imperfect 株式会社
2021 年 9 月 1 日

【POP UP イベント】五感で楽しむサステナビリティ
〜9 月 25 日は Global Goals Day。サステナブルな社会の実現を目指す
ファッション、花、スイーツを通じて気軽に「Do well by doing good.」〜

世界の食と農を取り巻く社会課題の解決にお客様と一緒に取り組む「Do well by doing
good.」（＝いいことをして、世界と社会をよくしていこう）活動を展開するウェルフード
マーケット&カフェ「imperfect（インパーフェクト）表参道」は、「五感で楽しむサステナ
ビリティ」をテーマに、


お客様の「これぞ私、と呼べる服。
」を実現する“現代のセミオーダー” THE ME



「心にも、環境にもやさしく」持続可能な社会を目指しす YURI SATO JEWELRY



フラワーロス０を目指し活動をするブランド“moani”

とコラボレーションイベントを 2021 年 9 月 18 日（土）から 9 月 20 日（月）の 3 日間実施
いたします。
また imperfect 表参道の店頭では、THE ME、YURI SATO JEWELRY、moani の各ブラン
ドがどの様なサステナブルな取組みを実施しているのか、9 月 17 日（金）から 9 月 20 日
（月）の 4 日間、商品の展示をしながらご紹介いたします。
【「imperfect」公式サイトはこちら】http://www.imperfect-store.com/
■イベント概要
日程：9 月 18 日（土）、19 日（日）、20 日（月・祝日）
場所：THE ME 神宮前店
東京都渋谷区神宮前 6-31-11 iori 表参道 2F／電話 03-4233-4000

難しく捉えられがちなサステナビリティを分かりやすく、ポジティブなアクションとして
受け止めていただきたい。その様な想いを込めて、「見る、聞く、かぐ、味わう、さわる」
の五感をフルに使って、私たちの製品を楽しんでいただき、そしてその「楽しい！」がより
よい社会へ繋がっていくことを知って頂きたく企画致しました。もの作りや購買を通して
持続可能な社会を目指す 4 社が集まった、体験型合同イベントです。
※ご来店の際はマスクをご着用の上、検温、アルコール消毒の実施にご協力をお願いいたし
ます。
※新型コロナウィルスの感染状況を鑑み、実施内容を変更または中止とする場合がござい
ます。最新の情報は各ブランド公式サイト並びに SNS にてお知らせする他、参加お申し
込みのお客様には個別にメールまたは DM にてご案内いたします。
＜moani「ロスフラワーキャンドル」ワークショップ＞
廃棄予定の花を使用した、オリジナルキャンドルを制作できる人気のワークショップ
日時

：9 月 18 日（土）11：00-12：00、13：00-14：00 の 2 回開催

所要時間：60 分
受講料

（各枠先着 4 名様限定）

：4,000 円+tax

申込方法：“moani” Instagram アカウント（https://www.instagram.com/moani.special_life/）
の DM にて、ご希望の時間をご連絡ください。
＜THE ME×SATO YURI 「パーソナルコーディネート体験会」＞
お客様一人ひとりのライフスタイルや好みを丁寧にヒアリングし、これからの季節に活躍
する THE ME アイテムと SATO YURI のジュエリーをパーソナル提案
日時

：9 月 18 日（土）、19 日（日）、20 日（月）
11：00-12：00、13：00-14：00、15：00-16：00、17：00-18：00．
19：00-20：00 の 5 回開催

所要時間：60 分（各枠先着 1 組様限定）
参加費

：無料 ※パーソナル提案後、商品をご購入の場合には料金が発生致します。

申込方法：YURI SATO JEWELRY 公式サイトのお問合わせフォームにご希望の日時をご
連絡ください。（https://www.yurisatojewelry.com/contact）
ご体験の合間に THE ME 店舗にて imperfect のコーヒーをご賞味ください。
また、各ブランドからプレゼントが当たるハッシュタグキャンペーンも実施致します。
■参加方法
①参加ブランドの公式インスタグラムのいずれかをフォローし、投稿にタグ付け
THE ME：

https://www.instagram.com/the_me.tokyo/

imperfect：

https://www.instagram.com/imperfect_store_japan/

YURI SATO JEWELRY：https://www.instagram.com/yu.ri.sa.to/
moani：

https://www.instagram.com/moani.special_life/

②サステナビリティに関連するアクションやお買い物など、皆さんが普段の生活の中で
取り入れているサステナブルな取り組みや関連するお写真を、ハッシュタグ「#私らしい
選択」と共にフィード投稿（ストーリー投稿は対象外）
③各ブランドが最も共感した投稿をしてくださった方に、各ブランドオンラインストアで
ご利用いただける 20％OFF クーポンを各ブランド 1 名様にプレゼント
※公開のインスタグラムアカウントをお持ちの方が対象です。
※当選のご連絡は、当選者にのみ各ブランド公式アカウントより DM にてご連絡致します。
■参加ブランド紹介
＜THE ME＞
好みも着こなしも一人ひとり違うから、サイズやシル
エット、細かなディテールなど、服に自分を合わせる
のではなく、自分に合わせて服を仕上げるサービスを
提供する“現代のセミオーダー”です。
直営店「THE ME 神宮前」
（東京都渋谷区）では、豊
富なサイズのサンプルをご用意。専用の試着室でご試
着を愉しみながら、着こなしから着丈や幅の調整まで、
無料で専任スタッフに相談いただけます。
ご試着を愉しんでからいつでもご注文が出来る「受注生産」スタイルで、環境負荷を減らし
ながら、満足のいく一着をお届けするブランドを目指しています。
【「THE ME」公式サイト】https://the-me.tokyo/
＜YURI SATO JEWELRY＞
「心も環境も大切に、やさしく持続可能な世界を目指
す」をコンセプトとした NY で生まれたサスティナブ
ルジュエリーブランドです。経済的な豊かさや社会的
正しさを追い求めるあまり、本当に大切なものを見失
いがちの現代社会。様々な人が自分の価値観を尊重で
きるためのメッセージをジュエリーのデザインで表
現しています。また都市鉱山の再利用ゴールド、シル
バー、ダイヤモンドを使用し、今ある資源を循環させてジュエリーを作っています。金やダ
イヤモンド採掘の影に潜む環境への影響や、搾取や児童労働などの人権問題に加担しない、
人にも環境にもやさしいジュエリーメイキングをしています。
※都市鉱山とは…都市に存在する廃棄物の中に含まれている有用な金属を鉱山に見立てたもの。また不要となった宝飾
品から取り出されたダイヤモンドなどの宝石のことを指す。

＜moani＞
「今日もこの世界のどこかで綺麗なお花たちが廃
棄されています」日本サステナブルフラワー協会は、
そんな廃棄花を救うための日本初の協会です。
一般
的に、生花店の約 35%の花が廃棄されていると言
われていますが、フラワーロスという問題は未だ認
知度が低い問題のため、協会では全国でワークショップイベントの開催や装花、地域の子ど
もたちへの花育など、幅広く活動をしています。廃棄花を救うアーティストの育成にも力を
注いでおり、現在は国内のみならず海外にも受講者が在籍。一輪でも廃棄をされてしまう花
を減らすため、今日もお花たちに再び命を吹き込みます。
【日本サステナブルフラワー協会公式 HP】http://www.moani-special-life.com/
■imperfect が推進する Do well by doing good.の活動
imperfect では、「Do well by doing good.」活動として、生活者自身が世界の食と農を取り
巻く社会課題への取組みに参加できる仕組みを展開しています。商品をご購入頂いたお客
様に投票チップをお渡しし、
「環境」
「教育」
「平等」をテーマにしたプロジェクトの中から、
お客様に共感頂いたプロジェクトに投票頂きます。年度ごとに投票結果を集計し、最も得票
数の多かったプロジェクトを生産国現地で実行する仕組みとなっています。

現在は、第 3 期の投票(2021 年 4 月から 2022 年 3 月末迄)の投票期間中であり、imperfect
の売上の一部を充当し、お客様によって選ばれたプロジェクトを現地で実行いたします。

The world is imperfect, so do well by doing good.
世界の食と農を取り巻く社会課題に対しお客様と一緒に取り組む
imperfect は、「The world is imperfect, so do well by doing good. 不完全なこの世界。
だから、いいことをして世界と社会をよくしていこう。」をブランド・ミッションに掲げ、
この考えをとても大切にしています。世界の食と農を取り巻く社会課題に対して、自分で
出来ることから少しでも世界と社会をよくしていこう、という想いのもと、ただ「おいしい」
だけではなく、社会課題の解決を目指す「Do well by doing good.」活動に、お客様に楽しく
ご参加頂く機会をご提供しております。
「imperfect 表参道」店舗概要

名称

：imperfect 表参道

所在地

：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 4-12-10 表参道ヒルズ同潤館 1 階

営業時間

：11:00〜21:00（日曜日のみ〜20:00）

TEL

：03-6721-0766

URL

：https://www.imperfect-store.com/

※当面、全ての営業時間を 20：00 までに短縮して営業しております。
会社概要
名称

：imperfect 株式会社

設立

：2019 年 3 月 18 日

代表者

：代表取締役社⻑ 浦野正義

所在地

：〒100-8086 東京都千代田区丸の内二丁目 6 番 1 号

事業内容

：飲料・食品・酒類の製造販売/日用雑貨・衣類の製造販売/飲食店の経営
/飲料・食品・日用雑貨・衣類の輸出入

URL

：https://www.imperfect-dowell.com/
【本件に関する報道関係者の方のお問合せ】

imperfect 株式会社 広報室 Tel：03-3201-5660、Fax：03-3210-6546、E-Mail：press@imperfect-dowell.com

