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2023 年 3 月 1 日 

株式会社ヴァカボ 

  
 

 

 

 

 

株式会社ヴァカボ（本社：東京都中央区、代表：長岡康生）は、健康経営・福利厚生のためのオフィスサービス 

「食育マルシェ『ライト』」 をリリースします。 「食育マルシェ」とは、当社が 2017 年から提供する食育プログラムで、野菜

のクイズ形式参加型セミナーを行い、従業員へ野菜をマルシェや宅配でお届けし、従業員の健康づくりを推進します。 

 “健康経営“の広がりを受け、中小規模法人も導入しやすいよう低予算・サブスクの「食育マルシェ『ライト』」プランを

新たにスタートさせます。当社では誰もが楽しく食育を享受できる環境を創り、働く世代の健康増進を支援致します。 

 

◆「食育マルシェ」 とは 

 健康経営や福利厚生の施策として、大企業を中心に導入頂いてお

ります（2022 年実績で 108 開催） “参加型の食育セミナー”と

“野菜マルシェや宅配”がセットになった、食育プログラムサービスです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プレスリリース 

報道関係者各位 

“食育”で従業員の健康づくりを…野菜クイズ＋野菜をお届け！ 

中小規模法人向け！食育マルシェ『ライト』 新登場 

 

健康経営・福利厚生サービス「食育マルシェ」のサブスクプラン＜半年無料キャンペーン＞ 

参加型クイズセミナー 野菜をお渡し 

↓「食育マルシェ」の流れ 
↑昭和興産株式会社様での集合開催の様子（2022年12月） 

↑味の素株式会社様でのオンライン開催の様子（2023 年2月） 

●テーマ野菜の食べ方・選び方・ 
保存方法などを出題 

●講師は野菜ソムリエや管理栄養士など 

 
オフィスでマルシェ 
or 自宅にお届け 

画像鮮明に作り直し 
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◆新サブスクプラン「食育マルシェ『ライト』」リリースの背景 

“健康経営”が広がりを見せる中（健康経営優良法人 2022 では

大規模法人部門で約 2300 社、中小規模法人部門で約 12,000

社が認定）、今年 2023 年 3 月に発表される健康経営優良法人

2023 では昨年よりもさらに申請数が増加しています。 

特に中小規模法人部門の増加数が多く、大企業だけでなく、中小

企業にも健康経営の意識が広まりつつある背景があります。 

（3 月 9 日には健康経営アワード 2023 が開催され、食育マルシェ

導入企業も第 1 部のパネリストとして登壇します。） 

 

そんな中小規模法人において健康経営施策が検討される中、中小企業を支援する健康経営施策として、「食育

マルシェ 『ライト』」を新たにリリースいたします。 

大規模法人で導入が進む「食育マルシェ」と同様の内容を、企業合同で行うことで“低コストで導入できる”点がポ

イントです。従来 55,000 円の食育マルシェ基本料金が、ライト版は 11,000 円となり、年間契約で換算すると 39

万 6000 円コストダウン。費用的に導入しやすくなることで、中小企業の従業員の食生活改善を食育で支援してまい

ります。 

＜費用比較＞      従来版     ライト版 

1 回あたりの金額    55,000 円    11,000 円     

年間契約（12 回） 528,000 円  132,000 円   ← 年間 39 万 6,000 円もお得！ 

 
◆新たな『ライト』版のサービス概要 

実施内容や流れは、大規模法人で導入されている従来版と同じで、“参加型の食育セミナー”と“野菜マルシェや宅

配”がセットになった食育プログラムサービスです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑経済産業省 HP 参照 

野菜をお渡し 参加型クイズセミナー（オンライン） 

＜ライト版開催日＞ 

毎月第 2 水曜日 

12:15～12:45 

★ライト版導入ではどの企業も１つのウェビナーに入っていただきます 

セミナー／従来版と同じコンテンツを実施（月替わりのテーマ食材+健康テーマ） 

従業員の自宅に 

野菜を届ける 

オフィスで配布 

↑株式会社富士通ゼネラル様 

でのお渡しの様子（2021 年 8 月） 

野菜／従業員の自宅へ配送（企業がクーポン事前買取）or オフィスにまとめてお届け 

※野菜を付けずにセミナーのみの導入も可能 

※従来版 1 回あたりの金額は SPOT 開催の場合  
※従来版の 12 回年間契約は 1 回 44,000 円 

※価格は税込み 
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※クーポン発行は 5 枚～  ※野菜宅配のお申込みはセミナー実施翌日に締め切ります 

◆新たな『ライト』版と従来版との違い 

＜従来版＞ 

・企業ごとに開催（１社で行う） 

・実施日程、専用ページ、実施方法、野菜販売金額、アンケート、クーポン発行方法などを様々にカスタマイズ 

   ・zoom はミーティング形式で行い従業員同士顔や名前を見たり、優勝者を決めたりコミュニケーションが可能 

   ・1 回のみの SPOT 契約が可能 

 

＜ライト版＞ 

 ・導入企業全社が同じ１つの zoom ウェビナーに入り開催 

（開催日は固定＝毎月第 2 水曜日 12:15～12:45） 

 ・zoom はウェビナー方式で視聴参加のみ 

 ・1 回あたりの金額が低コスト！何人参加しても料金定額 

 ・年間でのサブスク契約のみ 

 ・対象は中小規模法人（健康経営優良法人認定制度で区分される中小企業の要件に準じます） 

 

 

◆食育マルシェ『ライト』のサービス開始＆料金 

サービスリリース  ＝2023 年 3 月 1 日 

サービス提供開始＝2023 年 5 月～  初回開催 5/10(水) 実施テーマ「血液サラサラ／新たまねぎ」予定 

 

［料金表］ 

基本料金  11,000 円／月（税込） 

＋  

野菜費用   

・オフィスへまとめてお届けの場合→ 右表のとおり 

・従業員の自宅へ宅配の場合 → 野菜 BOX 宅配１箱＝クーポン 3500 円／枚（送料・税込） 

 

 

 

 

＼リリース記念！基本料半年無料キャンペーン実施！／ 
食育マルシェ『ライト』リリースを記念して、下記の通り、基本料半年間無料にさせていただきます。 

健康経営のみならず、本当に従業員に喜んでいただける・生活に役立つ福利厚生施策としてもピッタリです！ 

 

  ★基本料 11,000 円／月（税込）が 6 か月分無料！ 

    ・野菜をお付けする場合は野菜費用が別途発生いたします（セミナーだけでのお申込みも可能） 

    ・年間でのご契約となります 

  ★先着 10 社様限定！ お申込期限 2023 年 4 月 10 日まで 

  ★対象＝中小規模法人（食育マルシェ HP や提案資料などへの社名とロゴ掲載が可能な企業様） 

 

食育マルシェ無料体験会  

2023 年 3 月 23 日（木）16:00～17:00 オンライン＜zoom＞ 

 

※クーポン枚数はお申込み時に決定いただきます。年間途中での数量変更も可能です 

※野菜 BOX のお申込みが企業様のクーポン買い上げ数に満たない場合はまとめて福祉施設等に寄付いたします 

無料体験会詳細→ 
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◆「食育マルシェ」サービスの変遷 

経済産業省・日本健康会議により 2017 年に「健康経営優良法人認定制度」が開始され、当社も“健康経営”

を推進する企業向けに 2017 年に「食育マルシェ」サービスをスタート。当初は集合型開催でその場でクイズセミナーを

行い野菜をお渡しするサービススタイルでしたが、コロナ禍でテレワークが普及する中、2020 年にはオンライン開催にも

対応。2023 年 2 月には農林水産省「野菜を食べようプロジェクト」の野菜サポーターに認定。 

受賞歴／2018 年「女性のあした大賞」サービス大賞受賞、2019 年「かわさき起業家賞」受賞ほか 

 

◆これまでの「食育マルシェ」の満足度 

導入企業の従業員である 2022 年参加者満足度調査では、98.7％が「楽しかった」と回答。また「今日のテーマ

野菜を食べたくなった」と答える方が 97.2％と、食育効果と満足度の非常に高い健康づくり施策です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼サービス背景／健康経営の中小企業への浸透と食育意識の高まり 
従業員の健康を経営的な視点で捉える“健康経営”。大企業だけでなく、中小企業にも健康経営の意識が広まり

つつあります。また、消費者の健康意識の高まりと消費者の消費行動が、モノ消費からコト消費に移行するに伴い、

「食育」への意識関心が高まっています。農林水産省による令和４年

３月度「食育に関する意識調査」では、食育に関心を示す人が、

79.6％と高い関心が持たれています。 

食育機会の減少が社会課題として叫ばれる中、消費者も食育に

興味関心があることがうかがえます。健康づくりにとって“食生活”は基

盤となるものであり、とりわけ野菜摂取推進は国の「健康日本 21」で

も推し進められています。 

健康経営施策の一環として「食育マルシェ『ライト』」で、日本の企業の大半を占める中小規模企業側から食育機

会をつくり、家庭においても親から子に食育が施される仕組みをつくっていきたいと考えております。 

 

【会社概要】 

社名：株式会社ヴァカボ    代表：代表取締役 長岡康生    設立：2015 年 2 月 18 日 

本社：東京都中央区日本橋兜町 16-2 第二大谷ビル 4F-A    Tel.03-6264-9974 

ホームページ：https://www.vacavo.co.jp（会社） 

http://shokuiku-marche.365market.jp/（食育マルシェ）    

事業内容：食育事業、インターネット販売及び食品小売業  資本金：1,500,000 円 

 

報道関係者からのお問い合わせ先 

株式会社 VACAVO（ヴァカボ） 担当：藤田久美子（直通/080-3155-7053 fujita@vacavo.co.jp） 

TEL：03-6264-9974  FAX：03-6733-7962  E-mail：info@365market.jp 

↓アンケートレポート全文 

↓食育マルシェ HP 

※自社調べ（2022 年 1334 名アンケート集計）従来版のアンケート調査です 


