
mudef news  Vol.72
音楽とARTを通じたより良い世界づくりを目指す
mudefの「今」をお伝えするニュースレターです。

mudef news is a report on mudef‘s current activities,
Which aim to change the world in a better way thought music and art.

2020年12月28日発行

一般財団法人mudef General Incorporated Foundation mudef (Music Design Foundation)
150001 東京都渋谷区神宮前1−14−13 https://mudef.jp/

mudef news

CONTENTS
mudefお弁当プロジェクト

So Special Christmas Exhibition

星空のショーコラ販売開始！

mudef HPリニューアル！

星空のショーコラ
～So Special Christmas ver.～

MISIAの森2020



mudefでは、今年5月から2ヶ月間、新型コロナウイルスの最前線で治療にあ
たる医療スタッフや、サポートが必要な子どもたちへ「感謝を伝えたい」「元
気になってほしい」という願いを込めてお弁当を届けるプロジェクトを実施し
ました。
その「お弁当プロジェクト」を、10月から再開し、12月までの3ヶ月でご協

力をいただいている都内の飲食店のお弁当約2,300食を、医療機関や、児童福
祉施設にお届けしました。

詳細 https://mudef.net/sp/

mudefお弁当プロジェクト
10月～12月で約2,300個お届け！

医療関係者の方々からのメッセージ

・とても美味しいお弁当をありがとうございます。大変なのは医療者だけでは
ないと思いますが、支えられている事が本当に有り難いと感じます。私も何か
返せるよう、与えられた場所で前向きに頑張ります。

・お弁当を頂戴いただけることになり、心よりお礼申し上げます。このような
温かいお心遣いを頂戴し、改めて医療者として働く勇気をいただいた次第です。
患者さん、市民の皆様のご期待に応えられるよう頑張って参ります。今後とも
御支援を賜れますと幸いです。本当に有り難うございます。

・お弁当のご提供ありがとうございました。とても美味しかったです！このよ
うに様々なかたちで、私たち医療者を支えてくださる方がいらっしゃる事で、
私たちも頑張ることができています！お互い助け合いながらこのご時世を乗り
越えていきましょう。本当にありがとうございました。



詳細 https://mudef.net/sp/

1つでも多くのお弁当を届けるため、
皆様へ寄付のご協力をお願いします

寄付のお振込先

銀行名：三井住友銀行(金融機関コード：0009)
支店名：渋谷駅前支店（店番号：234）
口座番号：普通4201703
口座名義：一般財団法人mudef（イッパンザイダンホウジン ミューデフ）
※お振込みの際、ご名義を「ベントウ）+お振込み者様名前」としてお振込みください。

mudefでは、お弁当のお届けを希望する医療機関や、当プロジェクトに
お弁当の協力をいただける飲食店を東京都内を中心に募集しております。
詳細はmudefへお問い合わせください。

お問い合わせ先：info@mudef.net
（タイトル：お弁当プロジェクトに関して【施設・飲食店名】）

1つでも多くのお弁当を届けるため
大きな影響を受ける飲食店をサポートするため

ぜひ、皆様のご寄付のご協力をよろしくお願いいたします。

クレジットカード

媒体：ソフトバンク「つながる募金」
※ソフトバンクの iPhone・スマートフォンをご利用の方に限らず、
どなたでもクレジットカードからご寄付いただけます。

mudefページ ： https://is.gd/3RemiC

「お弁当を届けて欲しい」医療関係者・児童福祉施設の皆様
「飲食店として協力したい」飲食店の皆様へ

mailto:info@mudef.net
https://is.gd/3RemiC


mudefではクリスマスの時期、公益財団法人スペシャルオリンピックス日本
（SON）の理念への共感が込められた、MISIAのチャリティ・アルバム
「So Special Christmas」とのコラボ商品として、星空のショーコラの
「星空のショーコラ～So Special Christmas ver.～」を販売しました。

オリジナルパッケージのデザインに、アルバムにあるイラストを使用した
ステッカーを添えて、期間限定、数量限定で発売。

2020年12月に行われた「So Special Christmas LIVE」の
グッズとしても会場で販売されるなど、多くの方に
好評をいただき、短期間で完売する人気アイテムとなりました。

この収益の一部は、国内の児童福祉施設の子どもたちへの
支援活動、およびスペシャルオリンピックス日本への寄付に
充てさせていただきます。

7年ぶり星空のショーコラ大好評発売中！

詳細 https://mudef.net/sp/hoshizora/

mudefとバニラビーンズが共同で企画・
販売するチョコレート菓子「星空のショー
コラ」が、約7年ぶり発売されました！

星空のショーコラは『美味しく食べて、
社会貢献に。』をコンセプトにフェアト
レードチョコレートを使用し『食べる人、
作り手、カカオの原産国』も笑顔になる商
品として誕生。

商品詳細

内容：ショーコラ「リッチミルク」「アールグレイ」
価格： 1個 378円（税込）
販売店：みなとみらい本店 / 川崎店 / ロースタリー /  ベイサイド
販売期間：2020年11月5日～2021年4月末（予定）

この商品はフェアトレードであるだけでなく、売上の一部がmudefに寄付さ
れる仕組みで、国内の児童福祉施設の子どもたちの支援プロジェクトに充てさ
せていただく予定です。

バレンタインやホワイトデーなど、大切な人への贈り物や、自分自身へのご
褒美に、ぜひご購入ください！

「星空のショーコラ～So Special Christmas ver.～」



詳細 http://mudef.net/news/2020/08/12/001080.html

新丸ビル 丸の内ハウスにて
So Special Christmas Exhibition開催しました！

2020年11月18日に発売された、MISIAのチャリティ・アルバム「So Special 
Christmas」。

このアルバムでサポートする「公益財団法人スペシャルオリンピックス日本
（SON）」の企画展「So Special Christmas Exhibition」を、東京・新丸ビル7
階”丸の内ハウス”で開催しました。

企画展では、SONの活動を紹介するフォトツリーや遊べる募金箱、フォトス
ポットなど、アルバムの世界観を楽しみながら、SONについて知ることができ
る仕掛けを多数ご用意！新型コロナウイルスの感染対策を守った上で、多くの
お客様にご来場いただくことができました。

ここではその一部をご紹介させていただきます！

この企画展に関わる収益、
チャリティガチャガチャの売上や
募金箱への寄付は、
一部経費を除きmudefより,
スペシャルオリンピックス日本へ
寄付させていただきます。

So Special Christmas Exhibition概要

期間：2020年11月18日（水）～12月25日（金）
場所：新丸の内ビルディング7階丸の内ハウス ライブラリースペース
協力：株式会社三菱地所・公益財団法人スペシャルオリンピックス日本
売り上げ：537,115円



詳細 http://mudef.net/news/2020/08/12/001080.html

So Special Christmas Exhibition
内容詳細

展示①

So Special Christmasデザイン
オリジナルフォトスポット

MISIAのチャリティ・アルバム
「So Special Christmas」の
アルバムジャケットの世界観を表現した
フォトスポットを展示。

So Special Christmasデザイン
遊べる募金箱

「So Special Christmas」の
アルバムジャケットをデザインに、
遊べる募金箱を設置。

右上の投入口からコインを入れると、
左下に向けてそれぞれのリズムで
跳ねていく様子を
楽しみながら募金ができる仕組み。

スペシャルオリンピックス
フォトツリー

スペシャルオリンピックスで活躍する
アスリートの皆様の、練習風景や
試合の写真を、ツリーに装飾。



詳細 http://mudef.net/news/2020/08/12/001080.html

So Special Christmas Exhibition
内容詳細

・チャリティガチャガチャ
・オリジナルハンドタオル
・オリジナル巾着
・オリジナルキーホルダー
・オリジナル缶バッチ
・MISIAチャリティアルバム「So Special Christmas」（50名様限定）

・星空のショーコラ～So Special Christmas ver.～

スペシャルオリンピックス
関連アイテム展示

SON様から企画展に特別にお借りした、
選手全員に敬意を込めて付与される
公式のメダルや、ユニファイドスポーツ
で活躍されている選手の
サイン入りサッカーボールの展示。

展示②

▶ユニファイドスポーツとは

知的障害のある人（アスリート）と知的障害のない人（パートナー）が
混合チームを作り、練習や試合を行い、スポーツを通じてお互いに
相手の個性を理解し合い支え合う関係を築いていく取組み。

オリジナル販売



詳細 http://satoyamabasket.net/forest/2020/08/post-10.html

MISIAの里山ミュージアム2020
森の魅力を伝える動画を作成！

毎年、石川県の森林公園にあるMISIAの森で実施している「MISIAの里山
ミュージアム」。

今年は新型コロナウイルス感染拡大防止のために開催を見送りましたが、こ
の時期だからこそ自然の尊さや生物多様性の保全の大切さを実感してほしい！
と動画で森の魅力をお届けるするという新たな取り組みを実施しました。

ご協力は、毎年「MISIAの里山ミュージアム」で素敵な企画をご提供いただ
いている株式会社たき工房のTAKI Smile Design Labo。

インストラクターと森歩きの気分を味わえたり、森に住む生き物や動植物の
豆知識MISIAの森の写真を通して知ることができたりと、楽しみながら学べる
内容になっています。

ぜひ動画をご覧いただき、森を感じてみてください。
そして落ち着いたら自然に触れに、森に遊びに来てください！

◎Youtubeチャンネル「いしかわ里山サウンドウェイブ」
https://www.youtube.com/channel/UCPJz33QDqcwRPbi9_u2Qk3w

MISIAの里山ミュージアム2020
フォトコンテスト開催！

石川県の里山里海をテーマにした
MISIAの里山ミュージアムフォトコンテストを2020年も開催！
自由に外で遊ぶことが難しい今年は、自然や森に住む生き物、田園の風景な

どの写真に加え、身近なところにある自然の恵みや資源にまつわる写真も募集。

この時期だからこそ「写真」を通して、森の空気と共に、日常に溢れる
自然の豊かさを感じてより一層生物多様性の尊さ実感してくださいね。

https://www.youtube.com/channel/UCPJz33QDqcwRPbi9_u2Qk3w


mudef（Music Design Foundation）

mudefへのご支援・ご協力をよろしくお願い致します。

お振込
銀行名：三井住友銀行(金融機関コード：0009)
支店名：渋谷駅前支店（店番号：234）
口座番号：普通4201703
口座名義：一般財団法人mudef（イッパンザイダンホウジン ミューデフ）

クレジットカード
利用媒体：ソフトバンク「つながる募金」
※ソフトバンク回線でケータイ電話をご利用の方は、ケータイ料金と同時に支払いが可能です。
※クレジットカードをお持ちでしたら、ソフトバンク回線利用していなくても、
どなたでもご利用いただけます。

1）つながる募金HPの「寄付先団体一覧」からmudefを検索
2）「期間」と「金額」を選択

※期間は、1ヶ月（１回）、3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月でお選びいただけます
※金額は、100円、500円、1,000円、3,000円、5,000円、10,000円でお選びいただけます

3）「寄付する」ボタンをクリック後、クレジットカードと必要事項を記入

mudefページ：http://ent.mb.softbank.jp/apl/charity/sp/
creditSelect.jsp?corp=103

一般財団法人mudef General Incorporated Foundation mudef (Music Design Foundation)
150001 東京都渋谷区神宮前1−14−13 https://mudef.jp/

about mudef

mudef HPリニューアル！

mudef へのご寄付はこちら

mudef（ミューデフ）は、国境も言語も人種も超える「音楽とデザイン」が持
つ力で地球規模の課題を解決することを目的に設立された団体です。「世界中
の子どもたちのため、未来の地球のため、より良い社会を作りたい」その思い
を共有するアーティストがmudef に集い様々な活動を展開しています。

mudefのホームページが、新しくなりました！

URLも新たに、一新したデザインのホームページで、今後も
積極的に活動を発信していきます。ぜひチェックしてください！

http://ent.mb.softbank.jp/apl/charity/sp/
http://ent.mb.softbank.jp/apl/charity/sp/creditSelect.jsp?corp=103

