


――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。

近藤サトさん（以下敬称略）　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
ていただ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　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
ばおしえてください。

近藤　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　Twitterは主にきものについて、You
Tube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　自分を肯定するために時には“人に見ら
れること”も大切。きもの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、キモノスタイル展·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（日）12:00〜

トークショー

西
岡
ペ
ン
シ
ル 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。 

宇
山
あ
ゆ
み

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。 

宝泉学園ダンスパフォーマンス情報
東京キモノショー 2022 プレイベント 5 月 27 日（金）19 時より動画配信決定！
宝仙学園高等学校女子部 /ReguLu’s「ネオ・レトロ・トーキョー」
※詳細は p37 をご覧ください。

きものショー

笹島寿美トークショー

キモノスタイル展

西岡ペンシル　
振袖

十二単
着装実演

●イメージビジュアル制作

t wi t ter.com/satokondoh
公式 YouTube『サト読む。』好評配信中
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「ゆかた博物館」がある人形町に物販・飲食店が 17 店。

明治座斜め向かい。悉皆、友禅などのコラボ企画。

きもの悉ことごと

三勝
ストリート

きものスタイリスト石田節子がお送りする特別企画。

石田節子呉服店・

石田節子流
着付け教室

※企画の詳細は p17-18 をご参照ください。※歩く時間はあくまで目安です。

徒歩 2 分

徒歩 30 秒人形町駅近。山政小山園初のカジュアルな抹茶カフェ。

ATELIER 
MATCHA

徒歩 8 分
徒歩 2 分

徒歩10分徒歩7 分

徒
歩
10
分

徒
歩
10
分

徒
歩
3
分

徒
歩
7
分

徒
歩
9
分

徒
歩
2
分

徒
歩
4
分

徒歩 3 分
徒歩 11 分

※詳細はp15-16をご参照ください。

パーソナルカラー診断や水引きで
作る和小物、着付けもお任せの
きもの体験など全12 種類。

田源ビル
2F

住所：中央区日本橋堀留
町 2-3-8

h t tps : / / a t e l i e rma tcha . com
住所：中央区日本橋人形町 1-5-8

サテライト会場A

コレド室町テラス１F「カレンブロッソ」直営店上陸。

菱屋
カレンブロッソ
日本橋店

www.ca l enb losso . j p
住所：中央区日本橋室町3-2-1 

サテライト会場G

異国情緒溢れる店内で型紙ワークショップを開催。

新江戸染丸久商店
×ダリア食堂

sh inedozome .com
住所：中央区日本橋大伝馬町 2-9

サテライト会場F

撮影ブースや伝統技術を誇る職人ブースが出展。

ブルーミング
中西

h t tps : / /www.b looming . co . j p /
住所：中央区日本橋人形町 3-2-8

サテライト会場B

ko togo to . j p
住所：中央区日本橋浜町 2-18-4 伊藤ビル 2F

サテライト会場D

h t tps : / / s e t suko i sh ida . j p
住所：中央区日本橋富沢町 9-9 矢島ビル 2F

サテライト会場E

h t tp : / /www.sanka t su - zome . com/
住所：中央区日本橋人形町 3- 4-7

サテライト会場C

３年振り開催の今年は、街へ飛び出
した「東京キモノショー」。新型コロ
ナのリスクを軽減するとともに、何よ
りもっとたくさんの充実したコンテン
ツを揃えて“きものを楽しんでもらう”
ことを考えた答えが「街をランウェイ
にする」。メインの３会場＋サテライ
ト７会場を自由に回ってください。街
をあげてお待ちしています！

街がラン ウェイになる！

※詳細はp19-30をご参照ください。

スタッフとの会話もたのしい「和
マルシェ」。ライブな「ステージ」
や「お茶席」もこちら。

プラザマーム
2F・3F

住所：中央区日本橋浜町
1-1-12 プラザＡＮＳビル

※詳細はp7-12をご参照ください。

伝統の技とファッションをテー
マにご覧いただく会場は、まさ
にきものミュージアム。

サンライズビル
2F

住所：中央区日本橋富沢
町 11-12

街を遊ぶ東京キモノショー● メイン3会場+サテライト7会場 ●

ワーク
ショップ

キモノ
スタイル展

2022
会場

和マルシェ
ステージ
お茶席
会場2 1 3

※スマホで写真を撮って拡大すると目安としてご利用いただ
けます。詳細な地図は P35-36をご参照ください
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サクッとWEBで !入場券の
ご購入は

イベント
ステージの

観覧
ご希望の方

E V E N T  S T A G E

W O R K  S H O P

ワーク
ショップの

ご予約

入場券は前売りがお得！500円もお得！
（お１人様２日間すべての会場で有効）

指定の会場へ行き、アプリを立ち上げる
だけで、スタンプ GET！お得がいろいろ
なスタンプラリーにぜひご参加ください。

1.    QRコードを読み込んで、アプリ「COCOAR」をダウンロード。
2.   地図で会場を確認し、 指定の場所まで移動したら、アプリを起動。
　 下中央のボタンを押して、指定のマークにかざします。
3.   記念写真も撮れる特別フレームが表示され、フレーム上部の
　ボタンを押すとスタンプが取得できます。
4.   スタンプが３つ揃えば、オリジナルノベルティをプレゼント。
　さらに豪華賞品が当たる抽選会に参加できます。

ワークショップの費用とは別に
「東京キモノショー」の入場券が必要です
・ご予約は WEB から。お支払い方法などの詳細はお申込みいただくワークショッ

プの案内をご確認ください。
・空きがある場合に限り、当日お申込みを受け付けます。

イベントステージは無料です。
（入場券 + 整理券でご覧になれます）
・イベントステージを観覧するには、入場券のほかに当日受付で発行する整理券が

必要です。
・当日、各ステージの 2 時間前から、プラザマーム 2 階の入口受付にて、整理券

を発行します。28 日 29 日ともに、初回と 2 回目のステージプログラムは 9：30
からの整理券発行となります。

・規定枚数に達した時点で配布を終了させていただきます。
・整理券をお持ちの方は 3 階イベントステージ付近に15分前にお集まりいただき、

開演 10分前からお席にご案内致します。
・イベントステージは各回で完全入れ替え制となります。

・前売り入場券のお求めはこちらの QR コードから。
・入場券は東京キモノショーのウエブサイトからもお求め

になれます。
・当日券はサンライズビル・プラザマーム・田源ビル３会

場でお求めいただくことができます。お支払いは現金の
みとなります。

WEB での前売り入場券は

ARのスタンプラリーに
参加しよう!　

スタンプをGETできる会場

1,000 円（税込）前売り 1,500 円（税込）当日券

非接触制
だから安心

オリジナル
ノベルティが
もらえる！

記念フレームで
撮影も

できる！

抽選で
プレゼントが

当たる
チャンス！

・「日本橋キモノパスポート」の特典もご利用いただけます。

・飲食店にきもので来店するとお得なサービスが受けられます。
・詳細は p17「日本橋キモノパスポート」の QR コードから。

集めるスタンプは３つ！

参加方法

発売開始  4月20 日（水）10 : 00 〜

発売終了  5月27 日（金）23 : 59 まで

ここの２個は必須 いずれかの会場で１個

参加方法を
詳しく

知りたい方は
こちら！

オリジナル
フレームで
記念写真も
できる！

サンライズビル

キモノ
スタイル展

会場

プラザマーム

和マルシェ
ステージ
お茶席
会場

田源ビル

ワーク
ショップ

会場
サテライト

７会場 

SNSにアップして自慢しちゃお！
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サ
ン
ラ
イ
ズ
ビ
ル

キ
モ
ノ
ス
タ
イ
ル
展

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 · あしたが
ここにある

どんどん失われる日本の高
度な技術。見る機会が少
なくなってきた逸品を、消え
ゆくきものの風俗とともにご
覧いただくように構成しまし
た。きものは文化とファッショ
ンの両翼があってこそ。両
方をお楽しみください。
●伝統エリア担当　

細野美也子（月刊アレコレ編集長）

ファッションとしてのきもの、
洋服と共存する時代のき
もの、さらには洋服以上の
ファッション性を感じてもら
えるきものをコーディネート
で表現。全世代のお洒落
な方にご覧いただきたい「キ
モノスタイル」です。
●ファッションエリア担当

木越まり（着物デザイナー）

十二単・束帯、小袖、そして江戸～昭和のき
ものの変遷を垣間見るコーナー。現存する明
治、大正、戦前の貴重なきものも出展。すで
に消えた当時の着こなしや風俗も再現。

旧家に伝わる、いまでは
見ることが稀有なお宝き
もののコーナー。大正時
代の、見事な龍と鳳凰の
文様の婚礼用振袖や、江
戸時代の小千谷縮などが
並びます。

中村勝馬の振袖や、
森口華弘、由水十久、
羽田登喜男など、人
間国宝（重要無形文
化財）の作品を集め
たコーナーです。

時間軸で見るきもの風俗と、
日本のおしゃれ。

そして、貴重なきものの数 を々
ご堪能ください。

特別出展エリア

きものの
変遷

コーナー

お宝きもの
コーナー

人間国宝
コーナー

KIMONO 
STYLE 2022
多才で多彩な、きものミュージアム

・会場内では展示品にお手を触れないでください。　・展示品に関しての詳細はウエブでご確認ください。
・販売商品に関してのお問い合せは会場のスタッフにお尋ねください。

サンライズ
ビル

キモノ
スタイル展

07 08



サ
ン
ラ
イ
ズ
ビ
ル

キ
モ
ノ
ス
タ
イ
ル
展

ゆずりは
田中由起

y-yuzuriha.com/

 花影きもの塾
hanakagejyuku.jp/

NISHIKIORI
錦織美枝子

fuyokai.jimdofree.com

近藤サト
twitter.com/satokondoh

ワタマサ・タマサ
watamasa.jp/

hibaco
facebook.com/

Hibaco-1643899558963204

賀津
池本賀津子

染織工房きはだや
kihadaya.com

KICCA
能口祥子

kicca.or.jp

桃色の月うさぎ
宮西千晴

note.com/m_tukiusagi

染の山中　
真糊糸目友禅

facebook.com/ 染めの山中
-106577455160477/

KIMONO Couture 
MASUMY 

 Masumi Yokoyama 

KICCA
加藤明美

小松商事×久保耕
小松商事株式会社

komatsu-kimono.com/　
kubokou.jp/

ぐみょうじ車屋呉服店
合資会社　車屋呉服店

kurumaya.tv/

石田節子の店
石田節子

setsukoishida.jp

KICCA
齋藤礼法きもの学院

齋藤真弓
eonet.ne.jp/~kimono-mana-/

index.htm

きものレンタルわらくあん
水持産業株式会社

warakuan.jp/

たかはしきもの工房
kimonokoubou.co.jp/

染色工房クロマル
染色工房クロマル・

黒田有郷
kuromaru.online/

KICCA
名里実千代

大原和服専門学園
ohhara.ac.jp/

登喜蔵
tangono_tokizo

大羊居
kimono-towa.

jp/?catid=19&itemid=18

KICCA
細野美也子（月刊アレコレ）

arecole.com

青山ゑり華
aoyama-erihana.jp/

西村花子
silklab.com/

小林染工房
kobayashisomekoubou.jp/

新宿　津田家
津田家

tsudaya-shinjuku.co.jp

西脇商店
nishiwaki-ojiya.com/

みなみ紬
minamitsumugi.com/

和工房あき
wakoubou-aki.com

御仕立処　波衣庵
https://hagoromoan.com/

ひつじや呉服店
hitsujiya-gofuku.com/

葛西屋呉服店
kasaiya.co.jp/

月刊アレコレ
arecole.com

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
TRADITIONAL AREAサンライズ

ビル

キモノ
スタイル展

順不同
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サ
ン
ラ
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ズ
ビ
ル

キ
モ
ノ
ス
タ
イ
ル
展

ななほう
https://shop.7ho.jp/

花想容
kasoyo.com/

佐織キモノ
きもの　大菱屋
oobishiya.net/

Maison Mamesaku
まめ咲

mamesaku.jp/

KICCA
勝野明美

katsunoya.com/blog/

坂本呉服店
株式会社坂本呉服店

sakamoto-gofukuten.com/

和 gen
niigata-wagen.com

Fashion Kimono Brand 
〜庵聚〜

instagram.com/anjyu_1020/

KICCA
湯浅千花恵

kaiun-kimono.com/

日本橋丸上
振袖コレクション

marujo.jp/furisode/

はかまレンタル
マイム

株式会社マイム
maimu.co.jp/hakama/

bulan purnama（ブラン・プルナマ）

一般社団法人 MATOU 中野裕子
facebook.com/

bulanpurnama20200707/

KICCA
西本理恵

facebook.com/rie.nishimoto.167

新江戸染　丸久商店
有限会社　丸久商店
shinedozome.com/

NEOKIMONO
株式会社東京プロカラーラボ

neokimono.com/

富士山着物工房
kodomokimono.jp/

KICCA　
Let's coloranalyze!

豊岡　志保
letscoloranalyze.hatenablog.com/

SOWAREきもの塾
パーソナル着物スタイリスト養成講座

星 君枝
hoshikimie.com/

一般社団法人
日本ラポール福祉協会

jrwa.or.jp/

橋本絞店
hashimotoshibori.com/

KICCA　松根裕美
京都連々

kyotorenren.net/

松本スターシャINKIMONO
inkimono.com

彫金帯留　矢幅宏至
Kojito Japan

しいばし商店
instagram.com/

shiibashishouten/

加花 -KAHANA
木越まり

kahana-kimono.com

きもの悉ことごと
kotogoto.jp

OLN
井清織物

oln2014.jp/

パールトーン
pearltone.com/

悠 KimonoStyle
鈴木悠美子

yuukimono.com

ジョイフル恵利
furisode.joyful-eli.com/

田中伝
denden-kyoto.com/

藤井絞
fujiishibori.jp/

神夜舞キモノ
-KamiyabuKIMONO-

上籔よう子
yokokamiyabu.com

KIMONO MODERN
kimonomodern.com/

ニコイチキモノ
きもの やま貴

nikoichikimono.com/

西岡ペンシル
nishiokapencil.co.jp/

出展者一覧多彩な感性
FASHION AREA

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

順不同

サンライズ
ビル

キモノ
スタイル展
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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　https://tokyokimonoshow.com/workshop2022/

・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。

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）。

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）。

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。

田源ビル

ワーク
ショップ WORK SHOP

作って楽しい、学んで満足

主催者名   あやゆき
参加料金   3,500 円

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

主催者名   matou
着物シェアリング
参加料金   4,000 円
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SATELLITE
街もステージ
個性的な企画をご用意 サ
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各種イベント

サテライト
会場

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、顔タイプ ®診断協会所属着物ス
タイルアドバイザークイック診断、アンティークファブリックバッグ「REREY」
が参加。

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。

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

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。

着付けと撮影のプロ「和 beauty　HANAKAGE」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。
hanakage j yuku . j p /

日本工芸会正会員　樋口隆司作品展

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。

「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。

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

se t suko i sh ida . j p

sh inedozome .com

ca l enb losso . j p

ko togo to . j p

・きもの撮影ブース
  和 beauty　HANAKAGE

・樋口隆司作品展
  日本伝統工芸展入選作を
  中心に展示

・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

・中央区観光情報センター

・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）

小千谷縮絣着物「或る夏の日」

sanka t su - zome . com/

blooming.co.jp/新江戸染丸久商店×ダリア食堂F

ATELIER MATCHAA

三勝ストリートC

きもの悉ことごとD

石田節子の店E

ブルーミング中西 B

菱屋カレンブロッソ日本橋店G
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＊観覧ご希望の方は、詳細を p5 でご確認ください。

S T A G E 5 月28 日（土）
※席は完全入れ替え制になっております。係の指示に従ってください。
※ステージの撮影・ 録画・録音等は禁止の場合があります。客席の係の指示に従ってください。
※ステージの内容は予告なく変更する場合がございます。
※主催者側が撮影した写真・動画等は、広報物や WEB に掲載される場合がございます。

STAGE
ステージが熱い！
華やかなファッションショー、ここでしか聞けないエピ
ソードがたっぷりのトークショーなどなど、楽しめる超
一流コンテンツが勢揃い！

※過去のステージ写真です。

＊観覧ご希望の方は、詳細を p5
でご確認ください。

プラザマーム　
2F

和ごと
＆ショー

MC ／竹本ゆきえ　

楽器メーカーで楽器作りに携わるもア
メリカ留学を機に言語と声を活かした
仕事に転身。未経験から NHK 長崎に
てキャスターを務め、現在はフリーの
バイリンガルアナウンサーとして日本
語と英語を駆使し活動している。

オープニングイベント
和裁職人大賞表彰式・太神楽曲芸師 「仙丸」 

東京キモノショー実行委員会
着やすさの観点から仕立ての技術を評価する和裁職人大賞。2022 年度優秀賞が発
表になります。仙丸師匠の江戸太神楽芸もあわせてお楽しみください。

10：45

米沢織で楽しむおしゃれきもの
こんけん＆季織苑工房

織物の産地、米沢から発信するおしゃれきものの楽しみ方をご覧にいれます。木綿の
きものと半巾帯、可愛いおしゃれグッズをご紹介致します。

13：00

加花 -KAHANA KIMONO FASHION SHOW

加花 -KAHANA
第一部は楽しく個性的な加花の着物を若さ溢れるダンスと共に。第二部はお客様のご
要望でデザインする「世界にひとつだけの着物」を木越の解説とともに披露いたします。

15：00

藤井絞ファッションショウー 2022
藤井絞株式会社

ステージ参加者の皆様に支えられ、今年で 3 回目の開催となります。このステージの
為に誂えたものやオリジナル物。絞り染めの多彩な世界、ぜひご覧ください！

17：00

現代に伝わる和婚式 
和 beauty hanakage 

現代、人気の１つ神社式をステージ上で繰り広げます。美しく清らかな白無垢姿、華
やかな打掛姿、神 し々い神社を列席された感覚でお楽しみ下さい。

12：00

笹島寿美トークショー　―84歳のいま伝えたいこと―

笹島寿美
着付けに骨格理論を導入、提唱。その理論の根底と基本を今一度、伝えることにより、
着付けがきものに、きものを着る人のために貢献できることを話していただきます。

14：00

肌着サミット　みんなのアイディアをステージに 
たかはしきもの工房

きものを着る人が感じた「こんな肌着・小物があったらいいな」といったお声やひらめき
を共に考える、参加型の商品開発会議です。公募のご意見を元に未来の新商品を探り
ます。

16：00
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日程 亭主 お点前

5月28日（土）（公財）
小笠原流煎茶道
関東青峰会

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。

●煎茶・お茶席スペース

●抹茶・お茶席スペース

※写真は前回の様子です。

TEA
CEREMONY

三流派をたのしむ華やぎのお茶席

プラザマーム　
2F

お茶席

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

＊観覧ご希望の方は、詳細を p5 でご確認ください。

S T A G E 5 月29 日（日）
※席は完全入れ替え制になっております。係の指示に従ってください。
※ステージの撮影・ 録画・録音等は禁止の場合があります。客席の係の指示に従ってください。
※ステージの内容は予告なく変更する場合がございます。
※主催者側が撮影した写真・動画等は、広報物や WEB に掲載される場合がございます。

ミス・日本のゆかた　和装乱舞 
NPO 法人日本ゆかた文化協会

きもの初心者である若年層を中心とした女性出演者たちが華やかで楽しいステージパ
フォーマンスを繰り広げます。御観覧の皆様には素敵なプレゼントもございます。

11：00

母が着せる花嫁衣装～和ドレス花結美～
着付け結美〜きつけむすび〜

「きものは着る物まとってこそ」。振袖にハサミを入れたり針を通したりと加工すること
なく、着装法だけでドレスに仕立て上げた着姿のショーです。

13：00

絃楽器で旅する絹の路
現代の吟遊詩人　絃月流絃語り　須田隆久

ステージ上に展示してある「螺鈿紫檀五絃琵琶」「楽琵琶」「薩摩琵琶」とともに、須田隆
久の奏でるフラメンコギターの音色で、いにしえの遠い道のりに思いを馳せてください。

15：00

江戸の華～きものの世界～
花影きもの塾

広重が生き生きと描いた江戸情緒豊かな日本橋は、スタイリッシュな現代と古き時代
の香りを残す魅力的な街。その世界をきものショーで披露します。どうぞ、ご堪能下
さい！

17：00

近藤サトトークショー「きもののチカラ」 
近藤サト 

「きものの良さは日本文化へのリスペクトと自己表現」「きものは私の背中を押し、前へ
進む力をくれるもの」という、近藤さんが考えるきものの素晴らしさを語っていただき
ます。

12：00

源氏物語にみる十二単着装実演
井筒企画／井筒東京

源氏物語に描かれる、女房装束（十二単）の着装を実演します。着付は京都井筒企
画スタッフが務めます。解説は元宮内庁首席主殿長岡本和彦さんです。

14：00

きものが与えてくれた、愛おしい日々 
山崎陽子

マガジンハウスで『クロワッサン』『アンアン』などの編集者として活躍されてきた山崎さんに、
きものの世界に入ってきたきっかけ、愛おしい日々 はもちろんのこと、驚きや戸惑いも語って
もらう30 分。 ※インタビュアーは「たかはしきもの工房」の女将

16：00
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●会場が混み合ったときは入場制限させていただきます。●新型コロナの予防に関しては十分、気をつけて行います。● 37.5℃以
上の発熱のある方はご入場をご遠慮ください。●イベントの様子を撮影した写真や映像、音声のインターネット上への公開は被写体
の方などに承諾を得た上で行って下さい。●期間中、事務局、取材メディアなどによる写真や動画撮影があります。撮影したものは

事務局の広告宣伝や各メディアの記事として印刷物やウエブなどで掲載、配信される場合がありますのでご了承ください。●会場で
は係の指示に従って下さい。●地震、または災害が発生した場合は入場者の安全確認を優先し、催事を一時中断させていただくこ
とがあります。避難が必要な場合は、アナウンスや係の指示に従って落ち着いて行動してください。
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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
ンドオビデブーツの無料
体験実施致します！

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。

相模原の工芸品である津
久井紐を材料に、カジュ
アル着物をより楽しめる、
そして「こんなのあった
ら良いな！」なアイテム
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。

小さな織物工場による
ファクトリーブランドで
す。ふだん着物のための
半巾帯、へこ帯、八寸名
古屋帯などをご用意いた
します。

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 taya.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: / / tachigui-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

2 20

23

26

17

5

8

11

14

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 tps: / /bulan-purnama. jp

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
ーワンぞうりが見られる・
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。

お家で洗える天然素材の
着物「久留米かすり専門
店」。産地直送でオンラ
イン販売、また静岡を中
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
を組み合わせた商品を取
り揃えております。型染
の染色体験も開催します。

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。

中国洛陽を中心として生
まれ、中華文化の発祥と
なった「河洛文化」。 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.instagram.com/utakodow

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 tps: / /www.kurok ior imono.com

ht tps: / /mizuhopear l.base.shop

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

.HAKU 小宮商店

アトリエNOBU

藤岡組紐店

トリエ

きもの遊結

つばめボビン

柴田織物

きもの英

Shi  bun  no  San
〈シブンノサン〉

勝野屋

小林染工房

IWASA HANYI_YA

kaonn-日音衣-

武田染工

ウタコドヲ製作所

ハルキモノコモノ

Chura  Kimono

ななほう

和マルシェ ファーストトライアル

Hpa - An Silk  Factory
（パアンシルクファクトリー）

染の里　二葉苑

ゑびす足袋 佐織キモノ

河洛

きもの まめ咲

黒木織物

MIZUHO

itsuka  glass  works

コウジュササキ

きものレシピ

吉春吉

きはだやが作る
「縞」と「更紗」

青山ゑり華
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第 3 回東京キモノショー和裁職人大賞 2022

目指せ金星!! 和裁職人大賞

　
東京キモノショー 和裁職人大賞　
募集要項
●応募費用 / 5000円（＋送料負担）
●応募締め切り
　2022年 4 月 25 日（月）
●詳細・応募方法
　http://tokyokimonoshow.com/wasai/

きものの着やすさはその素材感と並んで重要なのが仕立てです
が、実は体に馴染む着やすい仕立てがどんどん失われているの
が現状です。きものの未来をみつめる東京キモノショーのこだわ
りとして、きものを着始めればわかる着心地の違いに焦点を当て、
その良さを広めるとともに、本当に腕の良い職人を正当に評価
することで地位向上につながることを目指します。

髙橋和江
（たかはし・かずえ）

東京キモノショー
副実行委員長
きものの未来塾塾長

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。

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

5 月28日（土）10：45 から、
プラザマーム 3 階イベントス
テージのオープニングイベン
トで、和裁職人大賞の表彰式
があります。詳しくは P20を
ご覧ください。
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1984 年から2020 年末まで㈱電通にて人材育
成などに従事。ニューホライズンコレクティブ
合同会社と業務委託契約を結び、個人事業主
として活動中。2021年にスタートした、日本橋
キモノパスポートのPVのディレクションを担当。

塩田京子さん
（プロデューサー）

ins tagram.com/k imono_k yoko_
unl imi ted/

ポーランド出身。きものに関しては伝統と本物
を直接肌で感じてほしいとの思いから、2018
年に本格的なきもの体験とプロ撮影を提供す
る『INKIMONO』を開始。現在は浅草のスタジ
オを拠点に、世界にきものを広めるべく活動中。

松本スターシャさん
（着付け師／着物スタイリスト

／プロフォトグラファー）

ins tagram.com/ ink imono/

呉服屋に依存せず、個人のお客様に支えられて
17 年。お客様の着たい気持ちを実現すべく、ど
んな仕事にも柔軟に対応。１人でも多くの人に
和裁に興味を持ってもらう1日1動画をSNSに
アップ。第１回和裁職人大賞受賞。

宮西ちはるさん
（一級和裁技能士）

t wi t ter.com/K imonoNuibi to

夫スペイン人、一男児の母。海外在住中に着
付け 5,000 人を経て、きものコミュニケーショ
ンに開眼。現在は『他装教育』と『子供ときも
のの自己肯定感アップ』の活動に尽力中。リア
ルなきもの子育て生活もスペイン語で発信中。

齋藤優見さん
（キモノワールドライフ代表

／パーソナル着物スタイリスト）

k imono wor ldl i f e .com/

「きもの・色・ことば」をテーマに京都と名古
屋で活動。京都発マイカラー麻きもの「麻ひ
め ®︎ 」をプロデュースするほか、きものカラー
レッスンやセルフ和髪レッスンを開講。四季の
風景を京ことばで表現する「京がたり」演者。

松根裕美さん
（KICCA 認定きもの

カラーコーディネーター）

ins tagram.com/hiromimatsune/

愛知文教大学准教授、 國學院大學・フェリス
女学院大学・名古屋造形大学非常勤講師。『源
氏物語』を中心とした平安文学と装束が研究
テーマ。著書『平安朝の文学と装束』( 新典社、
2016)で第5回池田亀鑑賞受賞。きもの生活者。

畠山大二郎さん
（大学准教授　文学博士）

t wi t ter.com/baishi t suHATAKE

OFFICIAL 
SUPPORTER

東京キモノショー２０２２ オフィシャルサポーター

「東京キモノショー」を応援し、
盛り上げてくれる皆さんです。

イギリスブリストル出身。1985年に来日以来、着
物を普段着として生活。着物を通しての日本の
伝統工芸や文化に精通。一方、ファッショナブ
ルで自由な着こなしで着物の新たな価値を創造、
魅了する。

シーラ・クリフさん
（十文字学園女子大学名誉教授　

着物研究家）

ins tagram.com/k imonoshei la /
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「街への広がり。きものの輪の広がり」

　東京キモノショーは、2015 年の「わーと日本橋」から数えて、今回で 5 回目とな

ります。コロナの影響で 2 度休止しましたが、今回、日本橋人形町界隈に場所を移し、

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発信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

じてほしいと思っています。

　今回の新たな試みは、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。VR や動画配信といったウエブコンテンツ

にも取り組み、全国どこからでも東京キモノショーが楽しめるという試みも行います。

東京キモノショーをきっかけに、日本橋だけでなく、全国、世界へきもの熱が広がる

ことを期待しています。

東京キモノショー 2022 実行委員長　

中野光太郎

■実行委員長：中野光太郎（花想容）　
■副実行委員長：髙橋和江（たかはしきもの工房）　
■キモノスタイル：細野美也子（月刊アレコレ）／木越まり（きものデザイナー）　
■キモノスタイル着付け監修／錦織美枝子（着付師・NISHIKIORI）／上条依子（着付師）　
■マルシェ：花岡隆三（青山ゑり華）／柴希未香（青山ゑり華）　
■イベントステージ着付け：須田久美子（花影きもの塾）
■本部窓口：大原加容子 （大原和服専門学園）　
■ワークショップ：岡本英子（香紡縁）　
■メインビジュアルアートディレクション：西岡ペンシル　
■ポーズ人形製作：宇山あゆみ　
■コピーライティング・編集：細野美也子（月刊アレコレ）　
■編集：齋藤香　
■ 広報：長岡彩子（Matou）　岡本英子（香紡縁）　
■事務局：刑部優美帆（ななほう）／細野純一（スタジオアレコレ）／川村丹美　
■幹事：上達功（日本橋丸上）／藤井浩一（藤井絞）／田中源一郎（田源）／高橋洋行（熊澤屋呉服店）　
■主催：東京キモノショー実行委員会／一般社団法人きものの未来協議会

実行委員一覧

・会場入口では手の消毒と検温を実施しますので、ご協力下さい。
・入場の際は不織布マスクをご着用ください。
・検温で 37.5℃以上の方は入場をお断りさせていただきます。
・ベビーカーなど、大きな手荷物の預かりに関しては受付スタッフにご相談ください。
・入場が混み合ったときは、入場制限をさせていただく場合があります。その際、前売り券をお

持ちの方は特典として、優先的にご案内させていただきます。 
・各種展示物には触れないでください。（触れてよいものは表示があります）
・撮影可能なエリアにおいてイベントの様子を撮影した写真や映像、音声のインターネット上へ

の公開は、被写体の方などに承諾を得た上で行ってください。
・イベントステージは各回完全入れ替え制です。会場では係の指示に従ってください。 
・期間中、事務局、取材メディアによる写真や動画撮影があります。撮影したものは事務局の

宣伝広告や各メディアの記事として、印刷物や WEB 等で掲載、配信される場合があります
のであらかじめご了承ください。

・地震または災害が発生した場合には入場者の安全確認を優先し、催事を一時中断させていた
だくことがあります。避難が必要な場合は、アナウンスや係の指示に従って落ち着いて行動し
てください。

各会場での注意事項

5月 27日（金）19 時より動画配信決定！
東京キモノショー 2022 プレイベント

宝仙学園高等学校女子部 /ReguLu’s
振袖で躍動感触れるダンス

「ネオ・レトロ・トーキョー」

光の三原色をテーマに、東京・レトロ・現代を掛け合わせた、新しいきものの表現を追求。
振袖モデル 30名を含む、50名の現役女子高生による着物パフォーマンス
■ Director ：福澤海音（動画は東京キモノショーのウエブサイトからご覧になれます）

■ 協賛：ジョイフル恵利
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