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TOKYO KIMONO WEEK 実行委員会 

三 井 不 動 産 株 式 会 社 

 

日本橋橋上での壮麗な「きもの大集合写真」、日本が世界に誇る着物文化を発信 

「TOKYO KIMONO WEEK 2014 ～きもの・和・日本橋～」 
2014 年 10 月 11 日（土）～10 月 28 日（火）日本橋地区で開催 

 

TOKYO KIMONO WEEK 実行委員会は、今年で 8 回目となる、着物文化を発信し街に賑わいを創出するイベ

ント「TOKYO KIMONO WEEK 2014 ～きもの・和・日本橋～」を、10 月 11 日（土）から 28 日（火）まで開

催いたします。 

 

今年は、本イベントの恒例である「日本橋 橋上」で行われる『きもの大集合写真』の開催に加え、本年

3月にオープンしたコレド室町 3の和室スペース「橋楽亭」での『着物のレンタル・着付け』や『手ぶら

で 1day 着付け教室』など、着物を気軽に体験できるイベントが充実いたしました。 

 

着物をまとい、日本の伝統文化と美に浸る秋。本イベントを通じて、日本橋を訪れる多くの方々に着物

の美しさを体感していただき、日本の文化として愛されている着物の魅力を、日本橋から全国、そして

世界に向けて発信していきます。 

 

「TOKYO KIMONO WEEK 2014 ～きもの・和・日本橋～」 主なイベントおよび連携イベント 

◆きもの大集合写真：10 月 26 日（日）14:30 頃撮影 無料（小雨決行） 
日本橋の橋上を通行止めにして、着物姿の一般参加者と大集合写真を撮影します。ご参加いただいた方には、記念品を贈呈いたします。 

 

◆きものスタンプラリー：10 月 11 日（土）～10 月 26 日（日）無料 
日本橋三越本店と日本橋髙島屋が連携したスタンプラリーイベント。期間中に着物を着て両百貨店のスタンプを集めると、各店先着 500

名様に「TOKYO KIMONO WEEK 2014」オリジナルの限定手ぬぐいをプレゼントいたします。 

 

◆きものレンタル・着付け：10 月 11 日（土）、18 日（土）、25 日（土）、26 日（日） 10:30～15:30 有料 
きものレンタル・着付けをリーズナブルに体験いただけます。着物をお持ちでない方、お一人で着られない方などに、着物を気軽に楽し

んでいただけます。 

 

◆手ぶらで 1day 着付け教室： 10 月 14 日（火）、 21 日（火）、 28 日（火）、 

11 月 4 日（火）、 11 日（火） 各日 19:00～20:30 有料 
1 回完結で着物の着付けが習える期間限定特別レッスン。全てレンタル可能なので、手ぶらでお気軽にご参加いただけます。 

 

◆芸者さんとお座敷遊び入門：10 月 25 日（土）18:00～19:00 有料 
葭町（よしちょう）の芸者さんと楽しむお座敷遊び体験。「とらとら」や「こんぴらふねふね」などのお座敷遊びが体験いただけます。 

 

◆2015 東京きものの女王コンテスト：10 月 26 日（日） 11:00～13:00 
今年で 48 回を迎える「東京きものの女王コンテスト」。日本女性美の“きもの姿”NO.1 を選ぶコンテストで、2015 年の東京を代表する

東京きものの女王を決定します。 

 

◆きものサローネ in 日本橋：11 月 8 日（土）～13 日（木）参加無料（体験コーナーなど、一部有料）  

小売り、作り手たちのファッションショーやコーディネーターらによる着物展示、トークイベント等を実施します。 

  

きもの大集合写真 

（2013 年開催時の様子） 
東京きものの女王コンテスト 

（2013 年開催時の様子） 
きものレンタル・着付け きものスタンプラリー 

オリジナルの限定手ぬぐい 



「TOKYO KIMONO WEEK 2014～きもの・和・日本橋～」実施概要 

実施期間：2014 年 10 月 11 日（土）～28 日（火） 

主 催：TOKYO KIMONO WEEK 実行委員会 

特別協賛：三井不動産 

協 賛：日本橋三越本店、日本橋髙島屋 

協 力：株式会社くるり、いせ辰、東京織物卸商業組合、新日屋、 

日本橋地域ルネッサンス 100 年計画委員会、名橋「日本橋」保存会 

W E B：「まち日本橋」特設ページ（URL www.nihonbashi-tokyo.jp/kimono2014） 

運営事務局：03-5225-0505（平日 11：00～20：00）※開設期間 10/11～10/28 

 

 

・「TOKYO KIMONO WEEK ～きもの・和・日本橋」とは？ 
着物の歴史と文化を見直し、着物の新たな可能性や「和」が有する価値を再発見

する企画として、2007 年から江戸文化発祥の地「日本橋」で行っています。着物

の特色・魅力を多くの方に理解してもらい、和装の美とまとう事の楽しさを感じ

取っていただく事で、ご自身の気持ちの持ち方や立ち居振る舞いの変化を実感し

てもらえる内容となっています。着物の魅力を通じ、本物の日本に出会える楽し

さを日本全国、そして世界へと発信する年に一度の祭典です。 

 

＜実施イベント一覧＞ 

催事名 実施日 場所 

① きもの大集合写真 10/26（日）  日本橋 橋上 

② きものスタンプラリー 10/11（土）～26（日） 日本橋三越本店、日本橋髙島屋

③ きものレンタル・着付け（女性限定・予約制）
10/11（土）、18（土）、

25 日（土）、26（日） 
橋楽亭（コレド室町 3 3 階） 

④ 芸者さんとお座敷遊び入門 10/25（土） 橋楽亭（コレド室町 3 3 階） 

⑤ 手ぶらで 1day 着付け教室 

10/14（火）、 21 日（火）、 

28 日（火） 11/4（火） 

11 日（火） 

橋楽亭（コレド室町 3 3 階） 

⑥ 2015 東京きものの女王コンテスト 10/26（日） 日本橋三越本店 本館 1階 中央

ホール 
⑦ きものスタイリスト大久保信子さんに聞く 

コーディネートと着こなし～伊勢木綿・松阪木綿～
10/26（日） 三重テラス 

⑧ 髙島屋 KIMONO WEEK ～本物・上質に出逢う～ 10/8（水）～28（火） 日本橋髙島屋 

⑨ 三越きものフェスタ 10/15（水）～28（火） 日本橋三越本店 

⑩ きものサローネ in 日本橋 2014 11/8 日（土）～13（木） 日本橋三井ホール（11/8～10）

YUITO（11/11～13） 

 

三井不動産は官民地元が一体となって、「残しながら、蘇らせながら、創っていく」をコンセプトとした、

地域の活性化と街に新たな魅力を創造する活動「日本橋再生計画」を推進しています。着物に親しむ人々

が数多く集まる本イベントを通じて、日本橋から着物文化を発信するとともに、日本橋地域の活性化に

繋げてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 



添付資料① 

「TOKYO KIMONO WEEK 2014 ～きもの・和・日本橋～」イベントスケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「TOKYO KIMONO WEEK 2014 ～きもの・和・日本橋～」イベントマップ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

④芸者さんとお座敷遊び入門 

⑤手ぶらで 1day 着付け教室 

①きもの大集合写真

②きものスタンプラリー 

②きものスタンプラリー 

⑨三越きものフェスタ 

⑧髙島屋 KIMONO WEEK  

～本物・上質に出逢う～ 

⑩きものサローネ in 日本橋

③きものレンタル・着付け

⑥東京きものの女王コンテスト 

⑦きものスタイリスト大久保信子

さんに聞く コーディネートと着

こなし～伊勢木綿・松阪木綿～ 
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TOKYO KIMONO WEEK 主催イベント

①きもの大集合写真 日本橋 橋上

②きものスタンプラリー 日本橋三越本店、日本橋髙島屋

③きものレンタル・着付け（女性限定・予約制） 橋楽亭（コレド室町3　3階）

④芸者さんとお座敷遊び入門 橋楽亭（コレド室町3　3階）

⑤手ぶらで1day着付け教室 橋楽亭（コレド室町3　3階）

⑥第48回「東京きものの女王コンテスト」 日本橋三越本店　中央ホール

⑦きものスタイリスト大久保信子さんに聞く

　 コーディネートと着こなし～伊勢木綿・松阪木綿～
三重テラス

⑧髙島屋KIMONO WEEK ～本物・上質に出逢う～ 日本橋髙島屋

⑨三越きものフェスタ 日本橋三越本店

⑩きものサローネin日本橋2014 日本橋三井ホール／YUITO

イベント名称 会場

11月

TOKYO KIMONO WEEK 連携イベント

三井ホール YUITO



添付資料② 

＜主催イベント＞ 

①きもの大集合写真 

開催日時： 10 月 26 日（日）14:30 頃撮影予定 ※小雨決行 

開催場所： 日本橋 橋上 

内 容： 日本橋の橋上を通行止めにして、着物姿の一般参加者（2013

年実績:約 150 名）と、同日に選出される「2015 東京きものの

女王」が、集合写真の撮影を行います。参加者には、元治元年

（1864）創業、江戸千代紙・おもちゃ絵の老舗「いせ辰」の小

風呂敷をプレゼント（数量限定）。 
※写真は後日、WEB サイト「まち日本橋」からダウンロード可。 

参加受付場所： コレド日本橋 アネックス広場 11:00～14:00 

料 金： 無料 

主 催： TOKYO KIMONO WEEK 実行委員会 

お問合せ： TOKYO KIMONO WEEK 運営事務局 TEL 03-5225-0505（平日 11:00～20:00）  

 

＜連携イベント＞ 

②きものスタンプラリー 

開催日時： 10 月 11 日（土）～10 月 26 日（日）各店舗営業時間内 

開催場所： 日本橋三越本店 本館 4階 呉服フロア 

 日本橋髙島屋 7 階 呉服サロン 

内 容： 期間中に着物を着て、三越・髙島屋両店のスタンプをあつめる

と、各店先着 500 名様に TOKYO KIMONO WEEK 2014 オリジナル

てぬぐいをプレゼント！スタンプラリー用紙は上記の各店呉

服売場にて配布いたします。（先着順、無くなり次第終了） 

料 金： 無料 

主 催： 日本橋三越本店／日本橋髙島屋 

お問合せ： 日本橋三越本店 03-3241-3311（大代表）（10:00～19:00） 

 日本橋髙島屋    03-3211-4111（10:00～20:00） 

 

③きものレンタル・着付け（女性限定・予約制） 

開催日時： 10 月 11 日（土）、10 月 18 日（土）、10 月 25 日（土）、 

      10 月 26 日（日） 

 10:30～15:30 ※返却は 18:00 まで 

開催場所： 橋楽亭（コレド室町 3 3 階） 

内 容： きものをお持ちでない方や、お一人で着られない方も、きもの

レンタル・着付けがリーズナブルに体験できます。 

レンタル料金： 着物レンタル 5,500 円(税込）／着付け 3,000 円(税込） 
 レンタル内容…きもの、帯、襦袢、草履、足袋 ※着物の色、柄は先着順にて受付 

主 催： 新日屋 

お問合せ： TEL 03-5652-5403（新日屋） 

 

④芸者さんとお座敷遊び入門 

開催日時： 10 月 25 日（土） 18:00～19:00 

開催場所： 橋楽亭（コレド室町 3 3 階） 

内 容： 葭町（よしちょう）の芸者さんと楽しむお座敷遊び体験。「と

らとら」や「こんぴらふねふね」などのゲームで楽しみます。

TOKYO KIMONO WEEK に合わせて、きものや和を取り入れた装い

でご参加ください。 

参加料金： 5,500 円(税込） 

主 催： 新日屋 

お問合せ： TEL 03-5652-5403（新日屋） 

 

2013 年度実施の様子 

本年度の手ぬぐいデザイン 

実施イメージ 

実施イメージ 



⑤手ぶらで 1day 着付け教室 

開催日時： 10 月 14 日（火）、 21 日（火）、 28 日（火） 

 11 月 4 日（火） 11 日（火） ※各日 19:00～20:30 

開催場所： 橋楽亭（コレド室町 3 3 階） 

内 容： 1 回完結で着物の着付けが習える期間限定特別レッスン。 

 全てレンタル可能なので、手ぶらで OK！ 

料 金： レンタル料込み 3,500 円（税込） 

予約フォーム： www.wanocoto.com/coredo.html（WAnocoto ホームページ内） 

主 催： 和のレッスンスタジオ WAnocoto（株式会社くるり） 

お問合せ： TEL 03-5772-6663（WAnocoto） 

 

⑥2015 東京きものの女王コンテスト 

開催日時： 10 月 26 日（日）※11:00～13:00 

開催場所： 日本橋三越本店 本館 1階 中央ホール 

内 容： 今年で 48 回を迎える「東京きものの女王コンテスト」。日本女

性美の“きもの姿”NO.1 を選ぶコンテストで、2015 年の東京

を代表する東京きものの女王 3名、審査員特別賞 2名を決定し

ます。 

主  催： 東京きもの振興会 

お問合せ： TEL 03-3663-2104（東京織物卸商業組合 内） 

 

⑦きものスタイリスト大久保信子さんに聞く 

コーディネートと着こなし～伊勢木綿・松阪木綿～ 

開催日時： 10 月 26 日（日）13:00～ 

開催場所： 三重テラス 2 階 多目的ルーム 

内 容： きものスタイリスト大久保信子先生によるトークイベント。三重県特産品である伊勢・松阪

木綿の着付けから、三重のおいしいランチをいただきながらのトークイベントなど。初心者

から中上級者まで楽しんでいただける内容です。 

参加料金： 1,500 円(税込） 

主  催： 新日屋 

お問合せ： TEL 03-5652-5403（新日屋） 

 

⑧髙島屋 KIMONO WEEK ～本物・上質に出逢う～ 

開催日時： 10 月 8 日（水）～ 28 日（火） 

開催場所： 日本橋髙島屋 7 階 呉服サロン 

内 容： 本物・上質をテーマにした「髙島屋 KIMONO WEEK」。能装束の意匠から生まれた唐織の帯地の

ご紹介にはじまり、手描き友禅の世界、そして東京友禅「大羊居」と龍村錦帯のコーディネ

ートの美へと続く。上質なきものと帯が放つ輝きと奥深さを堪能できる 3週間です。 

主  催： 日本橋髙島屋 

お問合せ： TEL 03-3211-4111（10：00～20：00） 

 

⑨三越きものフェスタ <同時開催：純国産 宝絹展> 

開催日時： 10 月 15 日（水）～ 28 日（火） ※「純国産 宝絹展」は 10 月 21 日（火）まで 

開催場所： 日本橋三越本店 本館 4階 呉服フロア・本館 1階中央ホール 

 ※本館 1階中央ホールは 10 月 21 日（火）まで 

内 容： 全てのきものファンに贈る、半年に一度の祭典。伝統の意匠、匠の技、上質な素材など、こ

だわりのきものを豊富にご紹介いたします。また、同時開催の「純国産 宝絹展」では、純国

産の絹にスポットをあて、絹にまつわる各種展示、実演、体験教室などのイベントも開催い

たします。 

主  催： 日本橋三越本店 

お問合せ： TEL 03-3241-3311（大代表）（10：00～19：00） 

 

2013 年度実施の様子 

実施イメージ 



⑩きものサローネ in 日本橋 2014 

開催日時： 11 月 8 日（土）～10 日（月） 日本橋三井ホール 

 11 月 11 日（火）～13 日（木） YUITO 

内 容： 前半の 11/8～10 三井ホールは、小売り、作り手たちのファッション

ショー。後半の 11/11～13 YUITO は、今の“きもの”業界をとりま

く注目の 100 人 100 色のコーディネートを展示し、トークイベント

も開催をします。※参加無料（体験コーナーなど、一部有料） 

主  催： きものサローネ in 日本橋 実行委員会 

お問合せ： TEL 03-3661-8859(三勝株式会社 内) 
 

 

【主催イベントに関する問合せ先】 

お客様お問合せ先： TOKYO KIMONO WEEK 運営事務局  TEL 03-5225-0505（平日 11:00～20:00） 

2013 年度実施の様子 


