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2015きものサローネ in 日本橋

「きものマルシェ＆ワークショップ」

10月7水8木9金
 YUITO日本橋室町野村ビル
 5F・6F
 7日・ 8日・ 9日/ 11: 00～20:00
 《 入場無料 》

「きもの企画展 ＆ SHOW」
10月9金10 土
日本橋三井ホールCOREDO室町1 
 5F （入口4F ）
 9日/12:00～17:30・10日/11:00～19:00
 《 2Days共通チケット》前売り1,000円／当日1,200円

「きものNight 」 

8 木   【第一夜】 Classic Night 
　　　　 18:00～22: 00 

9 金   【第二夜】 Club Night 　　　　 18: 00～23 : 00  
 日本橋三井ホールCOREDO室町1  5F （入口4F）
  《 1 Night》 前売り4,000円／当日4,500円
                      「ワンドリンク付き」
 

きものサローネ in 日本橋 実行委員会　東京都日本橋人形町3- 4 - 7 三勝株式会社 内 TEL.03-3661-8859（平日10:00～16:00） 会場へのアクセス ▶東京メトロ銀座線・半蔵門線「三越前駅」直結▶東京メトロ銀座線・東西線・都営浅草線「日本橋駅」より徒歩5分▶JR総武線 快速・横須賀線「新日本橋駅」直結

主催 ： きものサローネ in 日本橋 実行委員会　後援：東京織物卸商業組合／京都織物卸商業組合／西陣織工業組合／名古屋織物卸商業組合／経済産業省（一部イベント・申請中）／京都府
会場協力：日本橋三井ホール／野村コンファレンスプラザ／一般社団法人日本橋室町エリアマネジメント　特別後援：三井不動産株式会社／野村不動産株式会社　
Creative Director 丸山泰道／Art Director 清水肇／企画編集 北島千春／Writer 西端真矢  《表紙撮影》 Photographer ZIGEN／Hair MATSUKAZ／Make 松井みどり／Model 奥村ふみ（左）・佐東枝莉（右）／衣裳協力：コシラエル（傘）
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10月8木9金10土企画展「きもの100体スタイリズム」 江戸桜通り地下歩道（日本橋案内所前）
8日/12:00～21:00・9日/10:00～21:00・10日/10:00～19:00

「きものマルシェ＆ワークショップ」
（各種販売ブース／講座ワークショップ） 《入場無料》
YUITO日本橋室町野村ビル 5F・6F

【チケット販売について】

企画展「きもの100体スタイリズム」
江戸桜通り地下歩道 （日本橋案内所前）  《入場無料》

「きものNight 」
日本橋三井ホールCOREDO室町1 5F（入口4F）
 《 1Nightチケット（各）》前売り4,000円／当日4,500円
「ワンドリンク付き」

「きもの企画展 ＆ SHOW」
日本橋三井ホールCOREDO室町1 5F（入口4F）
 《 2Days共通チケット》前売り1,000円／当日1,200円

Schedule & Information

10月 7（水）  8（木）  9（金）  10（土）
11~20
◆

11~20
◆

11~20
◆

12~21
◆

10~21
◆

18~22
◆

18~23

Classic Club
◆

12~1730
◆

11~19
◆

10~19
◆

【メンバー一覧】▶井上良平（和太鼓・三味線）▶井上公平（和太鼓・三味線・笛）▶尾上秀樹（中棹三味線）▶石垣秀基（尺八）▶秀～HIDE～（鳴物）▶市川慎（箏）▶山田路子（篠笛）▶山野安珠美（箏）

AUN J CLASSIC ORCHESTRA 「きものサローネ オフィシャルミュージシャン」

和太鼓、三味線、箏、尺八、篠笛、鳴り物。第一
線で活躍する一流邦楽奏者8人による注目の
ユニット「AUN J クラシック・オーケストラ」が、
サローネを音楽でサポートします。9日（金）の
「きものNight第二夜＜Club Night＞」のス
テージには選抜メンバーが駆けつけ、古い踊
り唄をポップにアレンジした新作を披露（P5
参照）。また、会期中はサローネ公式ミュージッ
クとしてAUN Jの楽曲がCOREDO、YUITO
の各会場に流れ、CDもご購入頂けます。

期間：10月7日（水）～27日（火）   

【 きもの大集合写真 】  参加者募集！
日本橋の橋の上で大集合写真を撮影。当日きもの姿でご参加いただける方を大募集！

参加ご希望の方は、下記の受付場所に直接お越しください。参加者には記念品を贈呈いたします。
日時：10月25日（日） ※小雨決行

開催時間は追ってHPで発表いたします。
会場：日本橋橋上

主催：TOKYO KIMONO WEEK実行委員会／三井不動産株式会社

※撮影したデータは後日「まち日本橋」よりダウンロードしていただけます。
※雨天時の開催の有無は、当日8：00に「まち日本橋」ホームページにてお知らせいたします。

www.nihonbashi-tokyo.jp

有料チケットは、以下の7つの店舗や窓口にてご購入いただけます。

①日本橋案内所（COREDO室町1  地下1階） ②セブン-イレブン店舗 ③サークルK・サンクス店舗 ④ぴあのお店
⑤チケットぴあ（pia.jp/t  電話0570-02-9999） ⑥ファミリーマート店舗 ⑦Peatix（ peatix.com ）

※①は受付スタッフにお声掛けください。
※②～⑤の窓口では「チケットぴあ」発行のPコードまたはイベント名で検索・購入ができます。
※⑥⑦の窓口ではイベント名で検索・購入ができます。

【公式ホームページ】

http://kimono-salone.com/

きもの、いきもの

BISTRO DE NONKI［洋食・西洋料理］
日本橋1-8-5／03-3271-8812
リーズナブルで家庭的な雰囲気が魅力
のダイニングバー。デザートサービス

喜代川 ［うなぎ］
日本橋小網町10-5／03-3666-3197
江戸風情が残る趣き深い木造家屋で愉
しむ代々受け継がれてきた味。お食事さ
れた方に、オリジナル手拭いプレゼント

日本橋 和紙 はいばら ［和紙］
日本橋2-7-1／03-3272-3801
文化3年創業の和紙舗。職人による手仕
事で作られた良質な和紙や、木版摺りの
金封、オリジナルデザインの千代紙等を
通じて「和紙のある生活」を提供。ご来店
の方に、秋柄の葉書1枚プレゼント

パレスホテル東京 ［ラウンジ］
丸の内1-1-1／03-3211-5211
1階ロビーラウンジ「ザ パレス ラウンジ」
でアフタヌーンティーを注文すると特製
スイーツをプレゼント。きものデザイ
ナー斉藤上太郎氏とのコラボレーション
メニューも。（きもの姿の方限定・チケッ
ト対象外／10月1日～20日まで）

その他の対象店舗
にんべん日本橋本店［鰹節・調味料］で
のお買物が5％OFF（対象外商品あり）
など、「COREDO室町1・2・3」「日本橋三
井タワー」「COREDO日本橋」内合計76
の対象店舗にて、お得な限定サービス
やプレゼントをご用意しております。是
非ご利用ください。詳しくはWEBで：
kimono-salone.com/campaign/

きもの姿でのご来店、またはきものサローネ各種チケット半券提示で、お得な特典が受けられます。「 日本橋きものサローネ特典 」10/7（水）～10/10（土）

竺仙 ［浴衣・江戸小紋・手拭い］
日本橋小舟町2-3／03-5202-0991
「志ぶい物の総本家本元」として明治の
書物「東京名物志」でも紹介された老舗
店。税別3,000円以上お買上げの方に竺
仙の「おふきん」をプレゼント

伊場仙 ［扇子・うちわ］
日本橋小舟町4-1／03-3664-9261
江戸後期よりうちわ浮世絵を扱い、初代
豊国、国芳、広重などの版元「伊場屋」と
して広く知られた。歌舞伎柄ポチ袋来店
プレゼント／全商品10％OFF

日本橋 舟寿し ［寿し割烹・ふぐ料理］
日本橋小舟町11-2／03-3661-4569
伝統を受け継ぐ本格江戸前寿司。継ぎ足
しの秘伝のたれを使用した、穴子握りも
おすすめ。ディナータイムに生ビール1杯
サービス（同伴者3名様まで含む）

てん茂 ［天ぷら］
日本橋本町4-1-3／03-3241-7035
明治18年創業、120年継承しつづけた胡
麻油で揚げる江戸前の味。佇まいも美し
いミシュラン1つ星店。お食事を召しあが
られた方に手拭いプレゼント

日本橋 蛇の市本店 ［寿司］
日本橋室町1-6-7／03-3241-3566
店の名付け親、文豪志賀直哉も愛した伝
統の江戸前鮨。屋台の創業当時から継ぎ
足し続けた煮詰めで食べる穴子が名物。
日本酒1杯サービス

らいん ［カレー・海鮮料理］
日本橋室町1-11-2／03-3279-5084
昼はカレー店、夜は海鮮居酒屋となる、
昭和レトロな喫茶店風のお店。夜もカ
レーあり。カレー100円引き

三重テラス ［イタリアン］
日本橋室町2-4-1／03-5542-1030
三重県を知る。味わう。体感する。三重の
豊富な海・山・里の旬の幸を、食材の良さ
を活かすイタリアンスタイルで。お好き
な三重地酒1杯サービス

WA亭 池うえ ［海鮮料理］
日本橋室町1-11-15／03-3231-4919
路地裏にひっそりと佇む、旬の鮮魚と美
味い酒が相性抜群の創作和食ダイニン
グ。指定のドリンク1杯サービス

レストラン桂 ［洋食］
日本橋室町1-13-7／03-3241-4922
創業から半世紀。どこか懐かしい雰囲気
の空間で、正統派の洋食が気軽に楽しめ
る。食後のコーヒー/紅茶をサービス

       開催日程     　　　　　　　　  イベント名　　　　　　　　         Pコード  　    前売料金  　 　　   通常料金         　
10/8             　     きものサローネin日本橋　きもの Night 第一夜　      630349　　前売 4,000円　　当日販売 4,500円
10/9             　     きものサローネin日本橋　きもの Night 第二夜　     630348　　前売 4,000円　　当日販売 4,500円
10/9～10/10     きものサローネin日本橋　きもの企画展&SHOW　  989827　　前売 1,000円　　当日販売 1,200円

→ 公式サイトで8月20日よりオトクな情報を更新開始！
kimono-salone.com

この秋、AUN J は、フランスのボサノバ歌手クレモンティー
ヌと共作するCD『JAPON』（発売：KADOKAWA）を、10月
14日（木）に発売予定。『桃太郎』『よさこい』『どんぱん節』
など日本の民謡、童謡を和楽器で演奏。クレモンティーヌ
がフランス語で歌います。
10月12日（月祝）には、 「鎌倉和の音祭り」に出演（鎌倉宮薪
能特設ステージ）、11月4日（水）には、「クレモンティーヌ 
meets AUN J CLASSIC ORCHESTRA全国ツアー」東京公演
（東京竹橋NEW PIER HALL）が決定。
詳細は公式サイトaunj.jpをご覧ください。

1P = 280×420
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年、「小島慶子のきもの修行」を上梓した小島慶
子さん。25歳からきものを始め、途中出産を挟
みながら2年に1枚のペースできものを誂えて

来た軌跡が記されています。

サローネ（以下、S）―今日は小島さんに、“きものでぶれ
ない”秘訣を教えて頂こうと思ってやって来ました。
と言うのも、「きもの修行」を拝読して印象に残ったのが、
小島さんが一枚一枚揃えて行った5枚のきものと6本の帯
が、しっかりとリンクし合っていることなんですよね。その
結果、それほど枚数がある訳ではないのに、コーディネート
の数には広がりがある。この秘訣は何なのだろうと考えた
時、小島さんが絶対にぶれないこと。常に自分の趣味を
貫いているところが鍵なんじゃないかと思ったんです。
小島―ありがとうございます。きものって、いざ始めよ
うとすると、色々な情報がついて来ますよね。「若いのにこ
れじゃ地味よ」とか「緑と金とオレンジ、こういう組み合わ
せがきものの色なのよ」とか。でも、そういうことを気にす
る必要はないと思うんです。
S―いかにもきもの通な方に言われたりすると、そうか
なあとついつい聞いてしまいますよね。
小島―そこをぐっと跳ね返して、ご自分の洋服のクロー
ゼットを眺めてみるといいと思うんです。そうすると、
「私ってモノトーンが好きなんだな」とか、「柄物が好きな
んだ」とか、自分の好きなものがはっきりと見えて来ます
よね。それをそのままきものでも貫き通せばいいと思うん
です。きものだからと言って変える必要はない。
だって、「きものだからこうしなきゃ」と言い聞かせて無理
に自分の好みじゃないものを着ても、全然気分が高揚しな
いですよね。それじゃあ、何のためにきものを着ているん
だろう？

「
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き
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Interview 

今

特別な日のかしこまったきものではなく、デイリー
に楽しむきもの。そんなカジュアルきものスタイル
にふさわしいきものや帯、履き物、和装小物のブラ
ンド47店が大集合。モダンきものスタイルブランド
や、ここでしか会えない知る人ぞ知る実力工房も顔
を揃えます。

染めと織りの国、日本。全国各地で独自の布が作ら
れています。今年のきものマルシェには、北から、新
潟の小千谷縮、石川の牛首紬、近江の近江上布、丹
後の丹後ちりめんと染め工房、福岡の博多織、奄美
大島の大島紬工房が参加。作り手と直接会話を交
わし、その布に触れるチャンスです。

日々愉しむきもの

産地のきもの

京都、西陣から、今年は14のきもの商と帯匠が参
加。華麗な袋帯からモダンな名古屋帯、お召、染め
着尺まで、京都の今をご覧ください。また、京都府
知事より伝統工芸に優れた技術を持つと認定を受
けた名工と若手職人の作品を展示する「京の名工」
展（P1参照）も開催します。

京都・西陣

340年の歴史を誇る老舗「日本橋三越」が送るきも
のセレクトショップ、「華むすび」。三越らしい上品さ
をたたえつつ今の時代にふさわしい、スタイリッ
シュなきものスタイルを提案しています。きもの女
子注目の大人かわいいきものスタイルを、この機会
にぜひチェックください。

きもの下着、着付け学院、しみ抜きや染め替えなど
お手入れ専門店、和裁所による和裁実演、きもの美
術館…お仕立てからメンテナンス、学びまで、きも
の周りのさまざまな悩みと好奇心に応える専門店
街登場です。今より一歩便利で楽しいきもの生活
を、プロフェッショナルがお手伝いします。

近年静かなブームがきざしつつある、男性きもの。
もちろんサローネも男性きものを応援します！上質
なおしゃれ着からカジュアルデニムきものスタイル
まで、幅広いラインナップの男きものブランドが集
結。これからきものを始めたい方にも、丁寧にアドバ
イスします。

男きもの

ゼロから始める
小島慶子のきもの修行

◀「初釡用に色無地を」「気軽に着られる小紋がほし
い」「結婚を機にしっかりとした訪問着を」‥と、毎
回違った目的をもって誂えた小島さんのきものと
帯。そのそれぞれが見事に相性良く、新しいコー
ディネートを生み出していることが分かります。

25歳で茶道の稽古を復活したことをきっか
けにきものに魅せられた小島さんが、「青山 
八木」の八木夫妻に手ほどきを受けながら、
2年に1枚ずつ揃えて行ったきものと帯。洗
練された趣味で統一され、それぞれの帯と
きものが見事にリンクし合うお誂えの歩み
は、これからきものを始めたい人への絶好
の入門書となっています。

Profile
小島慶子さん  Keiko Kojima

1972年オーストラリア生まれ。95年TBS入社。テレビ、ラジオで活躍し、
99年にはギャラクシーDJパーソナリティ賞を受賞した。2010年退社。
エッセイストとしても人気を博し、本年は初の小説『わたしの神様』（幻冬
舎）を上梓した。14年よりオーストラリア在住。2人の男児の母でもある。
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「きものマルシェ＆ワークショップ」 10 / 7（水）8（木）9（金）
YUITO日本橋室町野村ビル 5F・6F
11:00～20:00 《 入場無料 》

10 / 7（水）～9（金）　YUITO日本橋室町野村ビル 5F

日々愉しむきもの

産地のきもの

京都・西陣 

男きもの

京の名工展

着姿応援コーナー

日本橋三越「華むすび」

三勝（株）
京都小泉（株）
京のきもの処  杉達
新装大橋
るるん
銀座いち利
榎本（株）
（有）静昇
前橋  小川屋
（株）遊禅庵  WA・KKA
（株）きものブレイン
きもの英
モダン着物小物 梅屋
和布工房アトリエ  Rin
大友千里デザイン（株）
いまりえガラス帯留め
染工房  たかとり
花ずみ工房
菱屋カレンブロッソ
木村卯兵衛（株）西陣iroha
アトリエNOBU
手しごとや
七宝焼kimito
桜居せいこ
ろっこや
Kaonn  ー日音衣ー
ゑびす足袋  本舗
染めもの 中野 ＆ アトリエつみき
花邑
東京友禅研究会
（株）勝矢和裁
赤猫家 + Vetro di Kikko
酒落水引
円山ガラス工房
（有）橋本漆芸
sakimono
Rim
和キッチュ＆ペタコの富士商会
オリジナルコットンパールアクセサリー MIZUHO
（株）三才
藤岡組紐店
風呂敷専門店  唐草屋
（株）岩佐
かぐらざか時間
アトリエ・Kinami
HARUぞうりとキモノコモノ屋
神田胡蝶

西脇商店（小千谷縮・越後上布）
ワンズベスト（大島紬・琉球染織）
奄美島絹推進協議会
牛首紬  大門屋
黒木織物（博多織）
小林染工房（丹後）
柴田織物（丹後ちりめん）
大西新之助商店（近江上布）

56～69（50音順／当日のブース番号とは異なります）
（株）あだち
五十嵐織物（株）
今河織物（株）
（株）梅垣織物
おおば
岡文織物（株）
（株）清原織物
佐藤織物（株）
とみや織物㈱（株）
（有）中村源織物
西陣 田中伝
（株）西陣まいづる・きもの鶴　
（株）桝屋髙尾
（株）都

日本橋三越 コーナー

公益財団法人三枝きもの資料館
（有）たかはし
前結び宗家きの和装学院
（有）京弥
きもの紅輪
きものおたすけくらぶ
（株）勝矢和裁

ベルカッシオ with 季織苑工房
服部織物（株）
シルフィード（有）

京の名工展（京都府、京都府匠会）
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きものと和のワークショップ & トークショー 
ワークショップ

「きものと和のワークショップ＆トークショー」の開催日・開催時間の詳細、事前予約申し込みは、きものサローネ公式サイトをご覧ください。

kimono-salone.com

トークショー
きものや和文化を楽しむ体験型ワークショップを開催します。手描き友
禅・型染め・七宝焼き体験、日本橋三越「華むすび」×「サラサデサラサ」
presents「裏千家教授伊丹宗友先生による美味しい抹茶の点て方＆美
しく見えるいただき方」講座、香作家竹中まやさんの「オリジナル香作り」
ワークショップ、出雲より来場「めのうの店川島」の「勾玉で作るオリジナ

ル羽織紐･ブレスレット」
ワークショップ、日本酒を4
タイプに分け、その特長と
相性の良いお料理につい
て学ぶ「沢の鶴」presents
「日本酒利き酒講座」など
盛りだくさん。この他にも
まだまだ企画中です！

▲友禅染めの名工･内田武憲さんが木蓮と
藤の花を描いた中振り袖、銘『里山』。木蓮は
本来紫や黄の落ち着いた色合いの花を咲か
せますが、内田さんは敢えて白色と赤系統
の染料を用い、鮮やかに仕上げています。

◀
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▲竹工芸の名工・石田
正一さんによる花籠。
中央部と底部で編み方
を変えた上、ずらしな
がら五重にした立体感
が際立ちます。

◀祇園祭の鉾や飛騨高山祭の山車を華やか
に飾る、京飾り房。見事に房先整う名工･岡本
宏一さんの作品は、その房に均等にかけられ
た美しい撚りや、二重頭仕様によってかもし
出される重厚な雰囲気が見どころです。

◀京陶人形の名工、小田晋二
さん。熟練の技術で胡粉を塗
り重ね、人形の肌に繊細な質
感を生み出しています。

▲仏具蒔絵期待の若手職人とし
て「京もの認定工芸士」に認定さ
れた、望月知沙子さん。鱗部分一
つ一つに描き割りという精妙な
技法を用い、鯉の躍動感を見事
に表現しています。

▼正に京焼･清水焼の王道と
呼ぶにふさわしい華やかな色
彩。陶画の名工・上山善行さん
による水指は、本年の琳派400
年にちなみ、俵屋宗達の国宝
『風神雷神図』を描いています。

京の名工展
先人から連綿と受け継がれてきた京都の伝統工芸品。その中
でも京都府知事から優れた技術を持つと認定された「京の名
工」と、若手の「京もの認定工芸士」。 
その作品が一堂に会する「京の名工展」を、この度初めて東京
で開催いたします。職人による実演や、列品解説も行います。 
西陣織や京友禅、京焼・清水焼、京漆器など伝統の技を活かし
た京都の職人たちの作品をこの機会にぜひご覧ください。

着姿応援コーナー
《仕立・悉皆・着付・下着》

日本橋三越「華むすび」

1 2

きものの楽しさときものから広がるあれこれについて語る、一味違うトー
クショーも盛りだくさん。きものマルシェにも出店の足袋店「ゑびす足袋 

本舗」店主白記澄子さんと着付け師吉澤
暁子さんが、意外と知らない足袋に関す
るあれこれを語るトークショーや、書家秋
葉生白先生の「きもののチカラ」では、日
本文化の通人である先生が、きものをめ
ぐる不思議な縁とチカラをテーマに楽し
く深いお話を。きものloverの憧れ、着付
けの笹島寿美先生による「きものに宿る
七つの得（徳）」では、きものの楽しさと着
続けることで訪れる内面の成長につい
て、心に迫るお話を頂きます。

S―本当ですね。そして、そうやって自分の「好き」を貫き
通せば、一枚一枚別々に買い足して行ったきものと帯に
も、おのずと互換性が出て来る、と。
小島―そう思います。やっぱり自分が好きなもの同士っ
て、どこかに共通性があるんですよね。だから、「この大好
きな小紋に合わせて」と買った大好きな帯が、別の大好き
なきものにも合って来る。
気持ちがぐらついた時は、原点に戻って、クローゼットを
眺めてほしいですね。それが結局一番合理的な、賢いきも
のの揃え方になって行くと思います。

S―そんな小島さんは、今、どんなきものにときめいてい
らっしゃいますか？
小島―この夏には淡いラベンダー色の小千谷縮を誂え
て楽しみました。これからは、単衣の付下げを作りたいな
と思っています。今はオーストラリア住まいなのですが、
次男が中学生になったら、友人夫妻と大人だけで夜の会
食、なんていう機会も出て来ると思います。そんな時に着
て行けたらいいですね。実は、今、ちょっと心惹かれている
反物があるんですよ。グレイッシュなぼかしに大げさじゃ
ない刺繍が入ったもので‥
S―わあ、素敵‥また新しいきもの姿の小島さんのお姿
を拝見する機会を楽しみにしています。
小島さんの賢いきものの揃え方とコーディネートの全貌は、
「はじめて、キモノ展」（P4参照）にて展示します。 講座

ワークショップ
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講談社  著者：小島慶子  監修：青山八木

1

《仕立・悉皆・着付・下着》

笹島寿美先生

▼京漆器の名工・大家忠弘さんによる『渚之
図盤』は、焼き物の織部焼に見られる青緑色
を漆で表現した意欲的な作品です。波の白
は白漆で描き、上から織部焼の釉薬に似た
質感の漆が塗られています。
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「きもの企画展 & SHOW」
10 / 9（金）10（土）
日本橋三井ホールCOREDO室町1  5F （入口4F）
 9日/12:00～17:30・10日/11:00～19: 00
 《 2Days共通チケット》 前売り1,000円／当日1,200円

FASHION EXHIBITION & SHOW
日本橋三井ホールCOREDO室町 1 

「きものカフェ」
大伝馬町のきまぐれ雑貨屋兼食堂
「DALIA」で生まれた、鰹節専門店
「にんべん」のだしを使ったポップ
コーン。ふだんはなかなかお目に
かかれない、知る人ぞ知る通の味
を、特別にお求めいただけます。デ
イタイムは日本橋の人気店が作る
特別なお弁当が、ナイトタイムに
は「日本橋 蛇の市」のお寿司や、日
本酒が並びます（P5参照）。

「きもの書房開店！」
アート、哲学、文学、旅の本..個性的な棚作りで東京中の本の目利き
から支持を集める「タロー書房」。ふだん店を構えるCOREDO室町1
地下1Fからサローネ会場へと出張して、2日間だけのきもの書房を
開店します！きもの雑誌『月刊アレコレ』
編集長細野美也子さんのお薦めきもの本
コーナーも併設。きものに関するエッセ
イ、小説、織り・染め・模様の知識を深める
本、染織作家の作品集、着付け本、サローネ
出演者に関連する本など、こだわりのライ
ンナップをお楽しみください。

「きものレンタル」
きものをレンタルして、日本橋をきもの散歩してみま
せんか？日本橋の着付け教室「花影きもの塾」が着付け
を担当。開場時間いっぱいお荷物もお預かりします。

受付時間（20分刻み）  :  9日(金)13:00 ～16:40
　　　　　　　　　   10日(土)11: 00～13:40
料金 : 税込3,000円

【ご予約・お問い合わせ】
メール：  smile@hanakagejyuku.jp
電話  :   0120 - 87 - 3932（花影きもの塾・須田）
＊詳細はきものサローネ公式サイトにて：　kimono-salone.com
＊花影きもの塾ホームページ  ：  hanakagejyuku.jp

サローネSHOWスタイル展示
ステージ出演者やブランドのきものスタイル
を、展示します。

＊米沢織きものコレクション
＊IMAGINE ONEWORLD （9日のみ）
＊花影きもの塾　母娘の七五三きもの
＊TOKYO KIMONO COLLECTION  室華風  津室伸吾
＊TOKYO KIMONO COLLECTION  JOTARO SAITO
＊横森美奈子
＊Wafure 尾上博美
＊大友千里

【5つの常設展示】

入口
五代田畑喜八名品展
チケット受付
ジュサブロー人形展示
IMAGINE ONEWORLD（9日のみ）
きものレンタル
ステージ出演者紹介
きものコンシェルジュ
はじめて、キモノ展
小林鷹舞妓写真展
伊藤佐智子 息づく、きもの展
きもの書房
きものカフェ
ステージ
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Photographer 小林鷹 Taka Kobayashi
Prof  ile
1951年静岡県生まれ。74年渡
米。以後、ファッション、ビュー
ティー、広告の領域で第一人者
として活躍する。NYフェスティバ
ル、ロンドン国際広告賞など受
賞多数。和の花のはかなくも凛
とした美しさをとらえた「わば
な」シリーズなど、日本美にフォー
カスした作品でも名高い。

江戸時代より織り物の街として栄えた、山形県米沢市。今も
多彩な織りの技術が息づいています。そんな米沢織を代表
する12の工房が、サローネに登場。紅花紬、米琉紬、男物袴、
八寸名古屋帯、おしゃれコート…最新作がランウェイを飾る

とともに、明治から現
代まで、米沢から生ま
れたきものスタイル
を再現。米沢の過去
と今を一望するコレ
クションです。

ファッションSHOW米沢織
9（金）12 :30～13:00

IMAGINE ONEWORLD KIMONO SHOW
世界の眼が日本に集まる2020年に向け、世界196カ国をイ
メージした“196着のきもの×帯”を制作。世界の平和を願う
壮大なプロジェクト、「IMAGINE ONEWORLD KIMONO 
PROJECT」。制作には全国の染め織りの名工が当たり、今回
のショーで初めて、制作済みの12カ国のKIMONOが一堂に会
します。新たに完成したア
メリカ、イタリア、インドなどの
KIMONOが揃う華やかな
ショーをお楽しみください。

IMAGINE  ONEWORLD
10（土）11:45～12: 15

3万円でもできるおしゃれコーディネート
この秋、初のきもの本を上梓するファッションデザイナー横森
美奈子さん。きものはリサイクル
やヤフオクでいつも3万円以下で
ゲット。和洋の色柄を取り入れた
自在なカラーコーディネートは、ブ
ログなどで多くのきもの女子に刺
激を与えて来ました。その手の内
を実例写真とともに公開する、必
見必聴のトークショーです。

横森美奈子トークショー
10（土）15:45～16 : 30

40代女性のポータルサイト“Peary Terrace”からスピンアウ
トした7人のカリスマチーム“the SEVEN”が、“きもの100体
スタイリズム（P6参照）”ベスト７スタイルをまとってランウェ
イへ。その姿にフォトグラファー小林鷹がポーズをつけるめ
くるめくフォト
セッションが、
スクリーンへと
ダイレクトに映
し出されます。

小林鷹×the SEVEN×
100体ベストスタイル 7

10（土）18:00～18:45

きものの未来を作るのは、10代、20代の若い世代。サローネは
今年、学生によるきものデザインコンテストを開催し、きものの
未来を担う若い世代を応援します。
文化学園の学生スタッフが中心と
なってコンテストの運営を行う、全
てがフレッシュな試み。10月9日、そ
の公開審査では著名審査員による
公開討論を通じ、副賞「東京／京都
の染織工房見学旅行」などが授与
される優秀作品を決定します。

学生デザインコンテスト審査会
9（金）16 :00～17: 30

伊藤佐智子トークショー
9（金）14 : 30～15: 30

「伊藤佐智子 息づく、きもの展」（P4参照）を更に深く楽しむ
ためのトークショー。誰にも真似出来ない伊藤さんならでは
の“きもの×帯”“きもの×半衿”の色合わせと柄合わせ、帯
留や衿留などの小物使い、各国
を旅して集めたテキスタイルコ
レクションのきものへの取り入
れ方…自由に広がるきものお
しゃれの真髄を、伊藤さん自ら
がスライドショーで語り尽くす
贅沢なひと時です。

はじめて、キモノ展
「きものに興味はあるけれど、どこから手をつけたらいいの
か分からない」「自分に合った始め方を知りたい」‥そんな
疑問に応える企画展です。
プログラムは、「タイプ別始め方チャート」「木綿VSポリエス
テル、どちらが優秀？」「プレタVSお仕立て、どちらで作る？」
「リサイクルきもの活用術」「きものの下着と襦袢大図鑑」「自
分サイズを知ろう！」「お手入れ何でも相談」「首都圏着付け
教室情報ステーション」と盛りだくさん。少ない枚数でも着
回しがきく賢いきものの揃え方を小島慶子さんが指南する
パネル展も開催します。また、会場入口には、きものを知り尽
くした“きものコンシェルジュ”が常駐。きものに関するどん
な小さなことでも、直接ご相談に乗ります。

伊藤佐智子 息づく、きもの展

小林鷹写真展“うつやか、舞妓の美” ジュサブロー人形展

90年代より独自の美意識に貫かれた作品群を発表、きもの

界に新風を吹き込んで来た「JOTARO SAITO」。2015年

秋のコレクションは“TIMELESS”

をテーマに、全作小紋の新作で

展開します。数百年、数千年の時

を経ても色褪せない意匠、色彩、

技法の数々にデザイナー斉藤上

太郎氏が新たな生命を与える、

カッティングエッジな温故知新の

試みにご期待ください。

T O K Y O
K I M O N O
COLLECTION

10（土）17:00～17:30
JOTARO SAITO

古典を踏まえながら独自の現代スタイルを展開する、京都
「室華風」工房。二代目を継ぐ37歳の若ききものデザイナー
津室伸吾氏は、2015年サローネ
コレクションでは敢えてノー・
テーマ宣言。浮世絵、現代美術、
ふと心惹かれた動物のフォルム
…自身の中に日々蓄積された
発想の芽を自由にきものの上に
花開かせる、意欲的なコレクショ
ンを展開します。
　

T O K Y O
K I M O N O
COLLECTION

10（土）14 :00～14 :30
室華風 津室伸吾

近頃ニュースなきものと言えば、『ヨルタモリ』で宮沢りえさん
がまとうきもの。スタイリングを担当する伊藤佐智子さんはきも
の/洋服を問わず、数々の映画、CM、舞台の
衣装を手がけて来ました。その伊藤さんが提
案する、今、現在のきもの。タイムカプセルに
閉じ込められてしまったきものではなく、今、
2010年代の生活スタイルの中で、現在進行形
で楽しむきものおしゃれをさんざめくトルソー
群で展示します。
はっとする半衿使いや海外のファブリックを
使った帯、きものならではの色合わせ、帯留・
衿留にしのばせるおしゃれ心…ブラウン管の

江戸時代文政年間より、京都公家、武家の名門女性の衣裳
を手掛けて来た田畑家。代々お客様を“華主”と呼び、古裂
のコレクションでも名高く、三代田畑喜八は染織作家とし
て初めて人間国宝の指定を受けました。そんな染色の名門
田畑家の当代、五代田畑喜八氏は、江戸時代初期に開発さ
れた糊防染の藍染め技法“茶屋辻染め”の再現で名高く、現
代染色界の頂点に立つ存
在です。サローネではその
五代田畑氏の茶屋辻作品
をはじめ、上村松園の名画
をモチーフとした友禅染
め作品など、逸品きものを
展示します。現代最高峰の
名匠の手になる、格調高い
美の世界をご堪能ください。

京都祇園にて、まだあどけなさの残る少女期から厳しく芸の
道に励む、舞妓。夜、お座敷で見せる華やかな姿の背後に
は、昼の時間、日本舞踊、茶道、華道‥日本女性のたしなみ
のすべてを身につける厳しい修練の時があります。この、少
女から大人へと、芸妓として
一本立ちするまでの五年の
移りゆきを、一人の舞妓、小
扇（こせん）を通じ、小林鷹
氏のレンズが追い続けまし
た。“うつやか”とは京都の
言葉で、“美しい”の意。舞妓
がまとうきもの、化粧、髪飾
り、そして美しい所作を通
じ、日本女性の究極の美の
形に触れる写真展です。

五代田畑喜八名品展
日本を代表する人形作家、辻村
寿三郎さん。その作品の多くは日
本の物語や故事に由来し、八百
屋お七、淀君、武田信玄、里見八
犬伝、吉原の花魁、「たけくらべ」
の美登利‥人々の心の奥底に眠
る薄幸の美女や英雄たちのイ
メージが迫真の表情を持った人
形となって立ち現われ、深く心を
揺さぶられます。また、きもの好き
なら、人形たちがまとう衣装にも注
目したいところ。きもの作家でもある寿三郎さんは貴重な縮
緬布や古裂を惜しげもなく人形たちにまとわせ、その帯ときも
のの取り合わせや色合わせの妙は、伝統的なきものの美意
識を完璧に再現しています。

12:30　　　  13:30　　　 14:30 　  16:00     　　  11:45           12:45　 　 14:00　　    14:50          15:45　      17:00　        18:00

★ 12:30~30min.

ファッションSHOW
米沢織

★ 14:30~1h.

伊藤佐智子
トークショー

★ 13:30~30min.

大久保信子
トークショー

★ 16:00~90min.

学生デザイン
コンテスト審査会

★ 14:50~30min.

吉澤暁子
帯結び実演

★ 11:45~30min.

IMAGINE
ONEWORLD

★ 12:45~45min.

花影きもの塾 
着付けSHOW

★ 15:45~45min.

横森美奈子
トークショー

★ 18:00~45min.

小林鷹×the SEVEN
100体ベストスタイル7

★ 14:00~30min.

室華風 津室伸吾
ファッションSHOW

★ 17:00~30min.

JOTARO SAITO
ファッションSHOW

10（土）Day Event Schedule9（金）Day Event Schedule

～どなたでもきもの美人になれるヒミツ～
簡単･おしゃれに着られる着付けで、きものloverに絶大な人気
を誇る大久保信子先生。「年令とともに
変化する女性の体型を、着付けによっ
て美に変えられるのがきものの魅力」
と、今年のサローネでは“年令にふさわ
しいきものの着方”を手ほどき。実際に
様々な体型のモデルを前に、帯幅、衣紋
の抜き方、衿の見せ方…少しの工夫で
ぐっと素敵に見える着方を指南します。

大久保信子トークショー
9（金）13 :30～14 :00

10（土）12: 45～13:30
花影きもの塾 着付けSHOW
きもの語り～女の一生～
日本橋で30年の実績を持つきも
の教室「花影きもの塾」が、お宮参
り、七五三から婚礼衣装まで人生
の節目を彩る様々なきものシーン
の装いを披露。特に婚礼衣装は、
白無垢の着付けと黒引き振り袖
のヘアアレンジを実演します。大
切な人生の通過儀礼に見る「きも
のの美」をご堪能ください。

3 4

帯結びの悩みあれこれ解決編！
大阪、東京できもの教室を主宰する吉澤暁子さん。骨格や
人の体の動きに着目しながら、
簡単、きれい、苦しくない着付け
を目指すメソッドが評判です。そ
の吉澤さんが、着付けの最大の
難関、帯結びの悩みに答えるミニ
講座。初心者も中級者も気になる
ポイントを、帯結びの実演付きで
しっかりと解説します。

10（土）14 : 50～15: 20
吉澤暁子 帯結び実演
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プレス席
テクニカルブース

展示協力：京都「小布紗屋」

＊IMAGINE ONEWORLD作品は、9日に会場展示も行います（P4参照）＊着付・メイク協力：資生堂美容技術専門学校

＊着付け・スタイリング：花影きもの塾

COREDO 室町1
4F MAP. 2

COREDO 室町1
5F MAP. 4

5F MAP. 6 5F MAP.5&75F MAP. 125F MAP. 13

COREDO 室町1
5F MAP. 11

COREDO 室町1
5F MAP.8 & 9

COREDO 室町15F MAP. 10

MC ： あまや ゆか （9日・10日）

＊写真は昨年のショーより

＊写真は昨年のショーより

※レイアウトは、変更になる
　可能性があります。

向こうにため息をついて眺めた伊藤佐智子スタイルが、目の
前に広がります。

また、まとうだけではなく、きものをインテリアオブ
ジェとして楽しむこと、そして、香炉の上にきもの
を掛け、移り香を楽しむための道具“伏籠”の現代
スタイルも提案。サローネオリジナルの練香をた
きしめて披露します。誰よりも自由に、今を息づく、
伊藤佐智子きものスタイルをお楽しみください。
http:// brucke.co.jp

協力：香研究家 渡辺えり代 / 世界の香文化を研究し、
聞香会やオーダーメイドお香作りを主宰
arts-wellness.com
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「きものNight 」

18:00　　　　　　　　　　19:00　　　　　　　　　　20:00　　　　　　　　　　21:00　　　　　　　　　　22:00

★ 18:35~30min.

土屋アンナ＆土屋眞弓
★ 19:20~30min.

オペラ 川越塔子
★ 20:00~30min.

日本舞踊 尾上博美
★ 20:40~30min.

和泉流狂言 野村万蔵
★ 21:20~30min.

ヴァイオリン 松本蘭

18:00　　　　　　　　19:00　　　　　　　　20:00　　　　　　　　21:00　　　　　　　　22:00　　　　　　　　23:00

★ 20:05~45min.

大友千里×AUN  J 〈Bon-Odori〉
★ 18:35~75min.

湯山玲子トークショー
★ 21:00~45min.

野宮真貴＆DJ noboru ライブ
★ 21:45~
Dr. DJ ATSUKO

大人な夜　をきもので過ごす。古典芸能とクラシック音楽とともに、優雅な時をお過ごしください。

弾ける夜　をきもので過ごす。きものだからってかしこまってばかりいられない―きものでダンスナイト！

「土屋アンナ＆土屋眞弓
 アンナとママのきものお喋りタイム」
ファッションリーダー土屋アンナさ
んのママ、土屋眞弓さんは、きものス
タイリスト。少女時代のアンナさん
は折に触れてきものを着せてもら
い、早くからきものに親しんで来ま
した。そんな眞弓さんのきもの好き
は、更にそのお母様ゆずり。祖母―母
―娘、三代にわたるきもの物語を思
い出の一枚一枚とともに振り返りな
がら、きものおしゃれの楽しさを語
りつくす母娘トークショーです。

「川越塔子 トーク＆ミニリサイタル
  オペラ『蝶々夫人』ときもの」
「東大卒のオペラ」歌手という異色の
経歴を持つ、川越塔子さん。東大法学
部卒業後、音大で声楽を学び、名門の
藤原歌劇団に入団。本場イタリアで
更に研鑽を積んだその歌声は3オク
ターブもの声域を誇ります。そんな
華麗な経歴の一方、川越さんは日本
舞踊をたしなみ、日本人としての
ルーツを大切にしています。サロー
ネでは、オペラ歌手の目で見たきも
のや日本文化のお話と、プッチーニ
が薄幸の日本女性を描いたオペラ
『蝶々夫人』を解説。背景を深く理
解した上で川越
さんが華麗なき
もの姿で歌う
『蝶々夫人』のア
リアを楽しむ、極
上のひと時です。
ピアノ伴奏は、細
川智美さん。

「松本蘭 きもので奏でる
  ヴァイオリンミニリサイタル」
大阪国際音楽コンクール第1位入賞、
名古屋フィルハーモニー交響楽団・東
京交響楽団と共演、日本スペイン交
流400周年プログラムでリサイタル公
演‥そんな輝かしい経歴を持つヴァ
イオリニスト松本蘭さんは、2009年度
「ミス着物」。まさに才色兼備を体現
する存在です。リサイタルではきもの
姿で演奏することも多く、“東洋と西洋
の美の融合”として、海外でも熱い賞賛
を集めて来ました。サローネのステー
ジでは、そんな蘭さんのきものを通じ
た国際交流についてトークショーで
振り返りながら、ヴァイオリンの小品
を可憐なきもの姿で奏でます。

「湯山玲子トーク＆DJ きものフェミニズム」
著述家、音楽評論家、クリエイティブディレクターとして、書籍、
広告、イベントプロデュースなど領域横断的に活動。近年では「5
時に夢中」や「スッキリ!!」の辛口トークで、テレビでもファンを
広げている湯山玲子さん。特にその透徹した女性論は、2010年代
の迷える女子・男子の良き指針となっています。
そんな湯山さんは、きものを着て寿
司を握るイベント「美人寿司」を開
催するなど、きものもお好き。グ
ローバル化に格差社会に草食男子
‥混沌とする21世紀のニッポンで
女たちがきものを着ることをめぐ
るあれやこれや、そしてきもの業界
のあれやこれやまで、持ち前の辛口
視線でズバリ斬り倒します。

野宮真貴 きものオシャレライブ
90年代、日本のみならず世界を席巻した伝説のバンド「ピチカー
ト･ファイヴ」。ヨーロッパ、アメリカの音楽＋ファッションコン
シャスな人々を魅了し“ピチカート･マニア”という言葉さえ生ん
だのは、ボーカル野宮真貴さんの抜群のファッションセンスに
よるところも大きかったのでした。そんな野宮さんは、大のきも
の好きでもあります。縞、青海波、熨
斗目など、どっぷりと古典文様のき
ものや帯が21世紀モードに変身す
るそのスタイルは、きもの女子が学
ぶところ大。トップ･ヘアメーク
アップアーティスト冨沢ノボルさ
んのDJに乗せ、きもの姿麗しい野宮
さんのミニライブをお届けします。

10  8 Classic Night 18:00～22:00  第一夜(木) Thursday

(金) Friday10  9 Club Night 18:00～23:00    第二夜

10 / 8（木）9（金）
 8日/18:00～22:00・9日/18:00～23:00
《 1 Night チケット 前売り4,000円／当日4,500円 》
「ワンドリンク付き」

全国のきもの店、メーカー、スタイリスト、デザイナー、着付け
師…きものの目利きたちが100人100様のコーディネートを披
露する人気企画。今年は東京メトロ銀座線改札近くの「江戸桜
通り地下歩道」に会場を移し、日本橋の街を行き交う人々にも
きものの魅力をアピールします。ふだん使いに愉しめるカジュ
アルきものスタイルにフォーカスしてご紹介。是非、あなたの
お気に入りのきものスタイルを見つけてください。

期間中、好きなスタイル3体に投票ください。後日抽選で10名
様に、日本橋料飲組合加盟の約200店舗でご利用いただけるお
食事券5千円分をプレゼントいたします。また、最終日10日
（土）18時からは、上位入賞の7スタイルをカリスマ女子チーム
「the SEVEN」がまとい、三井ホール・メインステージのフィ
ナーレを飾ります（当日15時までの投票分を反映／P3参照）。

「みて、みて、愉しむ。スタイリズム」

「100体スタイリズム人気投票実施」

き
も
の
1
0
0
体

ス
タ
イ
リ
ズム

10 / 8（木）9（金）10（土）   《 観覧無料 》
江戸桜通り地下歩道（日本橋案内所前）
企画展「きもの100体スタイリズム」
 8日/12:00～21:00・9日/10:00～21:00・10日/10:00～19:00

kimono salone in nihonbashi

オリジナル 小型印サービス

男子トイレ

女子トイレ

COREDO
室町１

100体きもの展示

COREDO
室町２

COREDO
室町３

三
越
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面
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札

メトロ通路

日本橋
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日本橋室町野村ビル
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Dr.DJ ATSUKOのきもの DJ NIGHT 
脳と音の研究者にしてクラブDJ。Dr.DJ ATSUKOこと宮崎敦子さ
んは、理化学研究所と井出 音 研究所でヒトと音の関係を調べて
います。一方、Dr.DJ ATSUKOとしての宮崎さんはハウスミュー

ジックをプレイし、過去にはその音源を
扱うレコード店も経営。幅広い音楽知識
に裏打ちされた選曲に定評があります。
きものを愛し、時にはきものや浴衣でプ
レイすることもあるという宮崎さんが、
サローネきものナイトを極上のハウス
ミュージックで盛り上げます。

大友千里＋AUN J CLASSIC ORCHESTRA〈Bon-Odori〉
古くから親しまれて来た
盆踊りを、今注目の邦楽家
ユニット「AUN Jクラシッ
クオーケストラ」が、ポッ
プで楽しい2 0 1 5年版
〈Bon-Odori〉へとアレン
ジ。その曲に新日本舞踊･
細川流師範で「深川踊り」主宰の大友千里さんが、振りを付けま
した。この〈Bon-Odori〉を、会場で盆踊りのように一緒に踊って
楽しみましょう！当日は、AUN Ｊから選抜メンバーが参加。和楽
器の生演奏をバックに踊る、日本一贅沢な盆踊り大会です。ま
た、〈Bon-Odori〉では、ステージで大友さんと一緒に舞台を盛り
上げてくれる踊り手を募集します。
詳しくは fukagawaodori.comをご覧ください。

5 6

きもの　鮨　　酒 きものと過ごす特別な二夜を、江戸前鮨と日本橋に縁が深い日本酒が彩ります。

「あなご 日本橋 玉ゐ」「鮨処 日本橋 蛇の市」
8日はCOREDO室町2にも店舗を構えるあなご専門店「日本橋 玉ゐ」か
ら、9日は明治22年より日本橋近くに店を構える「日本橋 蛇の市」から、
伝統の江戸前鮨をスタンディング
でも食べやすいかたちでご提供
（写真は蛇の市イメージ）。また「三
重テラス」から、パンナコッタ・ティ
ラミスなど三重の伊勢茶を使った
デザートもお楽しみに。

「沢の鶴（兵庫）」「龍勢（広島）」「龍力（兵庫）」
8日は新感覚の日本酒『茜すぱぁくりん
ぐ』が人気の神戸・灘「沢の鶴」と、明治
時代の第1回清酒品評会で日本一に
なった経歴を持つ竹原の銘酒「龍勢」が
登場。9日はドラゴンシリーズで新たな
チャレンジが注目される実力蔵、姫路
「龍力」が加わり、それぞれの味わいを
お楽しみ頂けます。

「狂言師 野村万蔵トークショー
  狂言のいろは、狂言のきもの」
和泉流狂言師、九世野村万蔵さん。正
統な古典狂言はもちろんのこと、タ
レントの南原清隆さんと組む狂言×
コントの共演「現代狂言」や、田楽を
現代的にアレンジした群舞「大田楽」
など、その活動領域はボーダーレス
に広がっています。そんな万蔵さん
が、サローネステージで狂言のいろ
はを手ほどき。「狂言―能―歌舞伎」
の台詞回しの違い、狂言独特の小道
具の使い方とは？‥など、目から鱗
のお話がいっぱいです。また、狂言
衣装の模様
付けは、実は
驚くほどにモ
ダン。貴重な
衣装をお持
ち頂き、その
見所について
もお話しくだ
さいます。

「尾上博美 日本舞踊 ＆トーク
ショー 日本の美しい所作と心」
5年前、「Wafure」という名の和装ラ
ンジェリーブランドが誕生し、きも
の界に新風を巻き起こしました。機
能的でありながら繊細で美しいその
ランジェリーを開発したのは、尾上
博美さん。3歳から日本舞踊を学ん
できものの所作を知り尽くし、現在
は尾上流師範として舞踊界でも活動
する女性です。そんな尾上さんが、美
しい所作とはどこから生まれるの
か、その真髄を語るトークショー。そ
して、菊央雄司さんの箏の音ととも
に、愛する人を想う一途な女心を
唄った『鐘ケ岬』他を舞う、垂涎のス
テージです。

画像出典：『FRaU』2015年7月号/撮影 本多康司

衣装協力：Loje きものレンタル京都 loje.jp

衣装協力：Loje きものレンタル京都  loje.jp 衣装協力：Loje きものレンタル京都  loje.jp

世界的メーカー資生堂が全面バックアップ。国内外で

の実績を持つ資生堂の現役トップアーティストによる

授業、サロン・店頭実習など、グループのメリットを最

大限に生かし即戦力の美容人材を育成します。2014

年度は、世界で最も優れた美容学校に贈られる賞

「BEST WORLD ACADEMY 2014」を受賞。

【 めざす職業 】
美容師／ヘアメーキャップアーティスト／ネーリスト／ブライダルスタイリスト
／ビューティーコンサルタント（美容部員）／エステティシャン
【 学科・コース 】
◎美容師科： 2年・200名 ◎ビューティーコンサルタント科： 2年・80名　
◎美容師通信科（従事者コース／非従事者コース）： 3年・160名
【 就職支援 】
在学中から卒業後までのキャリアデザインをしっかりとサポート。
国内はもちろん、世界各国へ広がる資生堂グループとの強い連携を生かした、
当校ならではの就職サポートを行います。
【 イベント 】
◎体験入学 ： 9/12（土）・13（日）、10/3（土）・18（日） ◎花椿祭（学園祭）： 9/20（日）
◎技術発表会 ： 11/7（土）
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十日町織物工業共同組合

株式会社 鈴乃屋

株式会社 橘一

東京都板橋区加賀2-15-1  TEL：03-3962-2561
最寄駅：JR埼京線「十条」駅北口より徒歩約10分、
都営地下鉄三田線「板橋区役所前」駅より徒歩約10分

創業江戸初期、瀬戸内海の幸を一品一品、
心を込めておもてなし。 

世界遺産嚴島神社まで徒歩３分の
和風リゾート。

MC ： 田中総一郎

MC ： 田中総一郎

10 / 7（水）8（木）9（金）於：日本橋室町郵便局
10/10（土）於：江戸桜通り地下歩道（日本橋案内所前）

《 Original 小型印サービス 》

ここでしか押せない消印“きものサローネOriginal小型
印”で手紙を出してみませんか？日本橋×きものを意識し
たデザインは、9月下旬発表予定。どうぞお楽しみに！

◆ワークショップ「大人のためのラブレター」
10/10（土）10時～19時（予約不要・随時）
参加費：300円（消費税・材料費込み） 切手代：別途

和紙舗「榛原」の和紙
に、「中川屋」の和紙用
万年筆を使い、大切な
方にお手紙を書きま
しょう。こだわりの切
手もご用意してお待
ちしています。
企画：POSTORY　協力：日本橋はいばら / 中川屋 / 日本橋室町郵便局

和-EVENT

《御協賛各社》

広島県廿日市市宮島町南町364

ご予約・お問い合わせ TEL: 0829-44-2411


