広域代官山エリア

SAKURA クリーン作戦
桜柄のルー・ガービッジを購入して広域代官山エリアのゴミを拾って、
オリジナルバッジをもらおう！！

日時：ゴミステーション収集日（5日間限定）
2014年
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↓販売場所はコチラ

3月28日（金）〜 30日（日）
4月 5日（土）、 6日（日）

※ 収集時間 AM 11:00 〜 PM 17：00
桜柄 ルー・ガービッジ

※ 同期間内の近隣地域のお花見イベント

¥700+ 税

3/28（金）渋谷桜丘町さくらまつり

ポリ手袋（片方） 1付

4/6（日）中目黒桜まつり

ポリ袋 1

ゴミステーション収集日にゴミ拾いや、お花見で出たゴミを
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は東急トランセ バス停留所です。

主催：ROOTOTE / 株式会社スーパープランニング
お問合せ / お客様ダイアル ０１２０−３７８０４７ （10：00〜18：00まで受付 / 土・日・祝・年末年始等を除く）

2014 年 3 月 11 日
株式会社スーパープランニング

“ゴミは思い出と共に持ち帰ろう”
という思いから生まれた
トートバッグ型ダスト BOX で

広域代官山エリアで賛同店舗が続々決定！

桜も景観も より美しい街に！
「広域代官山エリア SAKURA クリーン作戦」 2014 年 3 月 28 日よりスタート
トートバッグ専門ブランド ROOTOTE（ルートート）は、桜が見ごろとなる 2014 年 3 月 28 日（金）～30（日)、
4 月 5 日（土）、6 日（日）に「広域代官山エリア SAKURA クリーン作戦」を実施。
期間中、お花見で出たゴミや拾ったゴミを、満開の桜をプリントした屋内外で使えるトート型ダストボックス
「ルー・ガービッジ」（30 リットルタイプ・税抜 700 円）で、実施日時限定で設置する指定のゴミステーション
にお持ちいただければ、ゴミを回収させていただくとともに記念バッジをプレゼントいたします。

ルー・ガービッジ
30 リットルタイプ
（SAKURA）
700 円 （税抜）
付属品： 30 リットルポリ袋
ポリ手袋（片手分）
※ポリ手袋付属での販売は「広域代官山
エリア SAKURA クリーン作戦」参加店舗
のみとなります。
販売期間は 3 月 15 日（土）からを予定
しています。

期間中には渋谷桜丘町さくらまつり（3/28）、中目黒桜まつり(4/6)などが開催され、数多くのお客様が代官山エリアに
訪れることが予想されます。
代官山はトートバッグ専門ブランド ROOTOTE の専門店「ROOTOTE GALLERY（ルートート ギャラリー）」発祥の地。
代官山の美化と活性化に寄与したいという想いのもと「広域代官山エリア SAKURA クリーン作戦」の実施を決定。
街の景観保全や、マナーアップのメッセージの発信に寄与したいと考えています。

-広域代官山エリア SAKURA クリーン作戦 概要【 実 施 日 時 】 3 月 28 日（金）～ 30（日)、4 月 5 日（土）、6 日（日） AM11:00～PM5:00
【 ゴミ回収場所 】 ゴミステーション （東京都渋谷区猿楽町 12-9）
※上記場所でのゴミの回収は「代官山 SAKURA クリーン作戦」実施日時のみの期間限定となります。

【 販 売 場 所 】 販売店リスト添付
※お取扱店一覧は ROOTOTE のブランドサイト ROOTOTE.jp にも決定次第順次掲載予定です。
【報道関係者様 お問合せ】 株式会社スーパープランニング コミュニケーション部 広報室 担当：郡山（こおりやま）
TEL:03-3780-4738 FAX：03-3476-8205 e-mail: kooriyama@sp-co.co.jp
〒150-0034 東京都渋谷区代官山町 14-23 セントラル代官山 5Ｆ

≪参考資料①≫

◆「ルー・ガービッジ」について
『ゴミは思い出と共に持ち帰ろう』という想いから生まれた、屋内外で使えるトートバッグ型ダストボックス。
軽量で大容量。収納力抜群の本体にかさばりがちなアウトドア用品を入れてお出かけ。
現地でポリ袋をセットすればダストボックスに早変わり。ゴミの持ち帰りやゴミ出しもスマートに。
本体は市販のポリ袋にジャストフィットするサイズ。サイドにあるルーポケットには予備のポリ袋を常備できます。
もちろんインテリアとしても活躍します。
【ゴミ拾い活動のツールとしての「ルー・ガービッジ」】
“ゴミ拾い”は、環境への取り組みとして身近に行う事のできる行動の一つです。環境保全に対する意識は一般的なもの
となり、環境団体のみならず、街・海・山・イベント会場などでゴミを拾う活動が多く行われるようになりました。しか
し、袋を片手にゴミを拾っていく清掃活動では、拾ったごみを入れにくく持ち運びもしにくいうえ、尖ったものや重いも
のを入れた際に袋が破けてしまうことも。ハンドル付きで間口が広く、内側のドットボタンでゴミ袋をセットして持ち運
ぶことができる「ルー・ガービッジ」をお使いいただくことで、もっと楽しく、より安全に“ゴミ拾い活動”に取り組ん
でいただけるものと考えています。

※「ルー・ガービッジ」は市販のポリ袋にジャストフィットするサイズで発売中
【製品一覧】http://rootote.jp/news/product/roogarbage_201312/

◆トートバッグ専門ブランド ROOTOTE（ルートート）について
「楽しいお出かけ!～Fun Outing!」がコンセプトのトートバッグ専門ブランド。
使用シーンに最適な大きさや形、豊富なデザインバリエーションを常に提案しています。普段使いの機能を備えたデザイ
ンは、お気に入りのルートートを探す楽しさを幅広い年代の方に感じて頂けるはずです。
≪ROOTOTE オリジナルのサイドポケット…「ルーポケット」≫
ROOTOTE には、カンガルーのおなかのポケットのように収納できる便利な「ルーポケット」付きです。
ルートートブランドサイト ROOTOTE.jp （ http://ROOTOTE.jp ）

≪参考資料②≫

◆販売場所（2014 年 3 月 11 日時点）
今後も続々決定。お取扱店一覧は ROOTOTE のブランドサイト ROOTOTE.jp に決定次第順次掲載しています
■ルートート ギャラリー 代官山店
渋谷区代官山町 18-10
03-3464-5535
■ルートート ギャラリー 代官山ルーストリート店
渋谷区猿楽町 25-3
03-6416-1986
■ミスター・フレンドリー カフェ
渋谷区恵比寿西 2-18-6 SP ビル 1F
03-3780-0986
■ベルマーレカフェ
渋谷区桜丘町 23-21 渋谷区文化総合センター1 階
03-6416-3010
■一品香
渋谷区桜丘町３０－３ カヲリビル B1F
03-3462-1600
■パリジャン
渋谷区桜丘町 13-1 カーサチェリーヒル 1F
03-3461-2404
■トラットリア・ベルマーレ
渋谷区桜丘町 24-2 第３富士商事ビル 1F
03-3476-3681
■クヨール
渋谷区桜丘町 22-8 アガタビル 1F
03-5784-5818
■セブンイレブン渋谷桜丘店
渋谷区桜丘町 18-6
03-3463-8502
■渋谷駅前不動産・ツインズプランニング
渋谷区桜丘町 24-2-1F
03-5459-8655

◆ゴミステーション MAP

■日本緑茶センター㈱
渋谷区桜丘町 24-4 東武富士ビル
0120-821-561
■ハクビ京都きもの学院
渋谷区桜丘町 20-4 ネクシィーズスクエアビル
0120-891-215
■専門学校ビジョナリーアーツ
渋谷区桜丘町 23-18
0120-895-123
■日本経済大学・東京渋谷キャンパス
渋谷区桜丘町 24-5
0120-428-301
■GRILL BURGER CLUB SASA
渋谷区恵比寿西 2-21-15 1F
03-3770-1951
■SASA BURGER nakameguro
東京都目黒区上目黒 2-1-1 中目黒ＧＴブラザ B1F
03-3711-4449
■ワイングロット HARA
目黒区上目黒 3-1-1
03-3713-1693
■Green Scape
目黒区上目黒 1-18-4 セルジエ 102
03-5721-1661
■ALOHA TABLE Daikanyama Forest
渋谷区猿楽町 17-10 代官山アートビレッジ 1F
03-5456-7033

