
QUANTA. caravan at SHIBUYA

心身が健康であり、社会的にも満たされている状態を方向づけるウェルビーイング事業を主軸とし、「目に見えな 

いほどの小さなエネルギーに目を向けて世界を捉えなおし、現代における人間らしさを探究する実験型プラット

フォーム《QUANTA》」を運営するQUANTA合同会社は、2022年3月19日（土）、20日（日）に渋谷ストリームで

実施される「SHIBUYA SLOW STREAM」にて《QUANTA. caravan at SHIBUYA》を開催します。

《QUANTA. caravan》とは、精神的な世界を含めたホリスティックな生き方に触れる体験や気づき、身体や心、

環境を整えるためのヒトやモノ、作品等との出会いに溢れた移動式ギャラリーのようなもの。今回の渋谷を皮切

りに全国津々浦々、世界の至るところへ、風が吹くままに旅していきます。

. caravan 

SHIBUYA



《QUANTA. caravan》は以下の3つのカテゴリーで形成され、訪れる人たちへ多角的にウェルビーイングな時

間や体験を提供します。

QUANTA. spirit
QUANTAのパートナーブランドによる商品の販売をおこないます。食品、美

容、ファッションなどジャンルは多岐にわたります。自分らしく輝く人生を送る

ためのサポートとなります。

QUANTA. exhibition
先の見えない時代などと言いますが、本当にそうでしょうか？私たちは自分た

ちの進むべき未来を察知する方法を知っています。いつだってアートは時代の

少し先を見せてくれます。

QUANTA. experience
体験を通じて自身と向き合い、本来の姿へと変容を遂げるための小さなきっ

かけがここにはあります。トーク、セミナー、ボディーワーク等のイベントが集

結。オンラインイベントとして行われていたものが、リアル開催される場でもあ

ります。

「SHIBUYA SLOW STREAM」への出店では、コンセプトである「サステナブルサロン」に合わせて、私たちの考

えるサスティナビリティを体験していただけるコンテンツを準備中。楽しく、豊かであると同時に、気づきや変容を

起こしていくようなインパクトのあるものが揃いました。この2日間にぜひ多くの方に体験していただきたいと思

います。

※2月17日現在の決定者のみ記載しています。今後も増える予定があり、随時ウェブサイトや公式SNS等でお知

らせいたします。

hp ｜ https://quanta.tokyo

twitter ｜ https://twitter.com/QUANTA_voice

instagram ｜ https://instagram.com/quanta_moment/



QUANTA. spirit

E3Live

1991年アメリカ・オレゴン州で創業したオーガニックナチュラルなAFAブルーグリー

ンアルジーのパイオニアブランド。高品質で安心安全なAFAブルーグリーンアルジー

を提供するため、収穫プロセスから製法、品質管理に至るまで熟練したスペシャリスト

による一括管理を行っています。地球からの恩恵に感謝と敬意をはらい、高品質でナ

チュラルオーガニックなブルーグリーンアルジープロダクツを提供し続けています。

CLAYD

アメリカ西海岸の砂漠地帯の地下深く、数万年前から眠っていた、ミネラル豊富なク

レイ。 古くからこの地に住んでいたネイティブアメリカンが心身を整えるために大切

に受け継いできました。このクレイは、トップアスリート向けのケアや、海外一流ホテ

ルのスパやエステでも愛用されるほど、パワフルな体感をもたらすのが特徴です。ほ

ぼすべてのものが天然由来成分100%なので、性別や年齢を問わず様々なシチュ

エーションでお使いいただくことができます。

ARTQ ORGANICS

「ORGANIC EMOTIONS オーガニックエモーションズ・心に深くふれる香りが心身

を変える」

2000年よりオーガニック認証原料にこだわった商品づくりを行うアロマ＆コスメブ

ランド。COSMOS ORGANIC認証を取得したアロマセラピー商品と、オーガニック

原料70種以上を使用し、100％植物由来成分のみで処方したオーガニックスキンケ

ア化粧品を日本で製造。心と身体に深くアプローチする香りと感触をぜひご体感くだ

さい。イベントでは高保湿ハンドタッチケアのブースもございます。

new me clothes

2020.6.21に突如SNS上に現れた「NEW ME Tシャツ」は、共鳴する人たちへ、瞬く

間に広がっていく。過去からの脱却！newなmeへ！これから、自分らしく、新しい選

択をして生きていく人を応援します。過去からのループを断ち切って、自分が喜ぶ楽し

い行動を選択できますように。愛を込めて。LOVE YOUR LIFE！ 

取扱商品：Tシャツ、パーカー、グッズ

eume

ダイエット美容家・本島彩帆里プロデュース、自分の心や身体の波に寄り添いわたし

を育むセルフケアブランド。小さなアクションでできたことを増やしていける高機能な

めぐりケアアイテムを展開。「身につけるだけ、飲むだけのセルフケアをご体感くださ

い。当日はお買い物特典もご用意しています」

取扱商品：yujiさんコラボのめぐりソックス、インナーウェア、プロテイン、セレクトアイ

テムなど

QUANTAがセレクトした天然石の販売もおこないます。ブリリアントカットや球状に

形を整えない、まるで地中から出てきたままのような、素の美しさをもった石たちで

す。直感で手にとってください。

出展一覧



QUANTA. exhibition

アートインスタレーション　「循環」をテーマにした作品展示（仮）

アーティスト： KiNG

生み出された時代や国が異なる素材をコラージュすることで、懐かしく新しい

不思議な感覚を観る者に与える作品を得意とするKiNGによる「循環」をテーマ

にした出展です。

KiNG（キング）
彫刻で培った認知把握力、技術力、想像力と、現代アートの問題提起、ストラテジックな新た
な提案、共感・価値創造をベースに、独自のメソッドを確立。情報・物理空間にマジックを生み
出すアーティスト。近年は、NON ZERO SUMをコンセプトに生み出した、WEARABLE 
SCULPTURE "ウェアラブルスカルプチャー" の定義の基にFASHIONとARTを融合させた
作品を発表。

アートインスタレーション　渋谷

現代”美食”家 / 出張料理人：ソウダルア

出張料理人として各地へ赴きその土地の食材を採取し料理を振る舞ってきた

ソウダルアが大勢の人々が行き交う渋谷という場所で採取を行います。今回は

「食べる」を前提としない料理人が、歴史上みても類を見ない豊かな食の時代

に、美食とは何かを？を私たちに突きつけます。それはそのまま生きるとは何

か？という問いかけでもあります。

ソウダルア
幼少の頃からの趣味である料理と寄り道がそのまま職業であり、生き方に。日本各地でその
土地の自然と人々の営みの歴史を料理で表現する。各方面のアーティストとのコラボレー
ション映画もったいないキッチン出演。クックパッドにて連載など様々な形で新しい食の在り
方を実践し続ける。2021年春より7ヵ月だけの食とアートの実験場sevenを手掛ける。

参加型作品　花の連句 めぐり花

フラワーアーティスト：塚田有一

私たちは元来自然の豊かな土壌の上に、自然と共にある暮らしを営んで来まし

た。塚田有一が提供する「花の連句 めぐり花」は不特定多数の参加者全員で一

つの器に立てる生け花です。花をいける行為は切られた植物に再び生を与える

ような行為でもあり、自らの生命をじっくりと味わうような時間となるでしょう。

今回はいけた花を会期中展示します。

塚田有一
長野県生まれ。ガーデンプランナー、フラワーアーティスト、グリーンディレクターとして、作庭
から花活け、オフィスのgreeningなど空間編集を手がけ、赤坂氷川神社の花活け教室「は
なのみち」の講師も務める。

出展一覧

Photo:下村しのぶ



QUANTA. experience

  トークイベント

「ホニャララLIVE 都市と自然と人間の繋がりをアップデート（仮）」

出演：yuji / 井出武尊

スペシャルゲスト山井梨沙（「スノーピーク」代表取締役社長）

山井梨沙 / 「スノーピーク」代表取締役社長
1987年11月10日生まれ、新潟県出身。創立者の祖父・幸雄、現代表取締役会長の父・太か
ら代々続く「スノーピーク」の3代目。幼いころからキャンプや釣りなどのアウトドアに触れて
育つ。2014年秋冬にアパレル事業を立ち上げ、スノーピークが培ってきた“ないものはつく
るDNA“を受け継いだものづくりを次世代のフィルターを通し発信。18年からはプロダクト
全般の統括のほか、「LOCAL WEAR」プロジェクトなど、新たな試みも率先して牽引。19年に
副社長に就任。20年3月から現職

yuji / 星読み係、ヒーラー
香川県高松市生まれ。18歳でイタリアに渡り、現地大学院卒業。ミラノにてプロダクトデザイ
ン事務所に勤務するも、ヒーラーとしての宿命に抗えず拠点を東京に移し、ヒーラーとして活
動する決心をする。現在は書籍執筆、連載、講演など、幅広い分野で活躍中。毎日星読みを行
い、星々からのメッセージをSNSにて発信している。著書に6万部突破した『「風の時代」に自分
を最適化する方法 200年ぶりに変わる世界の星を読む』（講談社）の他、『星2.0』（光文社）、
『yujiの星読み語り』『神さまと顧問契約を結ぶ方法』『神さま手帖』（すべてワニブックス刊）
など。2021年には新刊『風の時代の未来予測』（講談社）を発売。

井出武尊 / デザイナー、遊ぶ人
2004年東京藝術大学先端芸術表現科卒業。15年以上にわたり、子どもと遊びの専門企業
にて遊具の開発、遊び場の開発、プログラムの開発などに広く携わる。表現あそびのワーク
ショップ開発、運営、またノウハウの提供なども行う。子どもの表現教育のためのミュージア
ムの設立を目指す。VERY web「子ども遊び研究所」連載中。2022年より絵を描くなど大人
のためのワークショップ《表現を遊ぶ時間》もスタート。

出展一覧

  体験型ワークショップ

QUANTUM GIFT 特別編

「向き合っているフリ、やめませんか？ 本来の課題に気づき、人生を進める」

出演：OCO / 井出武尊

OCO / プライマリー・プロフェッショナル・セラピスト
理学療法士として急性期～在宅までの幅広い疾患と病期のリハビリテーションに携わる。一
側面だけではなく、あらゆる関係性を総合的に捉え、アプローチをしていく必要性を感じ、独
立。西洋・東洋医学、量子力学を用いたキネシオロジーを主軸に、多角的な視点と豊かな技
術によって意識と無意識をやさしく照らし、統合してゆく。自己受容と変容のプロセスに伴走
しながら、フラワーエッセンスやクラニオセイクラルなど幅広い知見や技術により、それぞれ
のクライアントに合ったベストな形で寄り添う。その非常にパーソナルな施術は、個人をはじ
め経営者や教育・美容・芸能業界から”本当の幸せへ導くセラピスト”として信頼されている。 
完全紹介制 / 年間契約制

  セミナー

古代神話からみつめる未来の私たち

出演：竹倉史人

竹倉史人 / 人類学者
東京都出身。独立研究者として執筆・講演などの活動を行っている。地球社会における人類
のあり方を探るため、世界各地の神話、儀礼、フィギュアの分析を通して数万年におよぶ人類
の精神史（インテレクチュアル・ヒストリー）を研究。著書に『土偶を読む̶130年間解かれな
かった縄文神話の謎』（晶文社、第43回サントリー学芸賞＆第24回みうらじゅん賞）、『輪廻
転生 〈̶私〉をつなぐ生まれ変わりの物語』（講談社現代新書）など。
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  トークイベント

「アーユルヴェーダ：地球の恵み、オージャス（生気）のある美しさ」

出演：MOTOKO / MICHIRU（メイクアップアーティスト＆ビューティディレクター）

MOTOKO / ヒーラー、シータヒーリング®最高峰の講師資格「サイエンス」、
米国補完医療大学アーユルヴェーダ専門家
アーユルヴェーダをはじめとする東洋医学に精通、スピリチュアルヒーリングを交えた独自
のメソッドで、のべ数千人以上のセッションを行うほか、ヒーラー育成のための講座等を行っ
ている。外部サロン等へのアーユルヴェーダ導入や講師育成経験も多数。医療法人ハタイク
リニック アーユルヴェーダセラピスト勤務、インド人医師のコンサルテーションのサポートス
タッフなどの臨床の場での実績も多数。

MICHIRU / メイクアップアーティスト＆ビューティディレクター、SVYASA インターナショナ
ルヨガセラピスト、日本瞑想協会認定コーチ
渡仏、渡米を経て帰国後、国内外のファッション誌、広告、映像、女優やアーティストのメイク、
ミネラルコスメの商品開発なども数多く手がける。どんな色や輝きも肌に自然に息づかせ、
その人自身の〝魅力〟へと変えてしまうテクニックで女優やモデルから絶大な信頼を集める。
オーガニックへの造詣も深く、肌、心、体の内側からきれいになれるインナービューティを提
唱するなど幅広いフィールドで活動。インド、スリランカでのアーユルヴェーダで深いデトック
スを体験。ヨガ歴30年のキャリアを持つ。

  ELLE Podcast 番組公開収録

『聴く開運セラピー yujiと本島彩帆里の「生き方のセンス」の磨き方』

出演：yuji / 本島彩帆里

スペシャルゲスト エバンズ亜莉沙（エシカル・コーディネイター）

エバンズ亜莉沙 / エシカル・コーディネイター
1994年生まれ。学生時代に米国オレゴン州で暮らしたことをきっかけに、環境問題に関心
を持つ。国際NGOでの通訳インターンで世界一周を経験し、多様な環境や文化に触れる。
2015年より「サステナブル」や「エシカル」をキーワードに、イベント運営やまちづくりプロ
ジェクトなどのディレクターやコーディネーターとして活動する。

本島彩帆里 / ダイエット美容家
大分県、国東半島出身。産後マイナス20kgのダイエットに成功した経験や、エステサロンで
の施術者としてのキャリアを活かし、美容家に転身。これまでに発売した著書は、累計40万
部を超える。一児の母として、美容だけでなく子育てやライフスタイルの発信にも注目が集
まっており、自分自身を大切にするという意味を込めたセルフケアブランド「 eume 」(イウ
ミー)を自社で立ち上げ、販売から卸まで行っている。
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の精神史（インテレクチュアル・ヒストリー）を研究。著書に『土偶を読む̶130年間解かれな
かった縄文神話の謎』（晶文社、第43回サントリー学芸賞＆第24回みうらじゅん賞）、『輪廻
転生 〈̶私〉をつなぐ生まれ変わりの物語』（講談社現代新書）など。



QUANTA. experience

  トークイベント

「ホニャララLIVE 都市と自然と人間の繋がりをアップデート（仮）」

出演：yuji / 井出武尊

スペシャルゲスト山井梨沙（「スノーピーク」代表取締役社長）

山井梨沙 / 「スノーピーク」代表取締役社長
1987年11月10日生まれ、新潟県出身。創立者の祖父・幸雄、現代表取締役会長の父・太か
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全般の統括のほか、「LOCAL WEAR」プロジェクトなど、新たな試みも率先して牽引。19年に
副社長に就任。20年3月から現職

yuji / 星読み係、ヒーラー
香川県高松市生まれ。18歳でイタリアに渡り、現地大学院卒業。ミラノにてプロダクトデザイ
ン事務所に勤務するも、ヒーラーとしての宿命に抗えず拠点を東京に移し、ヒーラーとして活
動する決心をする。現在は書籍執筆、連載、講演など、幅広い分野で活躍中。毎日星読みを行
い、星々からのメッセージをSNSにて発信している。著書に6万部突破した『「風の時代」に自分
を最適化する方法 200年ぶりに変わる世界の星を読む』（講談社）の他、『星2.0』（光文社）、
『yujiの星読み語り』『神さまと顧問契約を結ぶ方法』『神さま手帖』（すべてワニブックス刊）
など。2021年には新刊『風の時代の未来予測』（講談社）を発売。

井出武尊 / デザイナー、遊ぶ人
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  体験型ワークショップ

QUANTUM GIFT 特別編

「向き合っているフリ、やめませんか？ 本来の課題に気づき、人生を進める」
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完全紹介制 / 年間契約制

  セミナー
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東京都出身。独立研究者として執筆・講演などの活動を行っている。地球社会における人類
のあり方を探るため、世界各地の神話、儀礼、フィギュアの分析を通して数万年におよぶ人類
の精神史（インテレクチュアル・ヒストリー）を研究。著書に『土偶を読む̶130年間解かれな
かった縄文神話の謎』（晶文社、第43回サントリー学芸賞＆第24回みうらじゅん賞）、『輪廻
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出展一覧
QUANTUM GIFT



QUANTA. caravan は渋谷ストリームホール(4F、5F、6F)をサステナブルコンテンツで埋め尽くす

「MEGURIWA SQUAER (めぐりわひろば）」と協働で出展します。

MEGURIWA SQUAER  (めぐりわひろば）概要
「サステナブルサロン」をコンセプトに、それぞれゆかりの活動家や団体、ファッションブランド、アーティストらとのセッションを通じ、
セミナーやフリマ、ワークショップなど、さまざまな角度から、サステナブルの楽しみ、学び、出会いを提供します。

日時:
3月19日（土）渋谷ストリーム ホール：11:00～19:00 
3月20日（日）渋谷ストリーム ホール：11:00～18:00 （6Fのみ20:00）
※時間は変更になる可能性があります。

料金：入場無料～*各セミナーやワークショップへの参加は、各コンテンツ運営者の公式HPやSNSをご確認の上、個別にお申し込み
ください。

■Migakiba - 6F-HALL
セミナー、リトリートプログラム、トークイベント
「サーキュラーエコノミーの街づくりを目指して」: GREEN WORK  HAKUBA
出演:福島洋次郎（白馬村観光局）、榎本裕次（CIRCULAR DESIGN STUDIO.新東通信）

「地球にちょっといいこと」： Orgabits Project
出演: 小出大二郎(Orgabits)、鎌田安里紗(一般社団法人unisteps)

「これからのこと」：
出演: 鎌田安里紗(一般社団法人unisteps)、岡野隆宏(環境省)、山下 徹也(JAPAN SUSTAINABLE FASHION ALLIANCE)、
大塚 友美(トヨタサステナビリティ推進室)

「CBDと美容の話」:   ENDOCA   
̶---出演: 岩本麻奈

「宮台真司、大麻を語る」: 大麻博物館  
̶---出演:宮台真司

■5sense live - 6F-HALL
360VRを使って産地とつなぐ

・ アースリング（石川県白山市・精油蒸留）
・ 和茶園　ホッコリサークル（京都府相良郡和束町・お茶）
・ EDIX（東京都台東区・IT教育等）
・ 早川木工所（岐阜県中津川市・木工加工）
・ 奥田染色（石川県金沢市・加賀友禅）
・ キャライノベイト（東京都台東区・香り商品一般）

■Meguriba （出会いと・学びの場）-  4F / 5F
マーケット、展示エリア

・ GREEN WORK  HAKUBA(白馬村観光局×CIRCULAR DESIGN STUDIO.新東通信 )
・ Orgabits PROJECT
・ UCHIDA DYEING WORKS(内田染工場) ¦ 小石川
・ 加子母森林組合  ¦ 加子母
・ SIWA(大直) ¦ 山梨
・ 信州経木Shiki ¦(やまとわ） ¦ 伊那
・ pioneer plants (やまとわ） ¦ 伊那
・ Japan Blue Jeans ¦ 児島
・ 大麻博物館 ¦ 那須  
・ 伊勢麻福　
・   ENDOCA 
・ WARDROBE TREATMENT ¦ ORDER MADE CLEANING
・ Repairthing ¦ LEATHER ITEM REPAIR STUDIO
・ nirsi

■Sustainable  Workshop(あそびとデザイン)- 4F 
キッズワークショップ
・ 「T-SHIRTS YARN WORKSHOP」　講師:NE-RI
・ 「鏡と使わなくなったおもちゃでつくるアップサイクルインテリア」講師:キムソンヘ
・ 「系統樹モビールをつくろう」　講師:DNA FACTOR 米田 真耶人

■KIDs flea market - 4F
子供による子供のためのフリーマーケット
・ 笹塚ボウル ¦ Sasazuka Bowl

■Flea market - 4F
大人による大人のためのフリーマーケット　
3/20 出展者： 宇藤えみ/村越清香/松田亜衣/吉田ちかげ ほか

主催(Produce team)
Meguriwa(めぐりわ）/ QUANTA  /  Orgabits(豊島株式会社）

■渋谷ストリームについて
旧東横線渋谷駅のホーム、線路跡地およびその周辺地区を再開発するプロジェクトの一つとして開発した、店舗・ホテル・オフィス・
ホール等からなる大規模複合施設。官民連携による渋谷川の再生、広場や代官山方面へとつながる遊歩道の整備により、クリエイ
ティブワーカーを魅了するエリアへと変貌する。

■SHIBUYA SLOW STREAMとは？（about）
渋谷川のほとりで、ゆっくり過ごせるように、ゆったり遊べるように。「SHIBUYA SLOW STREAM」は、そんな願いを持ち寄って、み
んなでつくる催しもの。毎回テーマを変えながら、渋谷ストリーム前の広場から並木橋までのリバーストリートにさまざまな想いや
逸品が集まります。
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【QUANTA .caravanに関するお問い合わせ】 

QUANTA合同会社

info@quanta.tokyo


