私たちは、消費者として日々、大量の生産・消費・廃棄の社会で暮らしてます。お金を稼ぐために仕方がない？ 地球は広くて大きいから大丈夫？50年前よりも倍
に増え、人類の行動の積み重ねが、いつのまにか地球規模で気候危機を招くまでに大きくなってしまいました。一人ひとりが地球のことを考えて暮らす必要があ
る、そんな時代になってしまったのです。身近な暮らしを見つめ、社会を変えましょう。 まずはファッションから。一緒に考えて行動していきましょう。

market

4.23(土) 12:00-18:00｜4.24(日) 11:00-17:00 間伐した竹を利用したバンブーテントが宮下公園の芝生広場に並びます。

マーケットは３つのテーマで構成されてます。興味のあるテーマ、気になるキーワードから商品・サービスを選んで日々の暮らしにひとつでも取り入れてみてください。
■1-4 think good 三越伊 勢 丹の考える”サステナブル” ■5

サステナブルファッション

エシカルビューティ＆ヘルスケア

株式会社FMB ■6 土と野菜 ■7 SHIBUYA HAR A JUKU

#二次使用 #リペア #アップサイクル #黒染・藍染

#オーガニック #ジャパンメイド #フェアトレード

EDIBLE STREET ■8 style table ■9 Ethical&SEA

#天然繊維リサイクル #化学繊維リサイクル#デジタル
#トレーサビリティ #着物 #民族衣装

#ヴィーガン #オーシャンフレンドリー
#グリーンリカバリー #ナチュラル

■10 LUNA BURGER ＆ Tokyo Vegan ■11 A SUKORUNI

2

3

4

5

6

7

8

植物や花の命は種からはじま
り、芽吹き、やがて花から実を

て、昨年9月に立ち上 がったプロジェクトです。2022年、ウラハラプロジェクトは

つけ、また種へと還っていきま

EarthDayの取り組みに参加。期間中、地域と地球が同時に

す。4.23（土）・24（日） 宮下公

よくなる様々な企画で、アースデイ東京とコラボします！

ステージ

ナショナル
展示エリア
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17
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20

ONE EARTH ■17 CraftmadeMarche ■18 事務局＆アー

11

スデイ東京洋服ポスト2022 ■19 ミレニアル世代が選ぶ、サステナ

宮下公園 芝生ひろば
32
29 30
27 28
25 26

ハーブを展示。さらに23(土)、

31

原宿エディブルストリート」の取

02

今年も宮下公園の会場だけでなく、

ステナブルなファッション「着物」で、原宿を歩きませんか？

東急プラザ銀座「Be Organic」で

・アジ ア 女子 企 画 ■25 アースデ イリフィル大作 戦 /Fill s体 験

も期 間 限 定でポ スト開 設（4.24ま
【レンタル料金】 5500円 （税込）
※インスタフォロー割引 4642円 （税込）

※諸事情により出展・出店者の内容の変更もござます。予めご了承ください。

【司会】 ハッタケンタロー／いわまゆうき ⑧

飯田百合子 （フィルズ代表）／マリエ （CEO／デザイナー／J-WAVEナビゲーター）

【要予約】 詳細はQRコードから

野村悦子（レンチングファイバース 不織布部門 事業開発ジャパンマネージャー）
桐山依子（Be ブランドマネジャー）
13:40- 「黒染め」の魅力 〜日本の伝統にみる文化の多様性①
神谷 将太（(株)三越伊勢丹 伊勢丹新宿本店リ・スタイル バイヤー）

★ダンスユニットUmoyaが率いるダンスチームEarth Rhythmが

④ 「クラフトメイド」の取り組みについて … Craftmade協会
⑥ 「オルタナティブフード」「食の多様性」について

14:25- 「着物文化」の魅力 〜日本の伝統にみる文化の多様性②

… 新納平太(アースフードプロデューサー A)より紹介

【MC】 秋元真理子（アースデイジャパンネットワーク共同代表)

中谷比佐子（着物研究家） 写真左
山本（荒川）真希（パレスチナ刺繍帯プロジェクト） 写真右

1５:10- 「PRで支えるサステナブル消費について」
富樫 泰良（オール・ニッポン・レノベーション代表）
15:50- 自然界ラッパー OMG ライブパフォーマンス ⑦

15:20- ブルーローズ〜青いバラで3.11遺児の夢を叶える！ライブ

16:30〜 「1人1人のライフスタイルから生まれるサスティナブルライフ」

15:50- 衣食住を自然に戻すために〜日本の伝統にみる文化の多様性③

岩間有希（アーティスト）⑧／田上彩（発酵人／seed to table主宰）⑨
luke（NPO法人uminari代表）⑩／河野竜二（アースデイ東京事務局長）

前島由美（一般社団法人 グランドマザー代表）
Yae（半農半歌手） 写真右

写真左

16:40- Yae ライブ

★アナスタシアドレス女神たちによる踊りも！

出展・出展者、出演者など
詳細は特設サイトをCHECK!
⑤

ングでつなぎます。今年も笑顔になるプ
すアクションをもっと楽しくするキャンペーン「毎日がアースデイ!!

⑥

⑦

ロギングをコーディネイトしてくれるのは
プロギングジャパンです。

リフィル大作戦2022〜海と日本PROJECT〜」がスタート！会
お店が見つかるアプリ「Fills」も紹介します！

Fills

『プロギング（Plogging）』とは、ゴミ拾い(PlockaUpp)とジョギン
グ(Jogging)を合わせたスウェー デ ン 発フィットネス。ヨーロッパを

⑧

⑨

⑩

⑪
※諸事情によりプログラムの変更もござます。予めご了承ください。

プロギング
ジャパン

中心に世界で流行中のSDGsスポーツです。

【運営】 アースデイリフィル大作戦2022運営事務局

【開催日・集合】 4月24日(日)11:00宮下公園集合 【事前申し込み制）】 QRより申し込みフォームへ

※本プロジェクトは、海と日本PROJECTの一環で実施しています。

【共催】 アースデイ東京／アーシングマーケット東京事務局／一般社団法人プロギングジャパン

黒に染め直した衣装を纏ってダンスパフォーマンスを披露！

⑤ 「ヴィーガンフード」の取り組みについて… Tokyo Veganより紹介

④

を通って、六本木までの約3kmをプロギ

荒川 徹（(株)京都紋付 代表）

… Styletable、Ethical&SEAより紹介

4.24（日）開催！今年のアースデイプロギングは
宮下公園とウラハラと六本木ヒルズをつなぎます。

京』とも連携し、宮下公園を出発し、裏原

場ではブースとトークで取り組みをご紹介。パッケージフリーな

… Be、Earthsense、Earthkissより紹介

06

で同日開催の 『アーシング マーケット東

「リフィル」とは「詰め替え」のこと。マイボトルを使ってゴミを減ら

③ 「エシカル消費」「サステナブル消費」について

③

毎日がアースデイ!!リフィル大作戦
キックオフイベント！

PHOTO by
＠_yuta-kato_

12:50- カーボンニュートラルに向けて、サステナブルな選択を考える

② 「オーガニックビューティー」の取り組みについて

洋服ポスト

のについてはサイトを確認。

六本木ヒルズ・ハリウッドローズガーデン

① 「think good」の取り組みについて … (株)三越伊勢丹

②

で）。各会場、枚数、持ち込み可能なも

NADESHIKO

坂井田恵利 （アーシングマーケット東京事務局／アーシングコーチ）

【MC】 廣岡輝（アースデイ東京理事／㈱MOTHEREARTH代表）

①

05

KIMONO by

12:00- 裸足になろう！アーシング＆ヨガ体験

14:00- サステナブルファッションとエシカルビューティー トーク

眠っている服も集めて世の中をよ
くする力に！会場に持って来てね。

（日）の２日間限定で「着物レンタル」を実施！この機会に、サ

【MC】 河野竜二 （アースデイ東京 事務局長）

13:10- ＳＤＧｓ ＫＩＤＳ MOVEMENT 飛田流輝選手（スノーボード ビッグエア/スロープスタイル）②
スペシャルトークセッション 杉本幸祐 選手（フリースタイルスキー モーグル）③
三木つばき選手（スノーボード アルペン） ④
with 北京オリパラ出場アスリート 本堂杏実 選手（パラアルペン） ⑤
【MC】 星更沙（ＳＤＧｓ ＫＩＤＳ MOVEMENT） 高橋幸平 選手（パラアルペン） ⑥

04

ヘアケアで地球に優しい暮らしを ■24 Be presents アフリカ

11:20- 毎日がアースデイ!リフィル大作戦2022〜海と日本PROJECT〜

早川千秋（URAHARA PROJECT／原宿神宮前商店会会長）ほか出展者PR

17:30- 山口愛 ライブ⑪

サステナブルファッション
着物レンタルで街歩き！

「KIMONO by NADESHIKO」原宿店では、4.23(土)・24

4.24（日） 11:00-17:00

12:00- 「サステナブルファッションウィークにようこそ！」

天然繊維循環
国際協会 NICO

り組みも行います。

来の再生セルロース繊維「テンセル™」「ヴェオセル™」 ■21 Earth

原宿側→

【司会】 ハッタケンタロー／星更沙 ①

【企画】 天然繊維循環国際協会 NICO
【協力】 愛の野菜伝道師 小堀 夏佳
NPO法人Earth&Human

ボランティアの皆さんと「渋谷

最新コスメから伝統文化まで、さまざまな切り口で、サステナブルなファッションとライフスタイルを語ります。 ※YouTube LIVEあり

4.23（土） 12:00-18:00

ターの販売と伝統野菜と野草

Sense & Earth Kiss ■22・23 Be presents オーガニック

■26-31 AboutBetterPlace VOL.4 ■32 アサヒユウアス

入場口

← 渋谷駅側

園の会場では天然繊維プラン

ウラハラ
プロジェクト

(サロンドリデザインクローゼット) ■14 人形町のハンカチ屋さん

10

渋谷原宿エディブルストリートの
取り組みもはじまります！

1990年代、世界を席巻した「裏原ブーム」のカルチャーを次世代に！ ウラハラプロ

ブルプロダクト by ALL NIPPON RENOVATION ■20 樹木由
ジオグラフィック

03

ジェクトは、裏原宿の地域の未来をつくるために、様々なジャンルの第一人者が集まっ

■15 オーロラ デジタルオーダー ■16 ジョンマスターオーガニック

9

ウラハラプロジェクトとコラボレーション。
裏原エリアでもアースデイはじまります！

キャンペーン 青いバラで3.11遺児の夢を叶える！ ■13 リデクロ

#ヴィーガン #オルタナティブフーズ
1

01

※各トピックの詳細は、それぞれの情報にあるQRコードからアクセスして、スマホなどでご確認ください。

KITCHENCAR ■12 URAHARA PROJECT&＃ブルーローズ

ヴィーガン＆オルタナティブフーズ
本部

topics

4.23(土) 夜18:30からステージでは
Climate Clock Shibuya ローンチ記念イベント！

平和な暮らしを望む同じ地球の市民として、虐げられ

クラファンで応 援してくれた皆 さん、ついに渋 谷で 最 初のClimate

ている人々を思い、祈る夜。4月23日(土)18:00から

Clockの設置が決まりました！メンバー&スペシャルゲストとのディス

宮下公園芝生ひろばで「ピースマーク」をいっしょに灯

カッション「気候変動 7年後の未来を考える」など記念イベントを開催！

しませんか？ 【企画・運営】 Be-In東京

関連イベント

4.23（土）夜、「ピースマーク」を灯します。

.
e
c
a
e
P
,
s
e
Y
※アースデイ東京では
4月22日( 金 ) 夜 も 、
キャンドルナイトを呼
びかけています。

4.21-24 FASHION REVOLUTION 2022 イベント、渋谷ヒカリエ 8Fにて開催！
今年は「長く服を愛するために」をテーマに、お直し、アップサイクル、２次流通などにスポットライト。
ファッションを持続可能にするには、１着１着を、透明性が高く負荷のかか

材の寿命を今一度見直し、お直し、染め直し、アップサイクル、不良在庫の

らない方法で作ること。同時に、作る量を減らすこと。そして生活者が質

把握と再活用、２次流通など、「着なくなったら捨て、新しいものを買う」

の高い１着を今までよりも長い期間着続けることが効果的です。服や素

以外の方法を知り、実行するきっかけになればと思います。

FASHION REVOLUTION 2022 服を長く愛するために #LovedClothesLast
【期間】 4月21日(木)-24日(日) 【会場】 渋谷ヒカリエ8 Faiiima、COURT（24日のみ）

FASHION REVOLUTION JAPAN

原宿神宮前商店会で「ウラハラストリートアートプロジェクト」が
スタート！記念すべき第１回のアーティストはいわまゆうきさん。
「サステナブルファッションウィーク」の期間（4/15〜5/10）、原宿神宮前商店会では、アースデイ東京とコラボし

ウラハラでアートを
スケートボードに
アップサイクルします！

て、街をアートで彩る新たな取り組み「ウラハラストリートアートプロジェクト」を開催！第１回のアーティストは、今
年のアースデイ東京のメインビジュアルを描くアーティストいわまゆうきさんです。10代に夢中になったサーフィ
ンで、自然との対話をしてきた体験を活かし、頭で考えず、身を委ねて描くスタイルが特徴。また拾ってきたゴミ

upcycle

で作品を制作し、無価値と有価値の概念を見つめ直す、ピュアな心を呼び覚ますような作品を表現しています。
【展示期間】 4月15日(金)-5月10日(火) 【展示会場】 裏原宿神宮前商店会（ウラハラ）エリアの街路灯に掲示
【企画・運営】 原宿神宮前商店会 【協力】 アースデイ東京／ウラハラプロジェクト 【アーティスト】 いわまゆううき

ウラハラでアート作品を見つけよう！SNSで発信して景品をゲットしよう！
ウラハラエリアの街路灯に17種類の作品を展示。アートを見つけて撮影してそこに書かれたメッセージととも
にSNSにハッシュタグ「#いわまゆうき」をつけて投稿すると、数量限定のオリジナル景品をプレゼントします！

1

参加方法
ウラハラで
アート作品を
見つける。

2

3

作品を写真にとって
以下のハッシュタグを
つけてSNSにアップ。
「#いわまゆうき」

景品交換所で
アップした
画像をみせる。

4

ウラハラエリアの街路灯に展示された
作品は、会期が終わったら捨てるので
はなく、スケートボードなどにアップサイ

オリジナル
景品をゲット！
先着順。なくな
り次第終了。

クル！地球環境とアートも身近に感じら
れ るサ ステ ナ ブ ル な ス ト リ ー トカ ル
チャーを発信します。
【企画】 アースデイ東京／ウラハラプロジェクト

景品交換所・日時

景品

２箇所で交換します。

２種類から選んでね。

【協力】 環境クリエイター 佐 野雅彦

4/23（土）12:00-18:00｜4/24(日) 11:00-17:00
宮下公園芝生ひろば 「サステナブルファッションウィーク2022」
ブース番号12 「URAHARA PROJECT」
4/23（土）11:00-18:00｜4/24(日)11:00-18:00

店の地図
ウラハラストリートアートの
詳細はこちらから→

エシカルショップ 「ORblueNa／オルブルーナ」
東京都渋谷区神宮前４丁目２６-２８ファンファンビル1F

天然繊維プランターセット

和紙の結晶

アースデイ東京2022
特設サイトも！

主催
特別協賛
協賛

アースデイ東京2022実行委員会

企画・運営

サスティナブルファッションウィーク実行委員会／アースデイジャパンネットワーク／（株）A／BE-IN tokyo

カボニュー／（株）セールスフォース･ジャパン（一社） オール・ニッポン・レノベーション／FIAT／ラルフ ローレン
（株）アイエヌティ／アサヒユウアス（株）／アシックスジャパン(株)／Earth Kiss／Earth Sense／（株）ECOLOGICA／Ethical&SEA／Styletable／（株）FMB／（一社）Craftmade協会／Sustainable.／サンエー印刷／
CBD JAPAN MARKET 2022／（株）ジョンマスターオーガニックグループ／（株）D.K International／（株）ナファ生活研究所／日本マイクロソフト株式会社／パタゴニア日本支社／Be／（株）フィルズ／ブルーミング中西（株）／
みつる堂／ミューラージャパン（株）／（株）LIFULL／レンチングファイバーズ

特別協力
協力

（株）三越伊勢丹／URAHARA PROJECT
アーシングマーケット東京事務局／NPO法人Earth＆Human／a(n)action／AboutBetterPlace VOL.4／オーロラ（株）／KIMONO by NADESHIKO／3.11復興協働アクトチーム 一緒にがんばろ～ず！／
（株）土と野菜／（一社）天然繊維循環国際協会(NICO)／東京ヴィーガン／原宿神宮前商店会／（一社）プロギングジャパン／NPO法人洋服ポストネットワーク協議会／リデクロ ほか

後援

環境省／東京都／渋谷区／文部科学省／農林水産省／東京商工会議所／日本生活協同組合連合会／（公社）東京都専修学校各種学校協会／渋谷公園通商店街振興組合／一般社団法人地球温暖化防止全国ネット／
朝日新聞社／読売新聞社／毎日新聞社／東京新聞／産経新聞社／NHK／TBSテレビ／文化放送／J-WAVE／TOKYO FM／InterFM897

このチラシは 環 境に配 慮し、用 紙には適 切に管 理された 森 林 資 源 からつくられたF S C ® 認 証 用 紙、インキには
有 害 な化 学 物 質を出さない ベジタブル インキを採 用しています 。※また 捨 てる時 は 資 源としてリサイクル へ 。
[ 印刷 ] (株)賢工 製 版

[ 表 紙の絵とモデル] いわまゆうき [デ ザイン] ハッタケンタロー（おりがみ忍者ハッタリくん f ro m 小川町）

