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母をイメージしたアロマ完成
途上国の妊産婦を守る、「MODE For Charity」始動
MODE for Charity 2010　～ babies and mothers ～
冨永愛氏出演チャリティーファッションショー、開幕間近。
everlasting sprout のエヴァラス日記
西武渋谷店、母の日｢Smile MAMA｣～キレイを贈る～
西武渋谷店、母の日｢Smile MAMA｣～キレイを贈る＋新しい"当たり前 " な New Usual ～
母・冨永愛、一色紗英、政井マヤらもサポートを約束
妊産婦と新生児の命を守るためのチャリティ･プロジェクト「MODE for Charity babies and mothers」に参加しよう!
natural science× MODE for Charityコラボ企画 ベビーミルキーローション ホワイトリボン限定ボトル発売！
冨永愛が妊産婦をサポート
MODE for Charity babies and mothers のテレビ情報
楽しみを通じて異国で苦境にあえぐ女性たちを救おう　MODE for Charity
ホワイトリボン運動推進イベント「MODE for Charity ～ babies and mothers ～」でファッションショー開催
〈MODE for Charity 2010〉メッセージ Tシャツ　商品詳細
ついにスタート！　モードが救う命
MODE for Charity チャリティファッションショー　速報！
MODE for Charity のお知らせ
チャリティーファッションショー『MODE for Charity 2010 babies and mothers』【冨永愛】
[エキサイト株式会社 ]「ホワイトリボン・ジャパン・公式サイト」のTwitter RT 支援を開催中
Twitter でザンビアの妊産婦支援イベント開催　1RT で１円募金 
MODE for Charity　イベントレポート
「アフリカ支援」特集続々　女性ファッション雑誌　読者に生きがい提案
ELLE TV: 「MODE for Charity 2010」
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釧路新聞
DAILY YOMIURI Tokyo
産経新聞
FUDGE
mamakiss　4月号
25ans　5月号
25ans　6月号
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ELLE　7月号

寄付つきTシャツ 途上国の妊婦支援
途上国の妊産婦支援キャンペーン「ホワイトリボン」普及図る
途上国の妊産婦支援キャンペーン「ホワイトリボン」普及図る
Top model walks for White Ribbon
女性ファッション雑誌「アフリカ支援」続々特集
世界中のお母さんと赤ちゃんを救おう！「MODE for Charity 2010-babies and mothers-」
MODE for Charity　～ babies and mothers ～
MODE for Charity　開催決定
チャリティ･プロジェクト MODE for Charity 開催中！
チャリティ･プロジェクト MODE for Charity　リポート
エル読者から大人気 冨永愛らが語る子育ての喜び
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FMヨコハマ 『E-ne! good for you』 チャリティーオークション「MODE for Charity」の紹介2010.4.27
掲 載 メ デ ィ ア 放 送 内 容放送日
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ウェブサイト
『@nifty ココログ』
http://news.cocolog-nifty.com/cs/article/detail/colum-chikyu-62342738/1.htm

母をイメージしたアロマ完成　2010.3.9 掲載

『ウーマンエキサイト』
http://woman.excite.co.jp/garbo/concierge/rid_14195

途上国の妊産婦を守る、「MODE For Charity」始動　2010.3.19 掲載
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『ウーマンエキサイト』
http://woman.excite.co.jp/fashion/news/rid_15023/

冨永愛氏出演チャリティーファッションショー、開幕間近。2010.4.11掲載

『日テレNEWS24』
http://www.news24.jp/entertainment/news/1611426.html

母・冨永愛、一色紗英、政井マヤらもサポートを約束　2010.4.14 掲載
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『ナチュラルサイエンス』
http://www.natural-s.jp/mode/

natural science× MODE for Charityコラボ企画 
ベビーミルキーローション ホワイトリボン限定ボトル発売！ 2010.4.14 掲載

『TVais』
http://www.tvais.jp/html/2010_04_15/it_2204/

MODE for Charity babies and mothersのテレビ情報　2010.4.15 掲載
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『ウーマンエキサイト　FashionNews livedoor』
http://woman.excite.co.jp/fashion/news/rid_15226/
http://www.fashionsnap.com/news/2010-04-14/mode-for-charity/
http://news.livedoor.com/article/detail/4720629/

ホワイトリボン運動推進イベント
「MODE for Charity ～babies and mothers～」
でファッションショー開催　2010.4.15 掲載

『verita』
http://www.veritacafe.com/news/fashion/2010/04/1745/

楽しみを通じて異国で苦境にあえぐ女性たちを救おう
MODE for Charity　2010.4.15 掲載
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『Milk』
http://milkjapon.com/topics/2010/04/post-48.html

ついにスタート！　モードが救う命　2010.4.15 掲載
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『ニンプス』
http://ninps.com/blog/blog_news/20100415.html

MODE for charity チャリティファッションショー　速報！ 2010.4.15 掲載

『エコモチニュース』
http://www.ecomoti.jp/news/?p=243

MODE for Charityのお知らせ　2010.4.19 掲載
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『女性自身』
チャリティーファッションショー
『MODE for Charity 2010 babies and mothers』【冨永愛】
2010.4.20 掲載

『毎日 jp CNETJapan JPubb』
http://japan.cnet.com/release/story/0,3800075553,10451055,00.htm?ref=rss
http://www.jpubb.com/press/157387/

[エキサイト株式会社 ]「ホワイトリボン・ジャパン・公式サイト」の
Twitter RT支援を開催中　2010.4.23掲載

08



『Twitnews』
http://www.twitnews.jp/news_rMRMl1yvb.html?right

Twitterでザンビアの妊産婦支援イベント開催　1RTで１円募金  
2010.4.27掲載
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『yahoo!　産経新聞　iza』
http://sankei.jp.msn.com/entertainments/entertainers/100518/tnr1005180751007-n1.htm
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/entertainment/other/392374/

「アフリカ支援」特集続々　女性ファッション雑誌　
読者に生きがい提案　2010.5.18 掲載
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『ELLE　oneline』
http://www.elle.co.jp/elletv/fashion/party/MODE-for-Charity-2010/node_485332

ELLE TV: 「MODE for Charity 2010」2010.5.20 掲載
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新聞・雑誌
『朝日新聞』
寄付つきTシャツ 途上国の妊婦支援
2010.4.14 発行
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『読売新聞』
途上国の妊産婦支援キャンペーン「ホワイトリボン」普及図る
2010.4.21発行
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『DAILY YOMIURI Tokyo』
Top model walks for White Ribbon
2010.4.29 発行
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『産経新聞』
女性ファッション雑誌「アフリカ支援」続々特集
2010.5.18発行
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『FUDGE』
世界中のお母さんと赤ちゃんを救おう！
「MODE for Charity 2010-babies and mothers-」
2010.1.12発行

16



『mamakiss　2010年 4月号』
MODE for Charity　～babies and mothers～
2010.3.23発行
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『25ans　2010年5月号』
MODE for Charity　開催決定
2010.3.28発行
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『25ans　2010年6月号』
チャリティ･プロジェクト MODE for Charity 開催中！
2010.4.28発行
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25ans 6月号  2010.4.28発行
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『25ans　2010年7月号』
チャリティ･プロジェクト MODE for Charity　リポート
2010.5.28発行
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『ELLE　2010年7月号』
エル読者から大人気 冨永愛らが語る子育ての喜び
2010.5.28発行
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