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■日程：2022 年 5 月 28 日 ( 土 )・29 日 ( 日 )
■会場：サンライズビル・プラザマーム・田源ビル他、日本橋人形町界隈にて実施
■主催： 東京キモノショー 2022 実行委員会・一般社団法人きものの未来協議会

東京キモノショー 2022
今回は、 日本橋人形町界隈の街を舞台にして開催します。
東京キモノショーは、2015 年の「わーと日本橋」から数えて、次回で 5 回目を迎えることになります。
コロナの影響で緊急事態宣言期間に重なり、2 年間の休止をいたしましたが、次回は会場をこれまでの三
井ホールから、日本橋人形町界隈に移して開催することになりました。東京キモノショーの原点に立ち
返り、キモノスタイル展を新たな気持ちで再構築したいと考えるとともに、和マルシェを中心にきもの
熱を感じてもらおうという、大きくは二本立ての開催ですが、新たな試みとして、いくつかの拠点で同
時開催をすることで街にもきもの姿の人を拡散させたいという意図があります。
なお、今回より、VR や動画配信といったウェブコンテンツにも力を入れ、全国どこからでもキモノ
ショーが楽しめるという試みも行います。いずれは人形町界隈だけでなく、全国の拠点も結んで同時開
催をするといったような今後の可能性も模索したいと考えています。
東京キモノショーは回を重ねるごとに認知度も高まり、規模も大きくなってきております。出展者様
はもちろん、手弁当で運営している実行委員や沢山のボランティアさんの御厚意、活躍によって成り立っ
ております。共にきもの文化を創造し、伝えていくという共通理念のもと、皆で一緒に作り上げるイベ
ントとして、さらなるご理解、ご協力を頂きたいと思っております。
一般社団法人 きものの未来協議会 代表理事
東京キモノショー 2022 実行委員長 中野光太郎

東京キモノショーの構成

一般社団法人きものの未来協議会

東京キモノショー 2019 会場風景

東京キモノショー実行委員会

きものの未来塾

きものと和文化の融合イベントを開催

きもの専門店に向けた後継者の育成

和裁職人大賞

和裁師の技術を独自
の観点から評価し、
和裁師を応援

イベントステージ

気軽に和文化に触れ
られ、きものの楽し
みが広がる

ワークショップ

参加体験型のブース
で和に対する関心を
広めたい

和マルシェ

魅力的な和のショッ
プが一堂に見られる
ブース

キモノスタイル

完成度の高いコー
ディネートと着付け
でトルソー展示

東京キモノショー、 これまでの実績
東京キモノショーは、 2015 年の 「わーと日本橋」 から数えて 2022 年で 5 回目を迎えます。
東京キモノショー 2020、 2021 は国の緊急事態宣言期間のため中止しました。

2015 年開催「わーと日本橋」 9 日間開催

来場者数 9874 名

きものと、竹あかり CHIKAKEN とのコラボレーション。きものをドラマティックに演出

2017 年開催「東京キモノショー」 9 日間開催

来場者数 14551 名

きものと、池坊をはじめとする和文化とのセッション。和事のステージがスタート！

2018 年開催「東京キモノショー」 ５日間開催

来場者数 10176 名

和ごとのステージを会場中央に配置。誰でも気軽に和ごとが楽しめるようプログラムも充実

2019 年開催「東京キモノショー」 ５日間開催
ステージが本格的なランウェイに進化！

来場者数 11180 名

東京キモノショーの名前にふさわしく、華やかに開催。

キモノスタイル展

出展はこちらから➡ https://tokyokimonoshow.com/style2022/

今回は、きものの変遷を楽しめるように、時間軸に沿って展示。
―きものミュージアム きものの持つチカラ―

キモノスタイル展は、東京キモノショー 2022 のメインコンテンツ！

サンライズビル 2 階グリーンホール全景

サンライズビル 2 階のグリーンホール全体に展開します。キモノスタ

イル展では今回、２つのテーマを掲げて、時間軸で追うきもののストー
リー性と、洋服と共存するきもののファッション性とを、ミュージア
ムのイメージで構成します。きものを取り巻く時代の変化の中で、過
去も現代も包括して、未来の可能性に向けて、きものの素晴らしさを

伝えていきます。工芸的な価値、美術的な価値、思い出としての価値、
あらたな表現への挑戦、華やかさ、前衛、きものの持つチカラを信じて。

キモノスタイル VR 展開
今回からの新しい試みとして、キモノショーにお越しいただけない方に
も、キモノスタイルを楽しんでいただきたいという目的で、３D－VR に
よる web 上での展示空間も設営し、同時公開致します。

和マルシェ

出展はこちらから➡ https://tokyokimonoshow.com/marche-2/

今回は、和マルシェが充実します。
和に関する様々なブースが並びます。
プラザマームの 2 階と 3 階の全フロアを利
用して、和マルシェを展開致します。入場

は無料ですので、イベントステージを含め、
自由に楽しむことができます。また、2 階

エントランス付近には、飲食ブースの展開
も予定しておりますので、カフェのように
利用してもらうことも可能です。

カフェ的な利用予定スペース

2階

3階

ワークショップ
参加型のワークショップも充実。
東京キモノショーでは、きものや和文化の入り口と
してワークショップなどの体験も推奨しています。
小物作りだけでなく、採寸やカラー診断など、幅広
いメニューを予定しています。ワークショップに関
連した作品の販売も可能です。集客の要素も考慮し
て、和マルシェに比べ、出展料もお安くなっており
ます。

キモノスタイル・和マルシェ

ワークショップ・イベントステージ
出展に関する詳細はこちら

https://tokyokimonoshow.com/entry2022/

イベントステージ
顔の見える交流型のステージを用意しました。
プラザマームの 3 階にイベントステージを設けました。
照明などの演出はできませんが、気楽に集える交流広
場的な要素のイベントを行うことができます。

トークショーや着付け実演、ミニステージに最適。

客席の設置例

ライブ配信 ・ 動画配信
プラザマームに特設の配信ブースを設けまして、イベントステージの中継はもちろん、会場内の様子をライブ
配信します。また、web サイトにも動画コンテンツをアップしますので、東京キモノショーのコンテンツを動
画で振り返ることができます。（ステージ出展者で動画の編集を希望される方には別途料金が発生します）

和裁職人大賞
和裁師の仕事を 「着やすさ」 の視点から評価します。
東京キモノショーでは、今回も、着る人の立場に立った着やすい仕立
てを評価する「和裁職人大賞」を実施します。優秀作は会場内に展示
するとともに、最終日にはイベントステージでの表彰式も予定してい
ます。

https://tokyokimonoshow.com/wasai/

メインビジュアル / 西岡ペンシル ポーズ人形 / 宇山あゆみ
キモノスタイル会場の入り口では、 かわいらしいポーズ人形がお出迎え。
アートディレクター・西岡ペンシル
さんと人形作家・宇山あゆみさんの
のコラボで、今回もオリジナルの
ポーズ人形を発表！ 東京キモノ

ショーで一番人気を博しました。
http://ayumiuyama.com/

http://www.nishiokapencil.co.jp/

東京キモノショー公式ガイドブックの発行 発行部数 5 万冊
ガイドブックを事前配布。 来場前から期待感が膨らみます。
東京キモノショーの開催前に（A5 判）を発行します。

出展者の紹介、会場 INDEX、さらに東京キモノショーの見どころ、キモノショーアンバサダーインタビュー
などを特集！

当日の来場者への配布だけでなく、事前配布もすることで、期待感を煽ります。

スタンプラリー開催
東京キモノショーの楽しみを、会場内だけでな
く、日本橋人形町の街へ広げます。マルシェで
のお買い物や、会場ごとのチェックポイントで
スタンプを集めて、抽選に参加できます。豪華
景品がその場で当たります。
これまでのマルシェの様子

街がランウェイになる！ ・ 街中でのフォトスナップ
会場をつなぐポイントにカメラマンを配置し記念写真を撮影。
東京キモノショーの楽しみを、会場内
だけでなく、日本橋人形町の街へ広げ
ます。二日間の会期中、街なかに配置
したプロカメラマンが来場者の着物姿
を撮影します。撮った写真は SNS など
でアップしてキモノショーの雰囲気を
盛り上げます。まさに、「街がランウェ
イになる」という仕掛けです。
写真提供・hibicolle®、日本橋きものパスポート

日本橋きものパスポートとの連携
日本橋をきもので楽しみながら、 飲食店などで特典が受けられます。
「日本橋きものパスポート」は、「日本橋」と「きもの」

を楽しんでいただくための企画。TAFS（東京織物卸商業
組合）和装振興プロジェクトが主催で 2021 年春からス

タートしています。きものをお召しになり、本パスポー

トを協力店や施設でご提示いただくと、割引や特典など、
お得でうれしいサービスが受けられます。今回の東京キ
モノショー 2022 の開催にあわせて、人形町や堀留町の
界隈まで範囲を拡大してサービスを展開します。
https://kimono-pass.tokyo/

街への広がり

三勝・ゆかた博物館

サテライト会場との連携イベント開催
日本橋人形町界隈は織物問屋さんが並ぶ問屋街です。
中にはショールーム的に一般の方の来場を歓迎して
いるところもあり、今回はそういったいくつかの会
場とも連携して、期間中さまざまなイベントが開催
されます。また、付近には甘酒横丁などきもので散
策するのにぴったりの商店街もあります。

新江戸染・丸久商店

一般社団法人

きものの未来協議会とは

https://kimononomirai.org/

東京キモノショーの共催団体、一般社団法人「きものの未来協議会」は、１人でも多くの人に
着物の素晴らしさを伝え、「着る歓び」を実感していただけるよう、物心ともに快適なきもの環
境づくりを目指し、積極的に活動を展開し、社会への貢献をめざしています。きものの未来協
議会は二つの柱で活動しています。
■東京キモノショー
2015 年、2017 年、2018 年、2019 年と日本橋 COREDO 三井ホールで開催したビッグイベント。
恒例となったトルソースタイルのコーディネート展示は、きもの展示スタイルの主流になりつ
つあります。数々のステージイベントや、お買い物が楽しめる和マルシェ、ワークショップ、
和裁師を応援する和裁職人大賞など、和文化を身近に感じられるイベントを目指しています。
■きものの未来塾
共に「教え」共に「学ぶ」きもの未来塾。文字通り「学びたい
人が集まり、自分たちで学ぶ」塾です。
『着る人』起点で発想し、
実践する、着る人に信頼される呉服専門店作りを目指すプロの
ための勉強会です。志を同じくする人達との交流ネットワーク
はきもの未来塾で得られる大きな財産です。現在、第８期の講
座を実施中です。

きものの未来塾

講義風景

代表者紹介
■代表 中野光太郎 ( 花想容：東京都文京区 ) 東京キモノショー 実行委員長
カフェを併設した着物店を 2006 ～ 2018 年に展開。同時に染色作家としても活動しており、
全国の専門店を通じて作品展を開催。2022 年 3 月完成予定で長野にアトリエを建設中。自身
の展示会や各種イベントで、光を使ったアート作品なども発表している。自身の想いを実現
する場所として東京キモノショーの前身である「わーと日本橋」を主宰。現在に至る。東京
キモノショーでは総合プロデュースのほか、これまで空間演出を担当。
■副代表

髙橋和江 ( たかはしきもの工房：宮城県気仙沼 )

きものの未来塾 塾長

20 代から実家の京染悉皆店を継ぎ和装の世界に入る。30 代で、売ることではなく「着てもらう」
ことを重視したいと和装肌着事業へ参入。お客様の声に応える商品を多数開発し、全国に熱
烈なファンを数多く抱える。震災で店舗が被災するも、みごと復興。2021 年 3 月には気仙沼
に新社屋が完成。その湧き上がるエネルギーに魅せられる人は数多く、講演会なども多数出演。
東京キモノショーでは「東京のキモノ熱を全国へ！」という想いで、メンバーを牽引。著書
に「大人気の悉皆屋さんが教える ! 着物まわりのお手入れ 決定版」ほか多数。

■東京キモノショー 2022

実行委員長 / 中野光太郎

実行委員会

副実行委員長 / 髙橋和江

実行委員 / 大原加容子 / 岡本英子 / 刑部優美帆 / 上条依子 / 木越まり / 齋藤 香 / 上達 功 / 須田久美子
/ 高橋洋行 / 田中源一郎 / 錦織美枝子 / 花岡隆三・柴希未香 / 藤井浩一 / 細野美也子 / 細野純一

東京キモノショーについてのお問い合わせ先
東京都中央区日本橋人形町 1-4-6 市川ビル 1 階 スタジオアレコレ内
Tel : 03(6264)9307 / Fax : 03(6264)9308 / Email : info@tokyokimonoshow.com

