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障害者アーティストの所得支援を目指すアートビリティと imperfect
が協業し、パッケージデザインに障害者アーティストの作品を使用
した商品「アート&カカオ」を発売。
〜ガーナの森林保全に取り組みながら生産されたカカオを使用した
クランチチョコレート入り「アート&カカオ」をリニューアル発売。
パッケージデザインに、障害者アーティストの作品を使用。〜

世界の食と農を取り巻く社会課題の解決にお客様と一緒に取り組む「Do well by doing good.」
（＝いいことをして、世界と社会をよくしていこう）活動を展開するウェルフードマーケッ
ト&カフェ「imperfect（インパーフェクト）」は、2022 年 9 月 1 日(木)より、9 粒のクラン
チチョコレートが入った「アート&カカオ」を imperfect 表参道店舗及び EC サイトにて
発売致します。
【「imperfect」公式サイトはこちら】http://www.imperfect-store.com/
【「imperfect」EC サイトはこちら】https://imperfect-online.com/
imperfect では、
「実業を通じた社会課題の解決」を掲げ、お客様にとって「おいしい（well）」
だけではなく、社会や生産地・生産者にもよい（well な）
、Well Food（ウェルフード）の
ご提供を目指しています。
今回リニューアル発売するのは、ガーナでカカオを育てる森の保全に取り組みながら生産
されたカカオを使用したクランチチョコレートが入った「アート&カカオ」。

更に、障害者アーティストの所得支援を目指すアートビリティと imperfect が共感し合い、
パッケージデザインに障害者アーティストの作品を使用しています。
今回、アートビリティが保有する 6,000 点を超える作品の中から、アートビリティと
imperfect のコラボレーション第一弾の作品として澁田大輔氏の「勇気」という作品を使用
致します。

＜商品説明＞
商品名

：アート&カカオ

内容

：クランチチョコレート 3 種類×3 粒 計 9 粒 入り

販売価格：1,800 円(税込)

＊左から順番に
●ROSE & HAZELNUT（ローズ & ヘーゼルナッツ）
バラの花びらとドライ・ラズベリーが色鮮やかなホワイトチョコレート。りんごの果肉感
や柑橘の酸味がアクセントに。
●EARL GREY MILK TEA & CASHEWNUT（アールグレイミルクティー ＆ カシューナッツ）
アールグレイの華やかな香りと甘味が広がり、キャラメリーゼしたカシューナッツがアク
セントにきいた軽やかなミルクチョコレート。
●DARK CHOCOLATE & ALMOND（ダークチョコレート ＆ アーモンド）
カカオの苦味とコクを感じるしっとりとしたチョコレートに、カリッと芳ばしいアーモン
ドを一粒のせたダークチョコレート。

＜アートビリティとは＞
アートビリティは、障害者アーティストの所得支援を目指し、1986 年に社会福祉法人 東京
コロニーが、設立したアートライブラリーです。
約 200 名の作家による 6,000 点以上の作品が印刷物などの媒体に有料で貸し出され、その
使用料の 60％を作家に還元する事業を行っています。
●澁田大輔氏のご紹介
澁田 大輔（しぶた だいすけ）
1995 年生まれ。和歌山県在住。
動物が好きで、水族館や動物園に行って、インスピレーションを受けている。
頭の中で思い描く世界を下描きなしで、思いのまま自由に描くことで生き生きとした作品
に仕上がる。
2010 年

「かんでんコラボ・アート 21」審査員特別賞 森本賞受賞。

2011 年

「かんでんコラボ・アート 21」入選。

2013 年

「第 12 回キラキラっとアートコンクール」優秀賞受賞。

2014 年

アートビリティ登録作家となる。

2015 年

「平成 27 年度 障害者雇用支援月間ポスター原画（絵画・写真）コンテスト」
絵画 高校・一般の部 高齢・障害・求職者雇用支援機構理事⻑奨励賞受賞。

2018 年

「平成 30 年度いのちをつなぐポスターコンクール」
一般の部 優秀賞受賞。

＜今回のコラボに対する想い＞澁田氏ご家族から
この度は、コラボに「勇気」の作品を選んでいただきありがとう
ございます。ただただ、大輔の作品を選んでいただいたことが嬉し
く、その気持ちでいっぱいです。
大輔は、動物の中でも特にペンギンが好きで、この「勇気」は、本
人の「ペンギンが飛び込む姿が描きたい！」という熱い思いをペン
先に乗せた作品です。
タイトルは、家族がいくつか出した候補の言葉の中から、本人自ら
一番しっくりくる「勇気」を選びました。自分の気持ちを言葉にす
澁田氏 作画風景

るのが少し苦手な大輔なりに、何か思うことがあったのかもしれま
せん。

今回、imperfect 株式会社様の商品に、この「勇気」を使用いただけ、たくさんの方の目に
触れていただくことで本人の更なる「やりがい」はもちろん、これから何かに挑戦する「勇
気」につながると思います。本当にありがとうございました。
＜アートビリティ事務局の想い＞
アートビリティでは、年に 6 回ほど定例審査会を開いています。
一度の審査会で全国から約 300 点の作品が応募されますが、すべて登録され
ることはありません。大切なのは、障害のある作家の自立支援です。そのため、

「商業的な使用を目的」として、5 人の外部審査員による厳正な審査が行われ、通過した
作品のみ、画像データにして、貸し出しを行っています。
その中でも、澁田 大輔さんは 20 点以上もの作品が登録となっている、当法人自慢のセン
スあふれる作家の一人です。
澁田さんは、豊かな色彩感覚を画面いっぱいに惜しげもなく発揮した作品が特徴的です。
しかし、特別な画材は使用していません。
彼が使用しているのは、誰もが一度は手にしたことがある、色鉛筆です。
光沢感を帯びるほど、緻密に、隙間なく、さらに塗り跡すらわからないように、何度も何度
も塗り重ねられた色鉛筆。途方もない作業量ですが、彼は苦だと思わず、コツコツと色と努
力を重ねます。その姿は、何度も果敢に社会課題に挑戦される imperfect 株式会社様の社風
に驚くほどマッチングしていると当事務局は考えております。
アートビリティ事務局としましても、今回のコラボに澁田大輔さんの「勇気」を選んでいた
だきましたこと、大変嬉しく考えております。
また、社会問題に目を向け取り組んでいらっしゃる imperfect 株式会社様とコラボできまし
たこと、当事業の合言葉「才能に障害はない」の新たな一歩を踏み出せたように感じており
ます。
＜imperfect 担当者の想い＞
私がアートビリティ様が保有されている作品集を拝見した時の最初の反応は「かわいい！」
でした。どの作品も、描かれているモチーフが生き生きとして、私自身がパワーをいただけ
る作品ばかりでした。作品を通じて出合ったアートビリティ様のお取り組み内容及びその
背景を教えていただき、ぜひ一緒に活動させていただきたいと東京コロニー様に
ご相談に伺い、今般念願叶い、コラボレーションの機会をいただけましたことを
心より嬉しく感じています。
素敵な作品ばかりの為、使用する作品の選定に当たっては大変悩みました。
その中でも、澁田さんのペンギンが勇気をもって海に飛び込もうとしている姿を
見て、私たち imperfect の「お客さまと共に社会課題の解決を目指す」ファーストペンギン
でありたいという想いと重なり、使用のご相談をさせていただきました。またペンギンの姿
が可愛く且つ色使いも魅力的ですので、商品を手に取っていただいたお客様にも、楽しく、
挑戦する気持ちになっていただけたら嬉しいです。
＜カカオが育つガーナでの imperfect の取組み＞
カカオの主要産地であるガーナでは森林の減少が進んでしまっています。カカオの実は直
射日光を好まない為、カカオの生育にはカカオの木よりも背の高い豊かな森が必要です。そ
こで imperfect では、シェードツリー（日陰樹）の苗木を植え、森を再生するプロジェクト
に取り組んでいます。森林保全に加えて、カカオの品質が向上し、収穫量が増加することで
農家の収入増にもつながります。

The world is imperfect, so do well by doing good.
世界の食と農を取り巻く社会課題に対しお客様と一緒に取り組む
imperfect は、「The world is imperfect, so do well by doing good. 不完全なこの世界。
だから、いいことをして世界と社会をよくしていこう。」をブランド・ミッションに掲げ、
この考えをとても大切にしています。世界の食と農を取り巻く社会課題に対して、自分で
出来ることから少しでも世界と社会をよくしていこう、という想いのもと、ただ「おいしい」
だけではなく、社会課題の解決を目指す「Do well by doing good.」活動に、お客様に楽しく
ご参加頂く機会をご提供しております。
「imperfect 表参道」店舗概要

名称

：imperfect 表参道

所在地

：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 4-12-10 表参道ヒルズ同潤館 1 階

営業時間

：11:00〜21:00（日曜日のみ〜20:00）

TEL

：03-6721-0766

URL

：https://www.imperfect-store.com/

※当面、全ての営業時間を 20：00 までに短縮して営業しております。
会社概要
名称

：imperfect 株式会社

設立

：2019 年 3 月 18 日

代表者

：代表取締役社⻑ 佐伯美紗子

所在地

：〒100-8086 東京都千代田区丸の内二丁目 6 番 1 号

事業内容

：飲料・食品・酒類の製造販売/日用雑貨・衣類の製造販売/飲食店の経営
/飲料・食品・日用雑貨・衣類の輸出入

URL

：https://www.imperfect-dowell.com/
【本件に関する報道関係者の方のお問合せ】

imperfect 株式会社 広報室 Tel：03-3201-5660、Fax：03-3210-6546、E-Mail：press@imperfect-dowell.com

