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様々な土地のクリエイティブな商品・サステナブルなアイデアが集結
旅するマーケットイベント「rooms JOURNEY 01」

2021 年 7月 1日 ( 木 ) ～ 5 日 ( 月 ) 、阪急うめだ本店 9Fで開催
- 今注目のフェムテック、CBD、植物染めやアートなど幅広い出店者が約 80組集結 -

　国内外のクリエイターを発信するプラットフォーム「 rooms ( ルームス ) 」は、 日本各地の作り手とお客様の交流を通して地域活性を図る、旅する

マーケットイベント「rooms JOURNEY（ルームス ジャーニー）01  ～みんなと一緒に描く「ちがう地図。」～ 」を大阪・阪急うめだ本店 9階 にて、

2021 年 7月 1日 ( 木 ) ～ 7月 5日 ( 月 ) の 5日間開催いたします。阪急うめだ本店のキャンペーン "GOOD FOR THE FUTURE" の テーマのもと、

クリエイティブでサステナブルな思想や文化、アイデアを持つ作り手が約 80組集結 ( そのうち 26組は大阪初出店 )。本リリースでは、出店者情報に

加え、ワークショップやプレゼントキャンペーンなど、イベントをより楽しんでいただける情報をご紹介いたします。

( 詳細は公式サイトにて公開中：https://www.roomsroom.com/journey)

■フェムテック , CBD, 植物染めやアートなど約 80組の出店者が集結

　日本各地から総勢約 80組の出店者が集まり、そのうち 26組が大阪初出店となります。第一会場は、サステナブルストリート ( 催場 )、第二会場は、
ウェルネスマーケット ( アートステージ&阪急うめだギャラリー ) とエシカルアート展 ( 阪急うめだホール ) で構成されます。

　フェムテック、CBD、ビューティーなど、わたしらしく生きるた

めのヒントになる約 30組が集まる「ウェルネスマーケット」。会場

は、阪急うめだギャラリーとアートステージで構成。感性の赴くま

まに気持ちのいいもの、心地の良いものをお選びください。

　「サステナブルストリート」をテーマにした催場では、架空の街を

イメージした空間にクリエイティブでサステナブルな約 50組が所

狭しと並びます。ストリートアートのライブペインティングや国産

バラが広がる公園も。

　阪急うめだギャラリーでは、5人のアーティストによる、既存の

価値観にとらわれず、アーティスト自身とコミュニティ独自の表現

に取り組んだ「みんなと一 緒に描く「ちがう地図。」～ 私が変わる。

あなたが換わる ～」を開催。

WELLNESS  MARKET 

SUSTAINABLE  STREET

エシカルアート展 

詳細情報はこちら▼
https://www.roomsroom.com/journey

第二会場
エシカルアート展
 @阪急うめだホール

第二会場

WELLNESS MARKET
＠阪急うめだギャラリー＆

アートステージ
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阪急うめだギャラリー＆アートステージ

“わたしに気持ちいい”
ウェルネスマーケット

心と体を解放される空間。

わたしらしく生きるための商品が集まったウェ

ルネスマーケット。感性が趣くままに気持ちい

いもの、心地よいものをお選びください

WELLNESS
 MARKET

催場
“GOOD な気づきと出会う”

サステナブルストリート

壁面に描かれるグラフィティアートに、花畑が

広がる公園。架空の街にクリエイティブでサス

テナブルな商品が所狭しと並びます。街を散策

する気分で、GOODな気づきに出会おう！

SUSTAINABLE    

STREET

● St-60  TRY&ERROR

「共創」をコンセプトに、アーティストが自ら運営し、

発信するアート・プロジェクト。約 20名のローカル

アーティスト達が会場の至る壁面でゲリラ的にライブ

ペイントを行い、最終的に作品として販売いたします。

● St-2  植物染料実験工房

植物染料研究者を中心に、染織作家、テキスタイルデ

ザイナー、型染職人、丹後ちりめんの織元などが、協

働で新商品を開発。伝統的な織物と染色の技術、文化、

そして自然の色のパワーを感じてください。

● St-43  LEATHER WORLD

皮革製品だけではなく、国産皮革の良さを知ってもら

う為に、素材や職人の技術に触れる、ワークショップ

などの体験を通して触れる、レザーの魅力に多面的に

触れることをコンセプトにしたプロジェクトです。

● St-111  ROSETIQUE by Miwako

フラワーデザイナーMiwako が運営する、国産バラ専

門店とオーガニックローズのオリジナルブランド。国

産バラ普及活動ドリームローズ JAPANプロジェクト

も展開。芳醇な香りの国産バラをお楽しみください。

● St-110  POP UP BOOK SHOP  by INSECTS

私的な視点で作られる大阪発ローカルカルチャー雑誌

『IN/SECTS』を刊行する編集プロダクション。最新

号の刊行を記念したトークショーや、阪急でしか作れ

ないZINEのワークショップなど企画が盛りだくさん。

● St-105  Atelier M/A

リサイクル素材の開発から製品まで、色彩豊かな異素

材のミックスやプリント表現、サステナブルをユニー

クなスタイルで形にするアート・ファッション・サス

テナブルを軸としたブランド。

■ エリアごとに出店者をPICK UP

● St-3  エシカルコンビニ

阪急うめだ本店初登場。様々な問題に取り組み行動 

する彼らの活動や商品から、世界中で解決すべき問題 

と向き合う “きっかけ” を与えてくれるエシカル活動

を陳列する新しい形のコンビニです。
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【参加アーティスト】

( 左上 ) ● G-1 German Suplex 

Airlines × GASAKI BASE 

( 中上 ) ● G-2 金理有 RIYOO KIM

( 右上 ) ● G-3 YUNA YAGI

( 左下 ) ● G-4 Masaru Ozaki 

( 右下 ) ● G-5 THEO HAZE

● H-11  New Stand Tokyo

ニューヨークから初上陸の “未来の日用品店”。“これ

からのスタンダードとは何か？”をキュレーションテー

マに、世界中の高品質な日用品から最先端なテックア

イテムまで様々なプロダクトを取り扱っています。

● H-48  CBD (coffee)

海外ではもはや当たり前の hemp に含まれるCBD（カ

ンナビジオール )。CBD oil をドロップした美容と健

康に良いスムージーやこだわりのコーヒーを提供する

CBD(coffee) が大阪初上陸。

阪急うめだホール
“感じる”

エシカルアート展

「循環」を体感／極小の領域／地球と宇宙／

魔法の箱／野生との繋がり。5 組のアーティ

ストによる、エシカルストーリーを感じてく

ださい。

みんなと一緒に描く
「ちがう地図。」 

～ 私が変わる。あなたが換わる ～

● H-1  GREENable HIRUZEN

環境保全活動を、まるで週末のレジャーのように楽し

めるアクティビティメニューをはじめ、「自分にいい

=地球にいい」を体験できるGREENable HIRUZEN

の魅力を夏のOPENに先立ち、いち早くお披露目。

● H-55 HAKKO LAND produced by 岸紅子

環境省アンバサダーであり、美容と発酵のスペシャリ

ストでもある岸紅子が厳選した、ホンモノのHAKKO、

6ブランドが出店。ビフィズス菌、乳酸菌、酪酸菌…

個性豊かな微生物たちを体感してください。

● H-4 rooms SHOWROOM “POP-UP”

通常は一般公開されることのないバイヤー向け卸サイ

ト “rooms オンラインSHOWROOM” が、期間限定で

初登場。お店に並ぶ前の新商品に出合えるかも！？

● H-12 Leon art jewelry created by 海と梨

一点物の作品が、内面的な強さや希望を少し後押しす

るコンセプト作品を、アクセサリーで表現。今回は「人

生」がテーマ。詩の朗読、音楽、映像の組み合わせに

より、漢方薬のように心に効く空間をつくります。

山路を登りながら
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多彩な講師を招き、知識と感性をお持ち帰りいただくWORKSHOP PARK。

新しい発想や知らない文化、面白いアイデアを体感できるトークショーやワークショップを多数ご用意しております。 

参加をご希望の方は、事前にWEBサイトからお申込みください。 (https://www.roomsroom.com/j01-workshoppark)

■ 多彩なゲストを招き、知識と感性をお持ち帰りいただくトークショー&ワークショップ

7/4 （日）

13:30 － 15:00

『私たちだけの“UMEDA ZINE”
づくりワークショップ』

15:30 － 17:00

『自分だけのミニ大仏を作るワークショップ』

WORKSHOP PARK 会場

『国産薬草や野草を「素肌色」に調合する
オーガニックコスメティックワークショップ』

7/2 （金） 7/3 （土）
13:00 － 14:30

『自分だけのミニ大仏を作るワークショップ』

コンクリート製の小さな大仏に紙を貼り付けて自分だけの大
仏を制作します。今のあなた思いや好きなものを貼り付けて
制作して下さい。それだけで、ミニ大仏は見事にあなたの今
の「感性」を記録します。

講師： 前田真治 (美術/German Suplex Airlines主催)
参加費： 3,300円 (税込)
提供資材： ミニ大仏制作キット
持ち物： ミニ大仏に貼り付ける紙をご持参下さい。

15:00 － 16:30

日本生まれの植物や野菜を余すことなく用いたインフ
ューズドオイルづくりを体験することができ、「植物調
合美容」という名の植物オイル・植物エキススキンケア
をお伝えします。

講師： 坂田まこと (ORGANIC MOTHER LIFE Co., Ltd., 植物調
合士/オーガニックビューティセラピスト)
参加費： 1,000円 (税込)
提供資材： 瓶100円、ハーブ100円、溶剤300－500円 
          他備品一式

『国産薬草や野草を「素肌色」に調合するオーガ
ニックコスメティックワークショップ』

開始時刻 15分前からrooms JOURNEY会場内の
『WORKSHOP PARK 受付』にてお席のご案内を開始い
たします。WORKSHOP PARK受付スタッフに、予約確認
メールをご掲示ください。

～注意点～
■受付にてお名前を確認できるもの(免許証、保険
証など)のご提示をお願いする場合がございます。
■WORKSHOPの途中退席はご遠慮ください。
■コロナウイルス感染症対策として、受付にて消毒
のご協力をお願いいたします。 
■WORKSHOP中は必ずマスクの着用をお願いい
たします。 
■参加数に限りがありますので、お申込み後のキャ
ンセルはご遠慮ください。 
■参加における注意事項および持ち物は必ずご確
認ください。

13:00 － 14:30

「ここが梅田？これが梅田？」私だけが知っている
UMEDAを集めて、1冊のZINEにします。超個人的な情
報の集積をIN/SECTS編集部とともに作りましょう。

講師： IN/SECTS編集部
参加費： 1,700円 (税込)
提供資材： 印刷・製本されたZINEを後日郵送にてお届

けします。
持ち物： デジタルカメラ（スマホのカメラでも可）、

筆記用具

『私たちだけの“UMEDA ZINE”
づくりワークショップ』

11:00 － 12:30

Atelier M/Aが開催する、糸、布、紙、レジ袋、植物などの身近
なものを使ってオリジナルのコースターを制作するワーク
ショップです。

講師： Atelier M/A  小出真人 (デザイナー) 小出梓 (パタンナー)
参加費： 2,970円 (税込)
提供資材： オリジナルコースター2枚制作キット 
持ち物： 会場で色々な材料をご用意していますが、お好み

の材料をお持ちいただき制作いただけます。

『ハギレやレジ袋などからアップサイクルで作る
オリジナルコースターのワークショップ』

15:00 － 16:00 / 16:00 －18：00

NEUT Magazine、IWAKAN、EA magazineなど東京
を拠点に活動するマガジンに関わる3名と、関西で活
動するクリエイターや学生と一緒に「クリエイターがど
のように社会問題に関わっていけるか？そして何がで
きるのか？」についてインタラクティブに会話をするセ
ッション。16時からカジュアルな相談会も開催。
（相談会は予約なしで自由にご参加いただけます。）

モデレーター: 平山潤（NEUT Magazine編集長）
ゲスト： 中里虎鉄（フォトグラファー/IWAKAN編集者）

山本奈衣瑠（モデル/EA magazine編集長）
参加費： 無料

『3人のMagazine編集者による
インタラクティブな座談会＆相談室』

▲予約QRコード

- 有料のクラスをご予約いただいた方 -
予約確認メールを受付スタッフにご提示いただく際に、参加
費をお支払いください。

11:00 － 12:30

阪急うめだ
ホール

阪急うめだ
ギャラリー

アートステージ
祝祭広場

大階段

催場
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■ LINEお友だちプレゼントキャンペーン “PASSPORT” ■ rooms事務所が期間限定でお引越し！

■ 最新情報を会場からお届け “LIVE SHOWs”

rooms 公式 LINE のお友だちに、素敵な商品をプレゼン

トいたします。会場内にて各日先着順で、プレゼント引

換えのパスポートをお渡しします。パスポートに記載さ

れている指定店舗を回遊し、お好きなお店でプレゼント

をゲットしてください。（お一人様一回のみ）

<プレゼントをご紹介>左から順に、(1)「国産バラ 1輪」St-111 ROSETIQUE by 

Miwako, (2)「レザー製マスクホルダー」St-43 LEATHER WORLD,  (3) 「新作ボールペン」

St-27 ロイヒトトゥルム 1917, (4)「オリエンステラシャンプー＆コンディショナー

10ml×4セット」H-25 ORIENS'TELLA , (5) 「CBD oil10mlドロップ」H-48 CBD(coffee) 

ROOMS
出張所

「rooms 出張所」では、私たちのこれ

までの活動を紹介しています。

rooms スタッフが常駐していますの

で、rooms に興味をお持ちの方、10

月開催予定の「rooms43」のオーディ

ションを希望する方など、ぜひこの

機会に遊びにいらしてください。

*プレゼント引き換えパスポートも出張所

でお渡しいたします。

rooms の公式インスタグラム

から、出店ブランドと一押し

商品をご紹介する IGTVやラ

イブ配信など様々なコンテン

ツをお届けいたします。

https://www.instagram.com/

rooms_tokyo/

■ rooms JOURNEY 01 開催概要

イベント名：rooms JOURNEY 01 ～みんなと一緒に描く「ちがう地図。」～

開催日程 : 2021 年 7 月 1 日 ( 木 ) ~ 7 月 5 日 ( 月 ) ( 5 日間 ) 

開催時間 : 10:00 ~ 20:00 ( 最終日 7/5 は 18:00 まで )

* 営業時間は変更する場合があります。最新情報は阪急うめだ本店ホームページにてご

確認ください。

開催場所 : 阪急うめだ本店 9 階

( 催場 / アートステージ / 阪急うめだギャラリー / 阪急うめだホール )   

出店ブランド数：約 80組

共催 : アッシュ・ペー・フランス株式会社 / 株式会社 阪急阪神百貨店

rooms 公式サイト： https://www.roomsroom.com/journey

■ GOOD FOR THE FUTURE とは

普段の暮らしの GOOD な気づきを提案する『GOOD FOR THE FUTURE』。

rooms はこのテーマに共感し、初となる rooms JOURNEY を 阪急うめだ本

店とタッグを組んで開催することにいたしました。参加ブランドとお客様、

そして rooms と阪急百貨店の 4 者が交わることで、 “GOODな気づき” の共

感のコミュニティを生み出します

■ rooms( ルームス ) とは

■rooms ： https://www.roomsroom.com/
■Official Instagram ：@rooms_tokyo
■Official Facebook ： @roomsroom
■Official Twitter ：@roomshpf
■Official YouTube ： https://www.youtube.com/c/roomsroom

Remo Orderは、阪急百貨店で取り扱ってい

る商品を、ご自宅や外出先から、スマートフォ

ンでご注文いただけるリモートショッピングサ

ービスです。 rooms JOURNEYでは、会期

中に限りイベント会場内での取り扱い商品

のRemo Orderを承ります。詳しくはQRコード

から詳細をご確認ください。
リモートでもお買
い物を楽しもう！

▼プレゼントの詳細情報はこちら
https://www.roomsroom.com/j01-passport
＊パスポート配布場所： 『rooms 出張所』

rooms の公式 LINE はこちら▶

LINEお友だち全員に追加特典♪
音楽レーベルFABIENNEの"フレンズシップス"デジタルコンピレーションア

ルバムのダウンロード専用QRコード付ハガキをLINEお友だち全員にプレ

ゼント。この機会にrooms出張所にお立ち寄りください！

▲IGはこちらから

rooms ：03-3499-0822 / rooms@hpgrp.com
担当 : 石塚  

 ( リリース画像はこちら )https://www.dropbox.com/s/komjzs7w7nko6hm/J01_realease2.zip?dl=0

PRESS・事業に関するお問い合わせ

rooms は、クリエイションを中心にしたコミュニティや経済圏の醸成を目的に 2000 
年にスタートさせた、ファッション・ライフスタイル・アート・パフォーマンス・
飲食など、あらゆるジャンルから過去 20 年間でのべ 1 万組以上のクリエイターやブ
ランドが参加してきたクリエイティブの祭典です。各回、国内外から 300~400 ブラ
ンドが集結いたします。これまでに通算 50 万人を動員。業界関係者のみならず一般
のお客様もお越しいただけるよう、週末も開催しています。繊研賞（2009 年）、毎
日ファッション大賞・鯨岡阿美子賞 （2011 年）受賞。

「room = 部屋」
各々のクリエイターの世界観を room として捉え
その共同体を “rooms（ルームス）” と名付けました。


