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                               平成22年9月27日  

報道関係者 各位                                      

TOKYO KIMONO WEEK 2010 実行委員会 

三井不動産株式会社 
 
 

 
「TOKYO KIMONO WEEK 2010 ～きもの・和・日本橋～」 

開催期間：10月 20日（水）～11 月 9日（火） 開催場所：日本橋周辺地域 
 

 
「TOKYO KIMONO WEEK 2010 実行委員会」は、着物ファッションショーやパレード、着物姿で

日本橋地域を訪れると特典が得られる「きものパスポート」の発行などを通じて、着物文化を
再発信し、街に賑わいを創出するイベント「TOKYO KIMONO WEEK 2010 ～きもの・和・日本橋～」
を 10月 20日（水）～11 月 9 日（火）の期間開催いたします。 

 
本イベントは、歴史ある日本独自の文化として多くの人々に愛されている着物の魅力を、日

本橋を拠点に日本全国に発信する、年に一度の着物の祭典です。 
 
三井不動産株式会社は地元、行政と一体となって、「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がることを期待しています。 

 
なお、10 月 28 日（木）には、商業施設「COREDO 室町（三井不動産）」と「YUITO（野村不動

産）」が室町東地区に同時オープンします。今後もハードとソフト両面から地域活性化に取り組
んでいく日本橋にご注目ください。 

 
 
 
■「きものパレード・きもの大集合写真（10/31）」   

「大江戸活粋パレード」と連携し、着物姿の一般参加者が 
中央通りをパレードし、日本橋の橋の上で集合写真の 
撮影を行います。なお、参加者には豪華賞品が当たる 
「きもの富くじ」をプレゼント。 

 
■「きものフォトセッション（10/31）」 

日本橋の三井本館前および COREDO 日本橋アネックス広場 
にプロカメラマンを配置し、無料撮影を行い撮影した写真 
を COREDO 日本橋地下 1階でプレゼントいたします。 
 

■「きもの・和・日本の美（11/2）」  
日本橋室町東地区に 10 月 28 日（木）オープンする商業施設「COREDO（コレド）室町」
内の多目的ホール「日本橋三井ホール」で開催される着物ファッションショー。今年は
前年に引き続き 2 回目の開催で、着物を纏ったファションモデルに加えて、アルマーニ
の最新ファッションに身を包んだメンズモデルや俳優の宇津井健氏も登場。 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

■「きものパスポート（10/20～11/9）」 

着物で来街するとさまざまなサービスが受けられるパスポートを発行。パスポートは日 
本橋の飲食・物販店および美術館などで利用可能予定。※参加店舗の詳細等は、10 月 18
日アップ予定の WEB サイト「まち日本橋 HP http://www.nihonbashi-tokyo.jp/」で掲載予
定。 

「TOKYO KIMONO WEEK 2010 ～きもの・和・日本橋～」主なイベント
概要 

日本橋再生計画「残しながら、蘇らせながら、創っていく」 
 

特別出演：宇津井健 

昨年の写真 

2008年秋 日本銀行本店前庭写真 

2009年「きもの・和・日本の美」 

http://www.nihonbashi-tokyo.jp/
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「TOKYO KIMONO WEEK 2010 ～きもの・和・日本橋～」実施概要 

 
 

 
 
 

実施期間 ： 10月 20 日（水）～11 月 9日（火） 

＜主催イベント＞    

①き も の パ レ ー ド ・ き も の 大 集 合 写 真   10 月 31日（日）13:45-14:30 予定 COREDO 日本橋前出発 

②きもの・和・日本の美   11 月 02日（火）16:30-/19:00- 日本橋三井ﾎｰﾙ（COREDO室町 5階） 

③きものフォトセッション   10月 31日（日）11:00-16:00 三井本館前、COREDO 日本橋ｱﾈｯｸｽ広場 

④き も の 着 付 け 処   10月 31 日（日）10:00-16:30 日本橋 162 ビル 6階、三越新館 9階 

⑤きものパスポート   10月 20 日（水）～11 月 9日（火）日本橋周辺エリア 

 

＜連携イベント＞  

⑥TOKYO KIMONO CONCERT   10 月 31日（日）17:00-19:00 マンダリン オリエンタル 東京 

⑦東京きものの女王コンテスト   10 月 24日（日）13:00-15:00 日本橋三越本店本館 1階中央ホール 

⑧三越 きものフェスタ   10 月 20日（水）～11 月 9日（火）日本橋三越本店 4階   

⑨髙島屋 日本橋きものまつり   10 月 27日（水）～11 月 9日（火）日本橋髙島屋 7 階 

⑩第 38回日本橋・京橋まつり 

【大江戸活粋パレード】  10月 31 日（日）11:30-15:00 京橋明治座前～三井本館前 

【諸国往来市】      10月 31 日（日） 9:30-16:00 榮太樓本舗、国分前道路 

⑪日八会 大江戸まつり  10 月 31日（日）11:00-16:00 日本橋プラザ南側広場 

 

主    催 ： TOKYO KIMONO WEEK 2010 実行委員会 

特別協賛 ： 三井不動産株式会社 

協    賛 ： 株式会社三越、株式会社髙島屋、ワミレスコスメティックス株式会社、 

マンダリン オリエンタル 東京 

特別協力 ： 京都市 

協    力 ： 名橋「日本橋」保存会、日本橋地域ルネッサンス 100年計画委員会、 

 国土交通省東京事務所、東京織物卸商業組合、東京きもの倶楽部、              

清水建設株式会社、日八会、室町大通会 

後    援 ： 中央区、一般社団法人日本ファッション・ウィーク推進機構 

会場協力 ： COREDO 日本橋、COREDO 室町、日本橋三井タワー、YUITO 

事 務 局 ： TOKYO KIMONO WEEK 2010 実行委員会事務局(芝居茶屋新日屋) 

       TEL：03-5652-5403(平日 10:00-17:00) 

         URL：http://www.tokyokimonoweek.jp 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ３ 

 

 

TOKYO KIMONO WEEK 2010 とは 

-ステートメント- 

 

 

日本独自の文化であり、いまなお現代のライフスタイルとしても通じる「きもの」。 

TOKYO KIMONO WEEKは、その「きもの」の魅力を、 

四季と歩む日本橋を拠点として日本全国、 

そして世界へと発信する年に一度の「きもの」の祭典です。 

 

2008年、2009年に開催された“きもの・和・日本橋”が、 

今年からTOKYO KIMONO WEEKとして生まれ変わり、 

「きもの」文化のさらなる発展を願って新たなスタートを切りました。 

 

期間中は、日本橋の各所で販売会や着付けサービス、ファッションショー、パーティー、 

そしてパレードなど様々なイベントが催されます。 

 

この秋、日本全国から色とりどりの「きもの」が日本橋につどい、 

街全体が鮮やかに色づきます。 

 
 
 
 

○TOKYO KIMONO WEEK 2010 ロゴ 

ロゴの意味：着物の襟・日本橋の橋を表現しております。 
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「TOKYO KIMONO WEEK 2010 ～きもの・和・日本橋～」主催イベント内容 
 （特に記載のないイベントの主催は TOKYO KIMONO WEEK 2010 実行委員会） 

添付資料 
 

 

 

①「きものパレード・きもの大集合写真」 ＜開催時期：10 月 31 日（日）13：45-14：30 予定 小雨決行＞ 

 会場：COREDO 日本橋前スタート～三井本館前まで 

概要：同時開催の日本橋京橋まつり“大江戸活粋パレード”と連携で、 

着物姿の一般参加者が中央通りをパレードし、日本橋の橋の上で 

集合写真の撮影を行います。また、選出されたばかりの 

「きものの女王」も人力車に乗って参加します。 

 

参加者募集 
参加者には豪華賞品が当たる“きもの富くじ”をプレゼント 

着物姿でパレードにご参加いただいた方には、抽選で総額 100 万円の 

豪華賞品が当たる「きもの富くじ」の参加券を差し上げます。 

参加ご希望の方は、下記の受付会場にお越し下さい。 

＜商品例＞ 

1 等/きもの結城紬(50 万円相当)。2 等/帯 西陣織「帯屋捨松」(30 万円相当)など。 

受付会場：COREDO 日本橋アネックス広場/受付時間 10:00-13:00 

＊人数制限がありますので、あらかじめご了承下さい。 

  

 
 
②「きもの・和・日本の美」 ＜開催時期：11 月 2 日（火）①16：30-/②19：00-＞ 

 会場：日本橋三井ホール(COREDO 室町 5F)  

 概要：昨年好評を博した「きもの・和・日本の美」。日本の伝統である着物の 

もつ価値と文化、美しさをご覧頂けるファッションショーです。 

「本物の着物」を纏った女性達をエスコートするのはアルマーニの最新 

ファッションに身を包んだメンズモデルたち。 

また、今回は男性の着物も登場。俳優の宇津井健さんがモデルとして 

特別出演されます。上質で華やかな着物が一堂に集う着物ファッショ 

ンショーを、存分にお楽しみ下さい。 

会場は 10 月 28 日にオープンする「COREDO 室町」の 5F「日本橋三井ホール」。 

「COREDO 室町オープン記念公演」のイベントのひとつです。 

 

観覧者募集 
    定 員：500 名/回 

    入場料：3,000 円/回 

    申込先：SUN デザイン研究所 03-3770-3780(平日 10:00-17:30) 

 

 

   ○今回の「きもの・和・日本の美」は京都の染織品の展示も予定しており、 

京都市和装産業活性化戦略振興事業の一環です。 

 

  【参考】京都市和装産業活性化戦略事業について 

京都市が，我が国最大の市場であり，情報発信の要である「首都圏」の消費者を対象に，戦略的なプ

ロモーション事業を積極的に展開することにより，「京都産のきもの」を広く PR し，その良さを実感・

体感してもらうことで，ファッションの一つとしての“きもの”を再確立し，京都の和装産業の活性

化を目指すものです。 

 

   ・今回出展きもの概要      

株式会社白木染匠、京鹿の子絞振興協同組合、京都丸紅株式会社、高田勝株式会社、 

西陣織工業組合西陣織会館、有限会社和晃苑 

      

 

 

 

 

2009年大江戸活粋パレード「きものパレード」 

2009年ファッションショーの様子 
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③「きものフォトセッション」 ＜開催時期：10 月 31 日（日）11：00-16：00 小雨決行＞ 

 会場：①三井本館前 ②COREDO 日本橋アネックス広場 

概要：上記の撮影ポイントにプロカメラマンを配置し、無料撮影を行い、 

撮影した写真は COREDO 日本橋地下 1 階でプリントアウトして 

プレゼントいたします。 

      また、選別した写真を COREDO 日本橋地下 1 階の特設ギャラリーに 

掲出します。<掲出期間：10月 31日（日）～11 月 7日（日）> 

      ※撮影人数には限りがあります。あらかじめご了承下さい。 

 
 
 
 
 

④「きもの着付け処」 ＜開催時期：10 月 31 日（日）10：00-16：30＞ 

 主催：①株式会社三越 ②TOKYO KIMONO WEEK 2010 実行委員会 

会場：①日本橋三越本店新館 9F(先着 24 名） 

②日本橋 162 ビル 6 階(先着 24 名) 

概要：着物をご持参頂いたお客様（事前予約制）に対し、着付け指導員が着物の着方を 

無料で伝授します。日本橋 162 ビルでは、お直しのサービスも行います。 

問合せ：TOKYO KIMONO WEEK 2010 実行委員会（芝居茶屋新日屋内）03-5652-5403(平日 10:00-17:00) 

 

 

 
 
⑤「きものパスポート」 ＜開催時期：10 月 20 日（水）～11月 9 日（火）＞ 

 会場：日本橋中央通り周辺  

 概要：着物着用で来場すると、様々なサービスが受けられるパスポートを発行いたします。パスポートは、

日本橋の料飲店、物販店および美術館などで利用可能予定。 

 参加予定店舗（一部）  

    マンダリン オリエンタル 東京、三井記念美術館、COREDO 日本橋、神茂、日本橋ゆかり、YUITO など 

 

 ※パスポートの発行場所や参加店舗の詳細は、10 月 18 日にＷＥＢサイト「まち日本橋」に掲載しますので、 

こちらをご覧ください。 

HP アドレス http://www.nihonbashi-tokyo.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009年三井本館前撮影 

http://www.nihonbashi-tokyo.jp/
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「TOKYO KIMONO WEEK 2010 ～きもの・和・日本橋～」連携イベント内容 
 （特に記載のないイベントの主催は実行委員会） 

 

 

 

 

 

⑥「TOKYO KIMONO CONCERT」 ＜開催時期：10 月 31日（日）17：00-19：00＞ 

 主催：東京きもの倶楽部、マンダリン オリエンタル 東京 

会場：マンダリン オリエンタル 東京 3F グランドボールルーム 

 概要：世界中のマンダリン オリエンタルにはホテルの地元に敬意を表す、 

    “センス・オブ・プレイス”という理念が息づいています。 

        ここ日本橋では、着物への静かなオマージュで満たされた、 

    シックでスタイリッシュな空間がお客様をお迎えいたします。  

    アンティーク着物に魅せられたマリンバ奏者、通崎睦美 

（つうざきむつみ）氏が軽やかな音色を奏でるコンサートと 

トーク。そして世界 2 大洋菓子コンクールの 1 つ、ワールド・ 

ペストリー・チーム・チャンピオンシップの味覚の世界一に 

輝いたペストリーシェフ、五十嵐宏のデザートブッフェで優雅な 

楽しいひとときをお過ごしください。  

 

観覧者募集 
    定 員：120 名 

    入場料：8,000 円（ﾃﾞｻﾞｰﾄﾌﾞｯﾌｪ付） 

    申込先：東京きもの倶楽部（芝居茶屋新日屋内）03-5652-5403(平日 10:00-17:00) 

 

 

 

 
⑦「東京きものの女王コンテスト」 ＜開催時期：10 月 24日(日) 13：00～15：00＞ 

 主催：東京織物卸商業組合  

会場：日本橋三越本店本館 1 階中央ホール 

 概要：今年で 44 回を迎える「東京きものの女王東京コンテスト」。 

総勢 250 名の中から選抜された 50 名が振袖できものの美を競い、 

教養・人柄・容姿の 3 点にわたる総合審査で 3 名の 2011 年 

東京きものの女王を決定します。   

 
 
 
 
 
 
⑧「三越 きものフェスタ」 ＜開催時期：10 月 20 日(水)～11 月 9 日（火）＞ 

 主催：株式会社三越 

会場：日本橋三越本店本館 4 階呉服フロア 

 概要：染・織・繍のこだわりのお洒落きものを中心に、3 つのシーンから、三越がご提案する着物スタイルを  

実演を交えながらご紹介します。 

    ①街日本橋にお出掛けきものスタイル ②パーティーきものスタイル ③旅のきものスタイル 

  

 【ジャパンスタイルキャンペーン 10/27(水)～11/9(水)】 

日本橋三越全館で取り組んでいるキャンペーン。 

第 2 週目～第 3 週目はジャパンスタイルキャンペーンとして「永遠の伝統技術と意匠の紹介」を   

テーマに、「日本の伝統を、今の生活に取り入れるスタイル」を提案します。 

呉服フロアでは「日本の色」として日本を彩る美しい伝統色の着物の数々を展開します。 

 
○関連イベントなど詳細 

 問合せ・申込み先：日本橋三越本店 呉服部  

フリーダイヤル：0120-01-3254(10:00-18:00) 

    

 

 

 

通崎 睦美 

2010年きものの女王 
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⑨「髙島屋 日本橋きものまつり」 ＜開催時期：10 月 27 日(水)～11 月 9 日（火）＞ 

 主催：株式会社髙島屋 

会場：日本橋髙島屋７階呉服サロン  

 概要：期間中の 2 週間にわたり、着物の展示やトークイベントなど実施します。 

■第 1 週【10 月 27 日(水)～11 月 2 日（火）】「職人と技・江戸のきものと小物展」 

■第 2 週【11 月 3 日(水)～11 月 9 日（火）】「本場結城紬展～心を紬ぐ・織と絣～」 

 

○関連イベント 

 第 1 週は「江戸の技を語る」、第 2 週目は「結城紬の魅力」をテーマに、伝統文化に関わる方々をお招きし、 

トークイベントを開催します。 

 

  13:00 15:00 17:00 

10/30（土） 鼈甲の話 「十三参りについて」 扇子の話 

  「ツルヤ」 浅草寺山内法善院住職 塩入亮乗氏 「文扇堂」荒井修氏 

10/31（日） 江戸小紋の話 東京友禅の話 手ぬぐいの話 

  「竺仙」小川文男氏 「東京友禅作家」小倉貞右氏 「ふじ屋」川上千尋氏 

11/6（土） 結城紬の魅力 結城紬の魅力 

結城「手緒里」館長 奥澤武冶氏   結城「手緒里」館長 奥澤武治氏 

11/7（日） 男のきものの着装とコーディネート 

着装ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 笹島寿美氏 

織物の魅力 

  「矢代仁」岡本巧氏 

 
 
 
 

 
⑩第 38回日本橋・京橋まつり 

【大江戸活粋パレード】＜開催時期：10 月 31 日（日）11：30-15：00＞ 
【諸国往来市】       ＜開催時期：10 月 31 日（日）9：30-16：00＞ 

主催：日本橋・京橋まつり実行委員会(東京中央大通会、室町大通会) 

会場：日本橋中央通り（京橋「明治座」前～日本橋～三井本館前まで） 

   榮太樓本舗、国分前道路 

 概要：日本各地へ広がる五街道の起点、日本橋。 

ここに、全国から伝統的な踊りが集まり、現代の江戸と出会う、 

年に一度のパレード。 

活気と粋がひとつになり、“活粋”が街を包み込みます。 

日本橋が最も華やかだった江戸時代を表現した巨大絵巻「熙代勝覧 

(きだいしょうらん）」をイメージしてパレード全体を構成しています。 

具体的なパレードの構成内容は、第 1 グループとして、 

地元団体や官公署の吹奏楽団、東京都吹奏楽連盟を加えた 

「オープニングパレード」。 

第 2 グループとして、五街道の起点である「東京日本橋」に 

「各地の有名伝統芸能集まれ！」の掛け声をコンセプトにした「諸国往来パレード」。 

そして同時期に開催される TOKYO KIMONO WEEK 2010 とのコラボレーション「きものパレード」が 

大江戸活粋パレードのフィナーレを飾ります。 

 

諸国往来市では全国各地からお国自慢の名産品がずらり大集合します。 

HPアドレス http://www.nikkyo.net/ 

 
 
⑪日八会 大江戸まつり＜開催時期：10 月 31日（日）11：00-16：00＞ 
 主催：日八会 

   会場：日本橋プラザ南側プラザ 

概要：天ぷらやそばなど、素材にこだわった江戸の味屋台が多数出展。 
 
 
 
 

2009年大江戸活粋パレード 

「諸国往来パレード」 



 ８ 

＜イベント開催エリア 案内図＞ 
 

以上 


