは
業者に委託して肥料にリサイクル。

惣菜工場「四季彩」（防府市）の食材を提供したい

フードバンク、こども食堂に役立てられないか。

２０１８年９月から、防府海北園に提供開始



こども食堂への協力店舗
団 体 名 地 区 店 舗 開 始 月 （日）

１ こども明日花プロジェクト 山口市 アルク葵店 ２０１８年６月８日

２ 沙羅の木 山口市 アルク小郡店 ６月１９日

３ ベストフレンド 山口市 アルク山口店 ６月２９日

４ ベストフレンド 山口市 アルク平川店 ６月２９日

５ 深川ルンルン食堂 長門市 サンマート三隅店 ７月２７日

６ 社会福祉法人防府海北園 防府市 四季彩 ９月末

７ ジョイアスキッチン 下関市 アルク彦島店 ７月２０日

８ 光町こども食堂 広島市 アルク東千田店 １１月２６日

９ ＮＰＯ法人プライム 下関市 アルク長府中土居店 １２月

１０ おいこら気ママ館子育てほっとサロン 宇部市 アルク西宇部店 １月１２日

１１ 際 波 会 宇部市 アルク西宇部店 １２月１６日

１２ 特定非営利活動法人 とりで 岩国市 アルク南岩国店 １２月

１３ こども明日花プロジェクト（大内） 山口市 アルク大内店 ２０１９年１月２５日

１４ 医療生活協同組合健文会 宇部市 アルク琴芝店 １月１９日

１５ 医療生活協同組合健文会 宇部市 アルク恩田店 １月

１６ 向島自治会 （民生児童委員） 防府市 四季彩 ２月２８日

１７ みんなの食堂 周南市 アルク新南陽店 ３月２１日



株式会社 丸久

ご清聴ありがとうございました


