
マルシェ
ワークショップ
カフェ
お茶席

日本橋ガレリアコミュニティスペース
日本橋アトリウム高畠華宵展

ST
AMP RALLY

日本橋スタンプラリー
スタンプを３つ集めて豪華賞品をGET！　

日本橋ガレリアコミュニ
ティスペースゆかたコレク
ションとコレド日本橋アト
リウム高畠華宵展は訪問の
みでスタンプをもらえます。

期間中、スタンプが３つ集まれば、帯、反物、帯締、小物等々、
豪華賞品があたる抽選会に参加できます！

■日　時／５月１日（金）～５日（火・祝）　10:30 ～ 18:00（17:30 最終入場）最終日は17: 00まで
■会　場／ベルサール東京日本橋　東京都中央区日本橋２丁目７-１B2 東京日本橋タワー
■入場料／一般当日1500円（ガイドブック割引1350円　高校生以下無料）
■主　催／東京キモノショー2020 実行委員会　
■共　催／一般社団法人きものの未来協議会　■後　援／朝日新聞社

◎本ガイドブックをお持ちの方は割引料金でご入場できます。

•ガイドブック配布店、及び
マルシェ、コレド日本橋、日
本橋髙島屋S.C.、会場周
辺のスタンプラリー参加店
でのご利用・ご購入印が３
つ集まれば、抽選会に参加
できます。

•本ガイドブックの掲載店舗
の特典を受けられるときは、
東京キモノショーの入場券
の半券をご提示ください。

•「東京キモノショー」会場
内のマルシェ以外（コレド
日本橋、日本橋髙島屋S.C.、
会場周辺の店舗）では、ス
タンプの代わりにレシートを
発行する店舗もあります。レ
シートは抽選会場でご提示
ください。

スタンプラリー参加店

2020年５月１日～5日 11:00～18:00（最終日は17:00まで）有効期間及び抽選日

ベルサール東京日本橋B2　ホワイエ抽選会場

ガイドブック配布店 
マルシェ

ワークショップ
カフェ
お茶席

日本橋ガレリアコミュニティスペース
日本橋アトリウム高畠華宵展

発行レシートでもOK。

抽選会場にご持参くだ
さい。

変更あり？

このデータは入れません。
まだペンディングです。



アートディレクター／デザイ
ナー 金沢美術工芸大学卒業
後、電通勤務を経て西岡ペン
シルを設立。「Welcome! ほ
じょ犬」ロゴマーク、細見美
術館琳派コラボレーション 
「RIMPOO」、 私立恵比寿中 
学「穴空」等をてがける。 

西岡ペンシル
（にしおか・ぺんしる）

人形作家／昭和 30～40 年 
代の「懐かしくてカワイイ」 を
現代によみがえらせる、を テー
マに、コレクションと人 形制
作で活動中。資生堂× 西岡
ペンシル氏とのコラボ ポーズ
人形作品等、企業との コラボ
商品ほか著書も多数。 

宇山あゆみ
（うやま・あゆみ）

――最近、きもの発信が多い近藤さん
ですが、その理由、もしくはきっかけ
をおしえてください。
近藤サト　きものの発信は、私もまだ
まだ知らないことばかりで、日々きもの
について発見したり、感じたことを呟い
ていきたいと思ったためです。多くの
方に見て頂いて嬉しく励みになります。
――近藤さんにとってきものの良さは
どんなところでしょうか。
近藤サト　私にとってのきものの良さ
は、日本文化へのリスペクトと自己表
現です。きものは私の背中を押し、前
へ進む力をくれるものです。
――お好きなきもの、そしてご自分な
りに何か工夫している点や気をつけて
いる点があればおおしえください。
近藤サト　好きなきものは、紬が好き

です。ただどんなきものも素晴らしい
と思っています。
　遊び心やカジュアルさがありながら
も、やりすぎない、品格のある大人の
着こなしを目指しています。
――Twitter やYouTubeをなさってい
ますが、どのような発信かおしえてく
ださい。
近藤サト　Twitterは主にきものにつ
いて、YouTubeは私の音声表現に特
化したチャンネルです。ニュースから朗
読までさまざまな声に挑戦しています。
――最後に「東京キモノショー」にご来
場くださる皆さんに一言いただけますか。
近藤サト　自分を肯定するために時に
は"人に見られること"も大切。キモ
ノはきっとそのための素晴らしいチャ
ンスをくれますよ。

着る、見る、参加する　
やっぱり、きもの   は止まらない！

今年も、キモノスタイル ·ステージ ·和マルシェ
充実の３大コンテンツ、お届けします

近藤サトさん
5 月29 日（●）14:00～

トークショー

宝泉学園ダンスパフォーマンス情報
あああああああああ●あああああああああ●あ
ああああああああ●あああああああああ●ああ
あああああああ●あああああああああ●あああ
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ランウェイ になる！ 
街が

日替わりのお点前、創作和菓子など、毎
回話題とサプライズが満載。あああああ
ああ●あああああああああ●ああああああ
あ●あああああああああ●あああああああ

●あああああああああ●あああああああ●
あああああああああ●あああああああ●あ
ああああああああ●あああああああ●ああ
あああああああ●あああああああ●あああ

● 日本橋地区3会場+サテライト7会場 ●

街を遊ぶ
東京
キモノショー

※企画の詳細はp17-18をご参照ください。

伝統の技を駆使したきものから、ファッションとし
てのきもの、そして移り変わる時代の装いと、テー
マに添ってご覧いただく会場は、まさにきものミュー
ジアム。※詳細はp7-12をご参照ください。

サンライズ

オシャレなハンカチで知
られるブルーミング中西
の 4Fで、伝統技術の
粋を用いたきものの展
示や、職人の細工物の
職人

ブルーミング
中西

h t tps : / /www.b looming . co . j p /

「ゆかた博物館」がある
人形町・三勝ストリート
に、おしゃれで美味しい、
バラエティに富んだ物
販・飲食店が17店。

三勝
ストリート

h t tp : / /www.sanka t su - zome . com/

きものスタイリスト石田
節子が主宰する着付教
室と、石田節子呉服店。
「東京キモノショー」の
特別企画をご用意。

石田節子呉服店・
石田節子流
着付け教室

h t tps : / / s e t suko i sh ida . j p

新江戸染丸久商店がモ
ロッコ料理・ダリア食堂
にてコラボ出展。異国
情緒溢れる店内で型紙
ワークショップと展示会
を開催。

新江戸染丸久商店
×ダリア食堂

sh inedozome .com

明治座斜め向かいのき
ものラボ「きもの悉こと
ごと」が、友禅クリエ
イター、着物スタイル
協会、バッグのREREY
がコラボ。

きもの
ことごと

h t tps : / / ko togo to . j p PROJECT

きものファンに人気の
「カレンブロッソ」が東
京上陸。コレド室町テラ
ス１Fにある直営店に特
設コーナーを設けます。

菱屋
カレンブロッソ
日本橋店

www.ca l enb losso . j p

人形町駅近の「Matcha
のサードウェーブ」をコ
ンセプトにした、プレミ
アム抹茶をカジュアル
に楽しめる山政小山園
初の抹茶カフェ。

抹茶

h t tps : / / a t e l i e rma tcha . com

徒歩
●分

徒歩
●分

徒歩
●分

徒歩
●分

徒歩
●分

徒歩
●分

徒歩
●分 徒歩

●分

キモノ
スタイル
2022
会場

作り手、売り手との会話もたのしい「和マルシェ」、
五感に届くライブな「ステージ」、一服に気持ちを
込める「お茶席」が設けられた会場はこちら。
※詳細はp19-30をご参照ください。

プラザマーム
参加すればもっと楽しい「東京キモノショー」。パー
ソナルカラー診断や水引きで作るアクセサリー、き
ものも着付けもお任せのきものシェアリング等々、
全13種類。※詳細はp15-16をご参照ください。

田源ビル

ワーク
ショップ

和マルシェ・
ステージ・
お茶席
会場

徒歩
●分

サテライト会場❶

サテライト会場❹

サテライト会場❻

サテライト会場❷

サテライト会場❺

サテライト会場❼

サテライト会場❸

03 04

４分

７分

２分

10分

５分

３分

７分

30秒

９分

２分

６分

●分

10分

３分

７分

ファイル：you禅

ファイル：カレンブロッソ4

後送

後送
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チケット購入 スタンプラリー
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あああああああああ●あああああああ
ああ●あああああああああ●ああああ
あああああ●あああああああああ●す。
多くの方に見て頂いて嬉しく励みにな
ります。私にとってのきものの良さは、
日本文化へのリスペクトと自己表現で
す。きものは私の背中を押し、前へ進
む力をくれるものです。きものの発信
は、私もまだまだ知らないことばかり

変
わ
る
か
ら

お
も
し
ろ
い

止
ま
ら
な
い
か
ら

あ
た
ら
し
い

き
も
の
の
、

き
の
う·

今
日·

あ
し
た

あああああああああ●あああああああああ●
あああああああああ●あああああああああ●
あああああああああ●す。多くの方に見て頂
いて嬉しく励みになります。私にとってのき

あああああああああ●ああ
あああああああ●ああああ
あああああ●ああああああ
あああ●ああああああああ
あ●す。多くの方に見て
頂いて嬉しく励みになりま

あああああああああ
●ああああああああ
あ●あああああああ
ああ●ああああああ
あああ●あああああ
ああああ●す。多く

そして時間軸で見る
きもの風俗と、日本のおしゃれ

装束～受け継ぐ、
明治大正戦前のお宝きもの

特別出展エリア
あああああ

時代きもの
コーナー

お宝きもの
コーナー

人間国宝
コーナー

サンライズビル

キモノ
スタイル KIMONO 

STYLE 2022
多才で多彩な、きものミュージアム

07 08

差替　後送

枠の色がピンクは合わないので、再考願いします。

ピンクが軽すぎるので、再考願いします。
赤に近いエンジとかのほうが、合うかと思います。

きものの変遷

トル

差替
Wordにあり

トル

会場を示すアイコンとしてはややぼんやりしています。もっとカチッとして印象に残るようにしたいです。また、このアイコンは会場を表すので次の２見開きにも入れて下さい。

ここに写真いれてください。
file：追加_K_242

がここに
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株式会社ワタマサ
hibaco
hibaco

賀津
池本賀津子

染織工房きはだや
染織工房きはだや

KICCA・
齋藤礼法きもの学院

齋藤真弓

桃色の月うさぎ
宮西千晴

染の山中　
真糊糸目友禅
染の山中

Kimono Couture MASUMY
Kimono Couture MASUMY

庵聚
庵聚（あんじゅ）

小松商事×久保耕
小松商事株式会社

ぐみょうじ車屋呉服店
合資会社　車屋呉服店

加藤明美

ニコイチキモノ
きもの やま貴

きものレンタルわらくあん
水持産業株式会社

たかはしきもの工房
たかはしきもの工房

石田節子の店
石田節子

和工房あき
和工房あき

大原和服専門学園
学校法人大原学園　
大原和服専門学園

登喜蔵
登喜蔵

染色工房クロマル
染色工房クロマル・

黒田有郷

御仕立処　波衣
御仕立処　波衣

青山ゑり華
青山ゑり華

西村花子
西村花子

大羊居
大羊居

西原
西原

西脇商店
西脇商店

みなみ紬
みなみ紬

小林染工房
小林染工房

ひつじや呉服店
ひつじや呉服店

月刊アレコレ
スタジオ アレコレ
細野美也子

出展者一覧

受け継ぐことは守ること、
そして攻めること
日本の美意識、

職人の技がここにある

伝統エリア
多才な技術

09 10

KICCA

差替
file：0207_original
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ななほう
ななほう

花想容
花想容

佐織キモノ
きもの　大菱屋

Maison Mamesaku
まめ咲

勝野屋
勝野明美

坂本呉服店
株式会社坂本呉服店

和gen
和gen

西本理恵（KICCA）
西本理恵

開運きもの塾　千の花
湯浅千花恵

あふ・きもの
カラーコーディネーター協会

能口祥子

マイム
株式会社マイム

bulan purnama
（ブラン・プルナマ）
一般社団法人MATOU

中野裕子

新江戸染　丸久商店
有限会社　丸久商店

きもの
カラーコーディネーター協会

名里実千代

NEOKIMONO
株式会社東京プロカラーラボ

富士山着物工房
富士山着物工房

一般社団法人
日本ラポール福祉協会

一般社団法人
日本ラポール福祉協会

星 君枝
星 君枝

KICCA　
Let's coloranalyze!

豊岡　志保
橋本絞店

INKIMONO➡
松本スターシャINKIMONO
松本スターシャ　INKIMONO

KICCA　京都連々
京都連々

Kojito Japan
株式会社TOKA

しいばし商店
しいばし商店

ゆずりは
ゆずりは　田中由起

きものことごと
京織工房

OLN
井清織物

パールトーン
パールトーン

新宿　津田家
津田家

Shi bun no San
株式会社 野口染舗

田中伝
田中伝

藤井絞
藤井絞

IMONKIMONO
上藪よう子

出展者一覧

時代を疾走する
ダイバーシティなきものたち

伝統のなかに先端の
ファッションがある

ファッション
エリア

多彩な感性
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田
源
ビ
ル

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

ワークショップはネットからの事前申込みになります。

詳細と申込み　http://tokyokimonoshow.com/ws2020

・予約の方が優先になります。空きがある場合
に限り、当日申込みができます。会場でご確認
ください。
・スケジュールは変更になる場合があります。

白檀のお香（所要時間：約60分）、
お好きな色の水引でピアス、イヤリ
ング、帯留のいずれかを作ります（所
要時間：約50分）。

主催者名   香紡縁　
参加料金   お香：3,500円
水引アクセサリー：2,800円　

白檀のお香と水引アクセサリーづくり

人との違いがわかる4名のグルー
プ診断。顔のパーツの計測やバラ
ンスなどから、お似合いの着物の
柄や小物をアドバイスします（所
要時間:約60分）。

主催者名   （社）着物スタイル協会
参加料金   2,750円

「顔タイプ着物診断」による着物の着こなし提案

知識がなくても着物を楽しめます。
あなたに似合う着物をプロがチョイ
ス！ スタイリングノートもあるので
コーディネートの幅が広がります。

主催者名   matou着物シェアリング
参加料金   4,000円

着付けできなくても着物が趣味！を実現します

荒川区指定無形文化財保持者 戸
村絹代によるワークショップです。
ブローチ付きの丸蝶、または2段
梅を作ります（所要時間：約30分）。

主催者名   戸村商店
参加料金   1,500円

羽二重のつまみ細工で作るブローチ

加賀ゆびぬき、絽刺し、小さなて
まりなどを普段使い出来るような
帯留、ブローチなどのアクセサリー
にお仕立てします（所用時間：約
120分）。

主催者名   あやゆき　
参加料金   3,500円

絹糸で作る可愛いアクセサリー

結びと包みの基本、お洒落に楽し
むふろしきBag、便利な活用法など、
暮らしに彩りをプラスする楽しさを
お伝えします（所要時間：約60分）。

主催者名   彩つつみ
参加料金   3,000円
（50cm綿ふろしき1枚付）

「着物で楽しむふろしき」基本～活用編

色とりどりのビーズから自由に選ん
で羽織紐、またはブレスレットを作り
ましょう（所要時間：約30～60分）。

主催者名   普段きものとハン
ドクラフト 和ゴコロくらぶ　
参加料金  1,500円　
他に材料費：1,000円～

選んで作るビーズの羽織紐ワークショップ

帯留めは簪になる2WAYタイプで
す。併せて志香きもの学院式オリ
ジナル半幅帯結び「志香巻」も実
演致します（所要時間：約60分）。

主催者名   志香きもの学院
参加料金   3,000円

ガラスビーズ帯留め作りと半幅帯結び「志香巻」

パーソナルカラー診断＆似合う色
の引き寄せコーデのコツ（所要時間：
約60分）。きもののコーディネー
トがグーンと垢抜けますよ。

主催者名   一般社団法人きもの
カラーコーディネーター協会
参加料金   3,850円

KICCA パーソナルカラー診断

色とりどりの裂地から、お好きな布
を選んでDMサイズの台紙に貼り
オリジナルの着物コーディネートを
作ります（所用時間：約30分）。

主催者名  一般社団法人きもの
カラーコーディネーター協会
参加料金   2,200円

KICCA ひいな紙の着物色遊び

縫わないがま口®ワークショップで
す。500円玉が入るちびがま、カー
ドケース、ペン（眼鏡）ケースの中
からお好きなものをお選びください
（所要時間：約30分）。

主催者名   ＊CokoWorks＊ココワークス
参加料金   1,500円～

がま口の新ジャンル「縫わないがま口®」

縁結びの神様、出雲大社のお膝元
にある、宍道湖産しじみの貝殻に
和布で装飾を施した帯留めを作り
ます（所要時間：約50分）。

主催者名   しじみちょう
参加料金   2,800円

しじみで作る「縁結び」アクセサリー

※表示は全て税込価格です。
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SATELLITE VENUE
個性的な企画をご用意

サ
テ
ラ
イ
ト
会
場

各
種
イ
ベ
ン
ト

サテライト
会場 きもの、または浴衣でご来店の方に「スペシャル焼き菓子」をプレゼント（各日人

数限定・詳細は店頭にて告知予定）。ギャラリースペースでは花と陶芸のインスタレー
ションを展示。花活けパフォーマンスも開催予定。「MATCHA meets FLOWERS 」
[Artist]フローリスト　山岡まり　陶芸家　Kao

ATELIER MATCHA

h t tps : / / a t e l i e rma tcha . com

着付けと撮影のプロ「花影きもの塾」
のきものの撮影ブースほか、めったに見
られない産地の紬コレクションや、伝統
技術の職人によるブースが並びます。

ブルーミング中西
人形町駅近く。町内をあげての特別企画。ゆかたの老舗・三勝の「ゆかた博物館」ほか、
オシャレ小物、雑貨のお店や下町らしい飲食店で、お得なサービスをご用意。大人
の縁日気分で町歩きを楽しめます。

三勝ストリート

h t tp : / /www.sanka t su - zome . com/

石田節子流着付け教室で担当講師が行うワンポイントお悩みレッスン。（お1人30
分。電話での事前予約制）コーディネートやリメイクのご相談ほか、きものに関す
るお悩みポイントをお知らせください。

石田節子呉服店・石田節

h t tps : / / s e t suko i sh ida . j p

ダリア食堂店内で新江戸染丸久商店によるワークショップ。「型紙から作る季節のミ
ニ手拭」（所要時間２時間）定員６名/１日１回開催。最後の型紙仕上げと注染染
め工程は職人に引き渡し、後日お渡しします。

新江戸染丸久商店×ダリア食堂

sh inedozome .com

「旧暦の七夕まで（今年は8月4日）を“七夕シーズン”として浴衣を着て夏を楽しもう」
という七夕協会浴衣部主催のサテライト会場。リコメンド浴衣スタイルのご紹介や
旬の浴衣メーカーの新作や履物、小物などをご案内します。

菱屋カレンブロッソ日本橋

www.ca l enb losso . j p

明治座斜め向かい。昔きものを悉皆の技で薄羽織に生まれ変わらせるプロジェクト
ほか、「PROJECT　YOU禅」お誂え相談会、着物スタイル協会クイック診断、ア
ンティークファブリックバッグ「REREY」が参加。

きものことごと

h t tps : / / ko togo to . j p PROJECT

・きものde撮影ブース
  花影きもの塾

・樋口隆司作品展
  日本伝統工芸展入選作を中心に展

・日本紬紀行
  和工房あきコレクション

・中央区工芸ものづくり会

・指物益田　
  益田大祐（墨田区）

・江戸木目込人形　塚田工房　
  塚田真弘（墨田区）

・足袋仕立て　めうがや　
  石井健介（墨田区）

・金属かざりこもの　
  石橋千絵子（墨田区）

・江戸文字　
  橘　吉也（茨城県石岡市）
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プラザマーム
ステージ

日程 亭主 お点前

5月28日（土）（公財）小笠原流
煎茶道  家元嗣 
小笠原秀邦

煎茶 文人たちが愛した煎茶道とは？ 点前をご覧いただきながら煎
茶会の見どころやお客様の作法を体験していただきます。5月29日（日）

日程 亭主 お点前

5月28日（土）遠州流茶道東京支部
抹茶 It’s elegant and simple. 江戸のはじめ、小堀遠州によって

生み出された「綺麗さび」の美意識を、ぜひお楽しみください。

5月29日（日）茶道松尾流清田宗秀
抹茶 武野紹鴎の弟子辻玄哉が始祖。明治以降は名古屋にて家元

を継承しています。初心者の方も気軽にご参加ください。

●イベントスペース

●ラウンジスペース

美しい所作、味わうおもてなしの心。流派を超えた、
お茶の世界の魅力に触れることができます。
初心者の方も大歓迎です。気軽にご参加ください。
※会期中、毎日（11 時～ 17 時）に6 ～ 8回開催（茶席料お一人
様1,000 円が東京キモノショーの入場料とは別にかかります）。
お茶席は当日の参加が可能です。

※写真は前回の様子です。

プラザマーム

お茶席
TEA 
CEREMONY
三流派をたのしむ　
華やぎのお茶席
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marché PLAZA MAAM

2F

PLAZA MAAM

3F

NEOKIMONOは、 伝
統×革新・五感で感じる
現代アート・着物の新た
な可能性を発信するブラ
ンドです。

ht tps: / /neok imono.com

NEOKIMONO1

肌着が変われば驚くほど
着姿も変わります。
上質な素材、国内縫製に
こだわったサイズ豊富な
和装肌着と小物を取り揃
えております。

ぬくもりのある注染の技
法で染め上げた手ぬぐい
と浴衣反物が並びます。
使い込むほどに変化する
風合いもお楽しみくださ
い。

着物と洋服両方で使える
アクセサリーをメインに、
刺繍や糸を巻いたオリジ
ナルのパーツなどで温か
みのある作品を制作して
います。

季節の果物や国産食材の
心と体に優しいスイーツ。
和柄のボンボンショコラ
やパウンドケーキ、多品
種のオランジェットなど
を用意します。

東京西新宿と西多摩郡桧
原村の山奥の工房で生み
出される、手染めオリジ
ナルの染色作品(着物、
帯、ストール)をご覧い
ただきます。

着物の仕立て職人の目線
で皆様の着物生活を応援
いたします。素敵な着物
や帯をご提案させていた
だきます。

天然繊維などの素材感を
活かした織物ブランド。
ふだん着物のための半巾
帯、へこ帯、八寸名古屋
帯、バッグ、ストール他。

米沢の代表的な帯メーカ
ー「こんけん」とKIPPE
シリーズの「季織苑工房」
が合同出典。木綿着物と
米沢帯のコラボブースで
す。

製造メーカーが直にご紹
介する丹後ちりめんです。
メーカーにしかない豊富
な白生地に加え色無地を
低価格でご提供します。

ht tps: / /www.k imonokoubou.co. jp ht tps: / /k i t aya.o f f ic ia l.ec

ht tps:/ / takahashi-kimono.jp/kumihimo

ht tps: / / cake. jp /shops /k ikak i

ht tp: / / s i lkgaller y.org

ht tps: / /www.fu j ikobo. jp

ht tp: / /oln2014. jp ht tp: / /k ior ien. jp

ht tp: / / yoshimura-shouten. jp

たかはしきもの工房 喜多屋商店

組紐アクセサリー   mitorit

季菓貴

シルクギャラリー

仕立の店　藤工房

OLN/井清織物 こんけん＆季織苑工房

吉村商店

4 22

25

19

7

10

13 29

履きやすさを追求した草
履や下駄、締めやすい帯
締め、品質を第一に考え、
着る人の立場に立って職
人とともに定番を作り続
けています。

京小物・一脇3216

「着物は楽しい！」を応
援する菱屋カレンブロッ
ソです。カフェぞうりの
定番人気モデルの他に、
スゲ職人による実演も開
催。

東京スカイツリーの麓に
ある立ち喰い梅干し屋の、
小瓶に入った全国300
種類以上から厳選された
梅干し16種類を販売し
ます。

着物リメイクの日傘や
bagを制作しています。
個性的でお洒落なかわず
張りの日傘がお勧めです。

自然がテーマの色やモチ
ーフをデザインした坂本
呉服店のオリジナルブラ
ンド。今回は画家・中村
眞弥子さんとのコラボ商
品など展示。

芝居・邦楽・古典に因ん
だオリジナル柄の染帯が
特徴です。色無地・小
紋・紬との柄合わせもご
提案。染色技法は東京手
描き友禅が中心です。

きものをファッションの一
部に、嬉しい！楽しい！を
形にするお店です。人気
商品！洗える正絹お召し、
三河木綿、半巾帯など手
にとって感じてください。

「絹を毎日の生活の中に」
をコンセプトに、天然繊
維「絹」本来の良さを生か
したアイテムと、白生地
からの色無地お誂えをご
提案。

固定観念に縛られないト
キメク K I M O N O を
DENIMの聖地から発信。
老舗デニムファクトリー
だからこそ、ご提案でき
る魅力的なデニムアイテ
ムが勢ぞろい。

「こんな半襟欲しかった」
をコンセプトにデザイン、
生産、販売をすべて自社
で行っています。くすっと
笑えるような面白い柄も
作っています。

ht tp: / /www.calenblosso. jp ht tps: / / t achigui-ume. jp

ht tps:/ /nekochakoubou.amebaownd.com

ht tp:/ /www.sakamoto-gofukuten.com

ht tps: / /home. tsuku2. jp /
s toreDe ta i l .php?scd=0000120167

ht tps: / /k imono-hiroba.com

ht tps: / /www.k imono-i toko.co. jp 

ht tps: / /denimkimono.base.shop

ht tps: / /himeki t i .com

カレンブロッソ 立ち喰い梅干し屋

ねこちゃん工房

namintom（坂本呉服店）

お好み染め 赤坂福田屋

あづまや きものひろば

伊と幸

DENIM  KIMONO

刺繍半襟ひめ吉
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大事に残していた館林木
綿と、オリジナルの片貝
木綿、あるはな木綿を中
心に、これからの木綿着
物を語る機会にしたいと
思います。

京都最古の花街「上七軒」
に店舗を構え、つづれ織
りに刺繍で今様のアイテ
ムを紹介しております。

大人が締められるファブ
リック帯、オリジナル着
付け小物、凛くる紐、金
沢の作家さんの水引アク
セサリー、日本刺繍小物
を販売しています。

インドネシアバティック
のカジュアル帯やバリ製
シルバー細工など、南国
テ イ ス ト の 新 し い
KIMONOスタイルをご
提案します。

栗山工房から新たな提案
をするブランド【吉三郎】。
綿麻きもの「木綿涼み」
日傘、バッグ等夏を涼や
かに楽しむアイテムを取
り揃えて。

「きものと絹をもっと日
常に」というコンセプト
で「ワタマサタマサ」と
いう新ブランドを作りま
した。洗える絹の御召な
どを販売しています。

｢藤井絞｣は伝統技法の伝
統工芸品｢京鹿の子絞｣
を中心に、正絹のみなら
ず、自宅で洗えるカジュ
アル着物を展開していま
す。

「ワンピースときどき、
着物。」
レース着物や久留米絣、
大人かわいいコモノや兵
児帯やワンピ襦袢など。
シンプル＆モダンな海外
発ブランド。

新作がたくさん！トーシ
ョンレースやフリンジ付
きチェックの帯、ズボラ
さんも楽しめる着物小物
「ズボラン」シリーズなど。

オリジナルの細帯と、ガ
ラスの帯留を出展させて
いただきます。目白から
本郷に移り、お手入れの
相談などを中心に営業し
ています。

着物から作った一点物の
日傘。オリジナルのクロ
ス型（四角）で内側には
可愛い裏地付き。折りた
たみ日傘や晴雨兼用もご
用意しています。

特許登録留め金パーツ使
用「はおり物用アクセサ
リー」。羽織紐、帯飾り、
カーディガンやストール
に使用できる和洋折衷ア
クセサリー。

ht tps: / / someor ikodamas.com ht tps: / /www.k i tano- tsuzure.com

ht tp: / /www.r inr in. jpn.com

ht tp: / /www.kur iyamakoubo.com

ht tps: / /wa tamasa.com

ht tps: / /www.facebook.com/
fu j i ishibor i.k yoto

ht tp: / /www.k imonomodern.com ht tp: / /www.kahana-k imono.com

ht tps: / /kasoyo.comht tp: / /www.medaa.ne tht tps: / / amureine.co. jp

 

染織こだま 上七軒あだち

金沢町屋空間　凛凛

bulan  purnama
 （ブラン・プルナマ）

吉三郎 
KICHISABURO

ワタマサ

藤井絞

KIMONO  MODERN 加花-KAHANA

花想容MEDAA,Amureine (アミュレーヌ)
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現代の路面事情に沿った、
足が疲れにくいEVA素
材の草履です。新しくフ
ォーマル用も追加されま
した。

1930年創業。使い手の
ことを考え、「つくりのよ
さ」にこだわり、職人が真
心こめてつくる、日本製
の洋傘のブランドです。

すべての作品はデザイン
から仕上げまでの全工程
を手作業でつくる一点も
の！ 美しい＆楽しい彫
金アクセサリーをつくっ
ています。

締め心地はもちろんのこ
と、非常にファッション
性が高く着物や帯にも合
わせやすい帯締めを手組
みで作っています。

キモノの世界をよりオシ
ャレに、もっと気軽に。
今までにありそうでなか
った、そんな新しい和装
をご提案いたします。

簡単きれいにキマル！ 帯
揚げの新しいカタチ「楽々
おびあげ」と、ヴィンテー
ジの帯などをアップサイ
クルしバッグを制作して
ます。

天然石やパール、リボン
や絹糸など、国も年代も
さまざまな素材を活かし、
カジュアルきもの向けの
和装アクセサリーを製作
しています。

丹後ちりめん織元です。
オリジナルの着物を製作
します。お召し、半衿な
どを出品します。

1967年創業。日本で唯
一の最高級洗えるきもの
専門店。自社工房での自
作製品を神楽坂にて豊富
に取り揃えております。

1948年創業。北海道の
悉皆屋 野口染舗がプロ
デュースするカジュアル
キモノブランド。コンセ
プトは「日本人と着物の
間に出来てしまった距離
を縮める」。

《勝野屋》はインテリアデ
ザイナーがデザインする
和装ブランド。モダンデ
ザインと華やかなカラー
は今までにない新しい世
界観です。

京都府京丹後市で工房を
23年営んでおります職
人歴42年の染め職人小
林染工房です。
YouTubeもぜひご覧く
ださい。

究極の履き心地のオンリ
ーワンぞうりが見れる・
試せる・オーダーできます。
バッグも一つからオーダ
ーできますので是非ご相
談くださいませ☆

~粋デ遊ビ心満載、奇想
天外ナ惡謀ミ～和裁、洋
裁、表具、カルトナージ
ュの技術を用いたありそ
うでない、ちょっと尖っ
た和小物です。

京都より個性光る日々を
彩るスタイリングのご提
案と、オリジナル着物、
帯、浴衣を中心とした製
作をしております。

名古屋市天白区という自
然豊かな土地で豊富に湧
き出る天然水を使用し、
染めを行なっています。
伝統的工芸品名古屋黒紋
付染染元。

気取り過ぎないキモノラ
イフのお役に立ちたい！ 
洋装にも和装にもそっと
寄り添う麻かごバッグと
チョイおしゃれな帯留を
ご用意しています。

いつものキモノをもっと
オシャレに！ ワクワク
するキモノコモノや履き
物をご提案させていただ
きます。

沖縄生まれのKimono 
Innovation。ボタンとフ
ァスナーで「着たいっ！」
を叶えました。
特許登録済み。パートナ
ー募集中です。

ナチュラル着物の久留米
かすりと、「工房のの香」
のオリジナル染め帯を産
直で出展。オンライン、
静岡を中心に相談・販売
をしています。

ファーストトライアルと
は？これまであまり世に
出ていない作り手や、生
まれたてのショップなど
を紹介し応援するブース
です。

きもの大松がお届けする
ミャンマーシルクのブラン
ドです。日本の手しごとを
ミャンマーで継承し新た
なものづくりへ。

創業100年江戸更紗を
今に伝える染工房です。
現代的な配色と江戸更紗
の多色を組み合わせた商
品を取り揃えております。

創業161年の足袋専業
メーカー。人間工学に基
づき導き出した足袋は、
履きやすく足が美しくな
ると評価が高い。

カジュアルに着て頂きた
いキモノ、デニム、ゆか
た、アリスキモノ、小物
など出展いたします。

中国の洛陽を中心に生ま
た「河洛文化」は中華文
化の発祥。河洛は、「中
国の工芸を世界へ～」を
目指し、品質の良い工芸
品を販売しております。

東京 日本橋「きもの まめ
咲」です。セレクト商品の他、
「Maison Mamesaku」
オリジナル製品も展開し
ています。

福岡市に工房を構える博
多織の織元です。“楽しい
を織る”を合言葉に、常
に自由な発想で、ものづ
くりに取り組んでいます。

コットンパールと真珠の
和装小物のブランドです。
帯留・かんざし・羽織紐・
ピアス・リングなどアイ
テム豊富にございます。

おいしそうな苺や大人な
ハート、雨の降る雲など、
「日常にときめきをプラス
する」をテーマにガラス
の帯留を制作しています。

「具合がいい」と評判の
ニット帯シリーズをはじ
め京都府北部の丹後地方
にてシルクのニット製品
を製造しています。

人気の着物専用のコーデ
ィネート/ワードローブ
管理Webサービス。利
用方法のご案内や質問を
お受けします。ぜひ一度
お越しください。

着物と洋服両方で使える
アクセサリーをメインに、
刺繍や糸を巻いたオリジ
ナルのパーツなどで温か
みのある作品を制作して
います。

慶長年間に日本に伝わっ
たとされる「唐棧」と「更
紗」。その美しさをきも
のに帯に映します。

きくちいまさんと製作し
た絹木綿303や近江縮、
麻襦袢など天然素材の洗
える着物や、加賀染のオ
リジナル商品を出展いた
します。

ht tps: / /www.komiyakasa. jp

ht tps: / /www.ins tagram.com/
a tel ier_nobu.metal

ht tps: / / fu j iokakumihimo.com

ht tps: / /www.tor ie-k imono.co. jp

ht tps: / /www.k imono-you-you.com

ht tps: / /www.tsubame-bobbin.com

ht tp: / /www.shiba ta-or imono.com

ht tps: / /k imonohanabusa.co. jp

ht tps: / / shibunnosan.shop-pro. jp

ht tp: / /ka tsunoya.com/blog

ht tps: / /www.youtube.com/channel /
UCR_AWnzkFQKWTNL8W6N7q3Q

ht tps: / / iwasa-zour i.com ht tps: / /hanyi-ya.com

ht tps: / /k imono-kaonn.com

ht tp: / / t akedasenko. jp

ht tp: / /www.ins tagram.com/

ht tp: / /wakomonoharu.shop-pro. jp

ht tps: / / churak imono. jp /

ht tps: / / shop.7ho. jp

ht tps:/ /www.aikobo.or.jp/ factor y.html

ht tps:/ /kimonodaimatsu.co.jp

ht tps: / /www.ochia i-san.com

ht tp: / /www.ebisutabi.co. jp ht tp: / /www.oobishiya.ne t

ht tps: / /heluo. tokyo

ht tp: / /mamesaku. jp

ht tp: / /www.kurok ior imono.com

ht tp: / /www.ins tagram.com/

ht tps:/ / itsukaglassworks.wixsite.
com/itsukagw

ht tps: / /www.kouju-sasak i.com

ht tps: / /www.k imonorecipe.com

ht tps: / / yoshiharuk ichi.com

ht tp: / /www.k ihadaya.com

ht tps: / / aoyama-er ihana. jp
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高解像度データ欲しいです
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この写真が
埋め込みされていません。

埋め込みして再入稿してください

プ
ラ
ザ
マ
ー
ム

フ
ロ
ア
マ
ッ
プ

和裁職人大賞
腕の良い職人が正当に評価されることを目指した
「東京キモノショー」主催のコンテストです

東京キモノショー 和裁職人大賞　募集要項
●応募費用/無料 （送料のみ負担）●応募締め切り/ ００００ 年 4 月 10 日
●詳細・応募方法/http://tokyokimonoshow.com/wasai/

あああああああああ●あああああああああ●あああああああ
ああ●あああああああああ●あああああああああ●ああああ
あああああ●あああああああああ●あああああああああ●あ
ああああああああ●あああああああああ●ああああああああ

あああああ
（あああ・ああああ）

東京都の優秀技能者など
棋界の名だたる先生方が審査し、
受賞者の作品を展示します。
あなたのまわりの職人さんにも 
ぜひお声がけください。
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MAP
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注意事項 スタッフ紹介
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