
ラキャルプが第6回サスティナブル・ビューティーフェス『Myラキャルプが第6回サスティナブル・ビューティーフェス『My
Organic Friends Fes 2023 by Salon de LA CARPE 』を原宿にてOrganic Friends Fes 2023 by Salon de LA CARPE 』を原宿にて
開催決定！開催決定！

株式会社ラキャルプ（東京渋⾕区/代表取締役 新井ミホ）は、サスティナブルな未来をつくることを⽬的とした、ナチュ株式会社ラキャルプ（東京渋⾕区/代表取締役 新井ミホ）は、サスティナブルな未来をつくることを⽬的とした、ナチュ

ラル&オーガニック・ビューティーライフをサポートする展⽰会、第6回「My Organic Friends Fes 2023 by Salon deラル&オーガニック・ビューティーライフをサポートする展⽰会、第6回「My Organic Friends Fes 2023 by Salon de

LA CARPE 」（通称：ラキャルプフェス）を令和5年6⽉16⽇（⾦）、17⽇（⼟）、18⽇（⽇）の3⽇間、東京・原宿にLA CARPE 」（通称：ラキャルプフェス）を令和5年6⽉16⽇（⾦）、17⽇（⼟）、18⽇（⽇）の3⽇間、東京・原宿に

て開催いたします。て開催いたします。

 

ラキャルプフェスは、‟ サスティナブル な未来をつくる”をテーマに

ますます多様化する社会と⼤きく変化する⽣活様式の中で、急速に⾼まるナチュラル&オーガニックライフへのニーズに

応えるべく、⾃分たちの暮らしを⾒つめ直し、未来の地球と⼈のためのサスティナブルな暮らしづくりに役⽴つ「学び」

「知る」ためのリアル＆デジタル体験型の出会いの場をつくります。

  第６回⽬の開催となる今年は、より⼀層サスティナブルな取り組みの⼀環として、参加するスタッフへ向けた特別施

策として、⻑崎県の農家さんたちの協⼒で、規格外「もったいない野菜」を活⽤したお弁当の販売も実施します。

 今後はご来場の皆さまへもこのような規格外野菜の活⽤をはじめ、これまで廃棄されている「もったいない」ものたち

の資源活⽤法を、ラキャルプフェスを通して発信していきたいと思います。

PRESS RELEASE

報道関係各位 2023年02⽉09⽇
株式会社 ラ キャルプ



 

WHAT'S THE LACARPE FES？WHAT'S THE LACARPE FES？

●ナチュラル＆オーガニック美容の最先端情報が集約●ナチュラル＆オーガニック美容の最先端情報が集約

ラキャルプフェスは、メディアの⽅に向けて＜最新情報収集の場＞の提供、出展ブランドさまにはオーガニックコスメや

フード製品・ブランドの＜効果的なPR活動の場＞の提供をすることでご活⽤いただきます。

同時に、地球と⼈のためにサスティナブルな未来をつくるための役⽴つ最新情報を提供していきます。

 今年のラキャルプフェス会場には、ナチュラル&オーガニックのコスメからフードまで、全68ブランドが集結。

初めてお披露⽬する新ブランドや新商品も続々登場します。

●ラキャルプフェスのスタッフお弁当に規格外の「もったいない野菜」を使⽤●ラキャルプフェスのスタッフお弁当に規格外の「もったいない野菜」を使⽤

⻑崎県の新鮮な無農薬野菜を中⼼に流通しない規格外の野菜を「もったない野菜」として、ラキャルプフェス出展社のス

タッフのお弁当に使⽤します。

 ⻑崎県でサラダ屋「Fast Salada」を展開する株式会社ベイトン 代表の⼭下社⻑と県内の農家さんとのネットワークで

実現しました。

 現在、株式会社ウカさんが運営するukafe さんの協⼒でラキャルプフェス特製ランチボックスを企画しており、今後は

⼀般に向けた規格外の「もったいない野菜」を使⽤したメニュー開発やランチボックス販売なども計画中です。

 



 

ラキャルプフェスで取り組むSDGsラキャルプフェスで取り組むSDGs

ラキャルプフェスでは、エコフレンドリーなイベントづくりを⽬指し、SDGSへの取り組みも積極的に⾏います。ラキャルプフェスでは、エコフレンドリーなイベントづくりを⽬指し、SDGSへの取り組みも積極的に⾏います。

実施される項⽬は以下となります。

(7)必要最低限の電⼒使⽤

(4)(17)メディア・SNS等での情報発信を通しサスティナブルを提案

(12)(14)マイバッグ推進（ラキャルプトートバッグ販売）

(12)(13)会場内でゴミを出さない⼯夫

(2)(12)(13)お弁当の⼀部に廃棄野菜を活⽤（予定）

(12)(15)チケットや案内状などペーパーレス化の導⼊

⾃分たちにできる社会貢献の「はじめの⼀歩」は⼿の届く⾝近なところにあります。

今だからこそ、「ナチュラル＆オーガニック・ビューティーライフ」が地球と⼈間のために存在し、未来の私たちの暮ら

しをサポートすることをしっかりとお伝えしていきたいと考えています。

 

開催概要開催概要

・・ビジネス商談⽇＜メディア・バイヤーの⽅限定＞ビジネス商談⽇＜メディア・バイヤーの⽅限定＞

 2023年6⽉16⽇（⾦）/ 11:00-19:00 2023年6⽉16⽇（⾦）/ 11:00-19:00

 ※無料／招待制（完全予約制）

 ※ラキャルプより事前に招待メールをお送りします。

・ ⼀般公開⽇⼀般公開⽇ 有料／事前申込制（⼊場料500円）

 2023年6⽉17⽇（⼟）/ 10:00-18:00 2023年6⽉17⽇（⼟）/ 10:00-18:00

 2023年6⽉18⽇（⽇）/ 10:00-18:00 2023年6⽉18⽇（⽇）/ 10:00-18:00

 ※⼊場チケットはPeatixにて３⽉１⽇より発売開始予定

・・場所場所

 表参道・原宿



……………………………………………………

出展ブランド・企業による、セミナー・ライブ配信を⾏います。

……………………………………………………

6⽉１6⽇（⾦）6⽉１6⽇（⾦）

＼ セミナー スケジュール／ ＼ セミナー スケジュール／ ＜ 完全予約⼊れ替え制／30分程度 ＞

セミナー会場では、厳選した11ブランドから、新商品情報やトレンド情報をいち早く⼊⼿することができるセミナープ

ログラムをご⽤意します。

1．11:00〜11:30 ＜LA CARPE（ラキャルプ https://lacarpe.jp/ ）＞

2．11:45〜12:15 ＜SINN PURETE（シンピュルテ http://sinnpurete.com）＞

3．12:30〜13:00 ＜AMRITARA(アムリターラ http://www.amritara.com )＞

4．13:15〜13:45 ＜ARGITAL（アルジタル https://argital.jp )＞

5．14:00〜14:30 ＜BLUME edena（ブルーメエデナ https://www.blume-cosmetics.com )＞

6．14:45〜15:15 ＜NATURALCOSMO（ナチュラルコスモ https://www.naturalcosmo.jp )＞

7．15:30〜16:00 ＜yayoi（ヤヨイ http://mcocotte.jp  )＞

8．16:15〜16:45 ＜Earth∞You（アースアンドユー https://earth8you.jp )＞

9．17:00〜17:30 ＜Not blue（ノットブルー https://www.n0t.blue )＞

10.17:45〜18:15 ＜epo（エポ https://www.epo.info )＞

11.18:30〜19:00 ＜調整中＞

 

6⽉１7⽇（⼟）6⽉１7⽇（⼟）

＼ワークショップ・セミナー／ ＼ワークショップ・セミナー／ ＜ 事前予約⼊れ替え制（有料）／40分程度 ＞

 ナチュラル&オーガニックブランドの新商品情報や最新トレンドを学び＆体験できるプログラムをご⽤意します。

1．10:30-11:10 ＜LA CARPE（ラキャルプ ）＞

2．12:30-13:10 ＜uka（ウカ https://uka.co.jp )＞

3．14:00-14:40 ＜JAPAN HENNA（ジャパンヘナ https://j-henna.com )＞

 

6⽉１8⽇（⽇）6⽉１8⽇（⽇）

＼ワークショップ・セミナー／ ＼ワークショップ・セミナー／ ＜ 事前予約⼊れ替え制（有料）／40分程度 ＞

1．10:30-11:10 ＜LA CARPE（ラキャルプ）＞

2．12:30-13:10 ＜調整中＞

3．14:00-14:40 ＜BLUME edena（ブルーメエデナhttps://www.blume-cosmetics.com ）＞

 

https://lacarpe.jp/
http://sinnpurete.com
http://www.amritara.com
https://argital.jp
https://www.blume-cosmetics.com
https://www.naturalcosmo.jp
http://mcocotte.jp
https://earth8you.jp
https://www.n0t.blue
https://www.epo.info
https://uka.co.jp
https://j-henna.com
https://www.blume-cosmetics.com


Instagram LIVE Instagram LIVE 

今年も会場からLA CARPE(@lacarpe_jp) 、新井ミホ(@mihoarai0527）各ブランドアカウントにて⽣配信します。最新

情報をお届けします！

EVEREST（エベレスト https://everest.ac/ ）

JAPAN HENNA（ジャパンヘナ https://j-henna.com )

luamo (ルアモ https://www.luamo.jp )

MAY TWELVE (メイ トゥエルブ https://www.instagram.com/may12_official )

MIKKA SKINCARE  (ミッカ https://mikkaforjapan.myshopify.com )

RINKA (リンカ https://rinka-organic.com )

SAUTEDI  (ソテディ https://clin-s.co.jp ) 

Sonomama (ソノママ https://sonomamamineral.com )

yayoi (ヤヨイ http://mcocotte.jp ) 

御⾃愛 (ゴジアイ https://shop.gojiai.jp )

 計10ブランドが参加予定！ 計10ブランドが参加予定！

……………………………………………………

各ブースでは、ナチュラル&オーガニックのコスメからフードまで

全67ブランドが集まり新しい出会いと再会の場をつくります。

この場で初めてお披露⽬する新商品も続々登場します！

……………………………………………………

● 出展⼀覧 68ブランド ●● 出展⼀覧 68ブランド ●

 

https://everest.ac/
https://j-henna.com
https://www.luamo.jp
https://www.instagram.com/may12_official
https://mikkaforjapan.myshopify.com
https://rinka-organic.com
https://clin-s.co.jp
https://sonomamamineral.com
http://mcocotte.jp
https://shop.gojiai.jp


※16⽇（⾦）開催…★セミナー※16⽇（⾦）開催…★セミナー

※17⽇（⼟）開催…▲ワークショップ※17⽇（⼟）開催…▲ワークショップ

※18⽇（⽇）開催…△ワークショップ※18⽇（⽇）開催…△ワークショップ

 

CosmeticsCosmetics

20NEO＜ニーゼロネオ＞

58.44organics＜ゴジュウハッテンヨンヨンオーガニックス＞

AMRITARA＜アムリターラ＞★

Aromafrance＜アロマフランス＞

BEIGIC＜ベージック＞

bior organics＜ビオールオーガニクス＞

BLUME edena＜ブルーメエデナ＞★△

CAMYU＜カミュ＞

CICAmethod＜シカメソッド＞

CLAYD＜クレイド＞

Coyori＜コヨリ＞

Earth∞You＜アースアンドユー＞★

FRENAVA natural&organic＜フレナバ ナチュラルアンドオーガニック＞

GAAH＜ガア＞

HANA ORGANIC＜ハナオーガニック＞

hana to mi＜ハナトミ＞

ICOR＜イコ＞

Luamo＜ルアモ＞

MIKKA SKINCARE＜ミッカ＞

mirari＜ミラリ＞

NEMOHAMO＜ネモハモ＞

NowLd＜ノルド＞

ORGAID＜オーガエイド＞

P.G.C.D.＜ペー・ジェー・セー・デー＞

RINKA＜リンカ＞

Shin;Kuu＜シンクー＞

SINN PURETE＜シンピュルテ＞★

Sphere＜スフィア＞

UlaUla＜ウラウラ＞

yayoi＜ヤヨイ＞★

 

BodyBody

ARGITAL＜アルジタル＞★

LAPOLIS＜ラポリス＞

Pedal & Senza＜ペダル アンド センツァ＞

aroma-pathi＜アロマパシィー＞

THE PERFECT ANCHOR＜ザ・パーフェクトアンカー＞

LIP intimata care＜リップインティメイトケア＞

 



HairHair

Ethique＜エティーク＞

JAPAN HENNA＜ジャパンヘナ＞▲

KIWABI＜キワビ＞

OLAPLEX＜オラプレックス＞

OLIOSETA＜オリオセタ＞

product＜ザ・プロダクト＞

uruotte＜ウルオッテ＞

 

Food/Inner CareFood/Inner Care

ambara＜アンバラ＞

CUMEC＜キュメック＞

DELIFAS!＜デリファス＞

NATURAL PHARMACY LASANTÉ＜ナチュラルファーマシー ラサンテ＞

NATURALCOSMO＜ナチュラルコスモ＞★

SAUTEDI＜ソテディ＞

SIKAme＜シカミー＞

Sonomama＜ソノママ＞

御⾃愛＜ゴジアイ＞

 

LifeStyleLifeStyle

Amiee＜アミー＞

EVEREST＜エベレスト＞

nifu＜ニフ＞

Pororoca＜ポロロッカ＞

PRIMAVERA＜プリマヴェーラ＞

sunao＜スナオ＞

The LADY.＜ザ・レディ＞

Yum Yam＜ヤム ヤム＞

MAY TWELVE＜メイ トゥエルブ＞

ReFa＜リファ＞

SILK by ADAN  シルク バイ アダン

 

OthersOthers

epo＜エポ＞★

Not blue＜ノットブルー＞★

SILK by ADAN＜シルク バイ アダン＞

uka＜ウカ＞▲

Pubicare organic＜ピュビケア オーガニック＞

藍⾥農園＆コスメティクス＜アイリファームアンドコスメティクス＞



……………………………………………………

【イベントに関する注意事項】【イベントに関する注意事項】

・イベントの⼊場には招待状及び⼊場券が必要となります。

・こちらの案内は招待状とは異なります。

・本イベントや招待状に関してのお問合せは下記の『本件に関するお問い合わせ』までお願いいたします。

・関係者並びにご招待者様以外の⼊場は、事前申込をいただいてもお断りさせていただく可能性がございます。

・お⼿回り品に関してはご⾃⾝で管理をお願いいたします。

・中傷⾏為と認められる⾏為は固く禁⽌させていただきます。

・当⽇のご⼊場には、お名刺のご⽤意を２枚お願いいたします。受付でお名刺をご提⽰ください。

・当⽇はオフィシャル撮影及びメディア取材が⼊ります。予めご了承ください。

・最終⼊場は終了時間30分前までとさせていただきます。

・会場内で万が⼀事故などが発⽣した場合は弊社での負担は出来かねます。

【ご来場の皆さまへの安⼼・安全への取り組みについて】【ご来場の皆さまへの安⼼・安全への取り組みについて】

〇当⽇会場では、受付での⼿指消毒、検温、会場内でのマスクの着⽤、会話の際の適度な距離の確保を徹底し、皆さまの

安⼼と安全に配慮し開催をいたします。

〇以下の⽅につきましてはご来場をお控えいただきますようお願いいたします。

・体調がすぐれない⽅

・37.5度以上の発熱や咳など⾵邪の症状がある⽅

・くしゃみや⿐⽔など、他のご来場者さまにご迷惑をおかけする可能性がある⽅

・同居しているご家族や職場、学校など⾝近に新型コロナウイルス感染症の感染者、もしくは感染の可能性のある⽅がい

らっしゃる⽅

…………………………………………

企業名 ：株式会社 ラ キャルプ

所在地 ：〒150-0001 東京都渋⾕区神宮前4-21-10 URA表参道2F

TEL.03-3497-8776 FAX.03-6804-2484

設⽴ ： 2012年

代表取締役 ：新井ミホ

事業内容：

ナチュラル・オーガニック化粧品や⾷品など美容商材の広報、

宣伝など美容商材の広報、

⾷品など美容商材の広報、

宣伝などマーケティング企画ナチュラル・オーガニック化粧品や⾷品など美容商材の広告、

販促カタログのデザイン制作、ナチュラル・オーガニック化粧品や⾷品など美容商材の営業およびプロモーション⽀援ナ

チュラル・オーガニック化粧品や⾷品など美容商材の広報、

宣伝担当者の⼈材教育 ナチュラル・オーガニック化粧品や⾷品などの商品開発

美容関連コンサルティング全般 美容関連

スクール事業サポート（講師派遣、講演等）



…………………………………………

●Profile●●Profile●

 

新井ミホ新井ミホ

株式会社ラ キャルプ代表／ビューティーディレクター／植物療法⼠

・IT関連企業の広報を経験後、30才で美容業界に転⾝。

・2012年にナチュラル＆オーガニックライフ専⾨のPR会社ラキャルプを設⽴し、世界中のオーガニックコスメやフード

のブランディングやPRコンサルティング業務に携わる。

・植物療法や薬膳⾷などにも造詣が深く、⼈にも環境にも優しいナチュラル＆オーガニックライフの提案を⾏う。

・2018年よりサスティナブルな暮らしをサポートするナチュラル＆オーガニックコスメ⾒本市「ラキャルプフェス」を

毎年開催。

・2023年より、⽇本各地のオーガニック企業や団体、個⼈の活動を持続可能なビジネスへと⽀援するグリーンビジネス

事業などにも本格的に取り組む。

◆ラ キャルプHP ＜ https://lacarpe.jp/ ＞

◆ラ シャトン HP＜ http://www.lachaton.jp/＞

◆新井ミホInstagram＜ https://www.instagram.com/mihoarai0527/ ＞

当プレスリリースURL

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000020.000034999.html

株式会社 ラ キャルプのプレスリリース⼀覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/34999

【本件に関するお問い合わせ・取材のお申し込み】

株式会社ラキャルプ

ラキャルプフェス事務局

 森⽥マリエ

 徳留菜緒美

 坂元チカコ

 pr@lacarpe.jp

https://lacarpe.jp/
http://www.lachaton.jp/
https://www.instagram.com/mihoarai0527/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000020.000034999.html
https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/34999

	ラキャルプが第6回サスティナブル・ビューティーフェス『My Organic Friends Fes 2023 by Salon de LA CARPE 』を原宿にて開催決定！

