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7/1(金)- 3(日)
10:00～17:00

日時

会場

ビ・ボーン
ログハウス展示場
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大切な着物一枚一枚と、永くお付き合い

いただきたいから着物乃塩田では、

出張着物お手入れ相談会を開催します。

着物乃塩田は山梨県南アルプス市の着物屋です。この度は山中湖村
にて着物お手入れ相談会を開催します。保管のためのクリーニングや、
少し大きなお直しまで、是非この機会をご利用ください。

同時開催の催し事

ご自分の着物でも、スッと体に沿う着易い着物となんとなく着づらい着物、

この着物の寸法って私の体型にあってるのかしら？

そんな疑問をお持ちの方は少なく無いはず。

些細なことのようですが実は着姿に影響するとても大切な基本です。

気易い着物は着崩れもなく、着付け時間の短縮にもなります。

採寸の会 ～お着物寸法ご相談会～

是非この機会にお着物をお持ち頂き、お悩みをご相談ください。
ご相談日時はお電話にてご予約された方を優先にご案内させて頂きます。

後ろで帯を結ぶことに不安をお持ちの方におすすめ、

前結びの実演を行います。

講座ではございませんので

お気軽にどなたでもご覧いただけます。

帯の前結び実演

開演各日：14:00
（所要時間40分）
参加費：無料（予約不要）　

　会期中 (7/1-3) お持ち込みができない方へは、
ご自宅までお伺いして、着物や帯など拝見しながら
対処方法やお手入れ方法などをご相談させていた
だきます。お見積もりは無料。お手入れ後の品物も
ご自宅までお届け可能です。まずはご都合の良い
日時をご連絡ください。

　山梨県南アルプス連山の麓、きれいな水と
おいしい果物でいっぱいの南アルプス市に私たち
のお店はあります。創業昭和二十二年。七十年を
超える時間の重みを胸に刻み折に触れて感じる
人の美しさや、世のあたたかさ。日本人が色に
乗せてきた想いを着物を通してお伝えしてまいり
ます。

〒400-0306
山梨県南アルプス市小笠原 379
https://shiota-shouten.co.jp
info@shiota-shouten.co.jp
【営業時間】10 時～18 時
【定 休  日】毎週木曜日

ご自宅へお伺いいたします

着物乃塩田のこと



◆ 洗い張り
　 振袖 
 　　　 7,500円
　 袷着
　　 　 6,750円

昔の短い羽織。もう着ら
れないでしょうか？
　名古屋帯に仕立て
直すことができます。
一度洗い張りをして、
綺麗な生地に戻しま
しょう。直線縫いで
ある和装ならではの
リフォームです。

◆ 洗い張り 羽織 6,000 円
◆ 帯お仕立て
　 名古屋帯 ( 芯・ハギ代込 ) 30,000 円

着物を着たあと、
どうすればいいの？
　着物ハンガーにかけて、一晩陰干ししてくだ

さい。その後、基本的には「丸洗い」を。化粧
移りや食べ物のシミなど一通り確認し、状態に

応じて「シミ抜き」を。汗をかいた場合には「汗
抜き」が必要です。汗は丸洗いだけでは落ちま
せん。時間が経つと黄色く変色する場合があり
ますので、お勧めしています。

◆ 丸洗い　 
　　　留袖・振袖               5,000円
　　　袷着                       4,500円
         振袖用長襦袢 　　　　4,000円
　　　長襦袢                  3,500円
◆ シミ抜き
　　　 1 箇所                1,000円～
　　　  　　（シミの種類・大きさにより異なります )

◆ 汗抜き　        
         袷着・単衣              2,000円

嫁入りの着物。色味が
明るくて着づらい…
　「洗い張り」後、「染め替え」がおすすめ
です。上から一色重ねただけで、昔のピンクや
オレンジの色味も、文字通り生まれ変わります。
他、柄はそのままに地色だけ染め替えることも
できますし、柄だけのトーンを落とすことも可
能です。着物とともにある思いを大切に、でき
る限りのことをご提案いたします。

◆ 染め替え
　 無地染め                        18,000円
　 柄伏せぼかし染め                80,000円～

久しぶりに着物を広げ
たら、白っぽい細かな
斑点が！
　カビかもしれません。「丸洗い」「カビ落と
し」をお勧めします！また、タンスの中全体が
同じ状態になっている可能性があります。「た
とう紙の取り替え」「虫干し」で、タンス
の中の空気を入れ替えましょう。

◆ たとう紙　1 枚 200 円

　光やガスによる化学変化で色焼けしてしまう

ことは、着物に限らず起こります。「ヤケ直し」
で、色目が同じになるよう色をかけて整えます。

初めて着る着物なのに、
広範囲で変色している…
不良品でしょうか？

汚れるのが心配で、
着られないんです…

「パールトーン加工」 がおすすめです。一言
でいいますと、「着物を気兼ねなく着て楽しみ、
お手入れや保管が楽になる加工」です。加工を
施したお着物や帯・お襦袢は通常の汚れ落としに
加え、汗抜き作業のお手入れまでを済ませお客様
のお手元に戻ります。 ( お手入れは基本的にプレ
スをのぞき無料となります ) 着物乃塩田ではこの
度の着物お手入れ相談会期間中、パールトーン
加工をご希望の方に加工前の丸洗いを無料サー
ビスとさせて頂きます。
※尚、シミ抜き、汗抜き、修正加工など必要であれば別途
追加費用となります。詳しくはお電話またはメールにてご
説明させて頂きますのでお気軽にお問い合わせください。
ご相談・お見積もりは無料です。

パールトーン加工の詳しい内容は
こちらをチェック→
※株式会社パールトーン様のHPにアクセスします

紋を替えることは可能？
　「紋の入れ直し」可能です。現在施されてい
る方法を見ながら、生地を傷めず綺麗に仕上が
る方法で入れ直させていただきます。

◆ 入れ替え一ツ紋
　　　　　 12,000 円

自分の振袖を
娘に着てほしい…
　振袖の状態と、寸法を確認します。過去の汚

れなどが残っているようなら、状況に応じて「シ
ミ抜き」や「黄変抜き」を。寸法が合わない
ようであれば、一度全てほどいて反物の状態に

戻す「洗い張り」をし、「仕立て直し」をお
勧めします。お着物の状態によってはできない
場合もありますが、方法は様々ございますので、
一度ご相談ください。

洗い張り

■Before　　　　　　　■After■Before　　　　　　　■After

悉皆事例 徹底解剖 ※ 価格は税別表示です。

しっかい

店舗情報はこちらから

〒400-0306
山梨県南アルプス市小笠原 379
https://shiota-shouten.co.jp
info@shiota-shouten.co.jp
【営業時間】10 時～18 時
【定 休  日】毎週木曜日

留袖・振袖   訪問着・色無地          帯          長襦袢 

お支払い例　

5,000円
↓

今回サービス
無料

特別価格 特別価格 特別価格 特別価格

17,000円 14,000円 11,000円 10,000円

17,000円 14,000円 11,000円 10,000円

4,500円
↓

今回サービス
無料

3,500円
↓

今回サービス
無料

3,500円
↓

今回サービス
無料
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～着物乃塩田 パールトーン加工お勧め月間～

開催会場

〒401-0501
山梨県南都留郡
山中湖村山中 350-1

【TEL】 0555-28-7561

ビ・ボーン
ログハウス展示場
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（背縫い代＋1,000 円）


