２００１年
紫根染に合わせる夏帯展

5月2日（水）〜9日（水）

第１１回 みちのく盛岡展

6月20日（水）〜25日（月）

青森：松木屋４階催事場

京王特選会

8月27日（月）〜8月29日（水）

東京：新宿京王百貨店

第８回 岩手県の大物産展

9月12日（水）〜17日（月）

名古屋：松坂屋 名古屋店

第８回 帯展

9月15日（土）〜24日（月）

盛岡：草紫堂

いわてそめ・おりフェア

10月末〜11月初頭

6日（日）休み

盛岡：草紫堂

２００２年
初売り

1月5日〜1月8日

盛岡：草紫堂

第３０回 大いわて展

1月23日（水）〜28日（月）

大阪：高島屋

第２０回 盛岡の名品と観光展

1月30（水）～2月4日（月）

横浜：高島屋

みちのくの味と匠の技
第１１回 東北６県大物産展

2月20日（水）～25日（月）

名古屋：名古屋 松坂屋本店

第３２回 大いわて展

3月6日（水）～11日（月）

東京：日本橋高島屋

第２回 夏物展

5月2日（木）〜5月9日（木）

盛岡：草紫堂

第１２回みちのく盛岡展

6月19日（水）〜24日（月）

青森：松木屋４階催事場

京王特選会

8月26日（月）〜8月28日（水）

東京：京王百貨店新宿店
７階特設会場

第９回 岩手県の大物産展

9月11日（水）〜9月16日（月）

名古屋：名古屋 松坂屋
７階催事場

第２２回 盛岡市産業まつり

9月27日（金）〜10月2日（水）

盛岡：川徳 ６階催事場

第９回 帯展

9月16日（月）〜9月23日（月）

盛岡：草紫堂

5日はお休みさせて頂きます

22日（日）は定休日です

２００３年
初売り

1月6日〜8日

盛岡：草紫堂

第３１回 大いわて展

1月22日（水）〜27日（月）

大阪：大阪髙島屋

第２１回 みちのく盛岡の名品と観光展

1月29日（水）〜2月4日（火）

横浜：横浜髙島屋

みちのくの味と匠の技
第１２回 東北６県第物産展

2月19日（水）〜24日（月）

名古屋：松坂屋本店

第３３回 大いわて展

3月5日（水）〜10日（月）

東京：日本橋髙島屋

第１４回 全国伝統工芸職人展

5月23日（金）〜5月29日（木）

東京：京王百貨店新宿店
７階大催場

第３回 夏物展

5月2日（金）〜5月8日（木）

盛岡：草紫堂

第１０回 岩手県の大物産展

9月10日（水）〜16日（火）

松坂屋 名古屋店 ７階催事場

創業７０周年 大感謝祭
同時開催 第１０回 帯展

9月15日（火）〜23日（火）

盛岡：草紫堂

岩手の布土（ふど）展

11月28日（金）〜30日（日）

東京：アッセンブリーホール

初売り

1月5日（月）〜7日（水）

盛岡：草紫堂

第１３回 東北６県大物産展

1月14日（水）〜19日（月）

名古屋：松坂屋本店 本館
７階大催事場

第３２回 大いわて展

1月21日（水）〜1月26日（月）

大阪：大阪髙島屋

第２２回 みちのく盛岡の名品と観光展

1月29日（木）〜2月3日（火）

横浜：横浜髙島屋

第３４回 大いわて展

3月3日（水）〜8日（月）

東京：日本橋髙島屋

第１５回 全国伝統工芸職人展

5月27日（木）〜6月2日（水）

東京：京王百貨店新宿店
７階大催場

第３回 夏物店 帯展

5月3日（月）〜5月8日（土）

盛岡：草紫堂

みちのく盛岡・岩手の味と技めぐり

6月15日（火）〜6月21日（月）

青森：さくら野青森店
６階催事場

第１１回 岩手県の大物産展

9月8日（水）〜14日（火）

名古屋：松坂屋名古屋店
７階催事場

第１１回 帯展

9月20日（月）〜25日（土）

盛岡：草紫堂

盛岡産業まつり

10月21日（木）〜26日（火）

盛岡：川徳 ７階催事場

第４回 そめ・おり フェアin京都

11月12日（金）〜16日（火）

京都：京都市勧業館
「みやこめっせ」

初売り

1月5日（水）〜8日（土）

盛岡：草紫堂

第１４回 東北６県大物産展

1月12日（水）〜17日（月）

名古屋：松坂屋本店 本館
７階大催事場

第３３回 大いわて展

1月19日（水）〜25日（火）

大阪：大阪髙島屋

第２３回 みちのく盛岡の名品と観光展

1月26日（水）〜2月1日（火）

横浜：横浜髙島屋

第３５回 大いわて展

3月9日（水）〜14日（月）

東京：日本橋髙島屋

第５回 夏物店 帯展

5月2日（月）〜7日（土）

盛岡：草紫堂

第１６回 全国伝統工芸職人展

5月26日（木）〜6月1日（水）

東京：京王百貨店新宿店
７階大催場

第１２回 岩手県の大物産展

9月7日（水）〜13日（火）

名古屋：松坂屋名古屋店
７階催事場

第１２回 帯展
同時開催 草履のお誂え会

9月19日（月）〜24日（土）

盛岡：草紫堂

いわての染めと織りin京都

9月28日（水）〜10月4日（火）

4日（日）はお休みさせて頂きます

21日（日）は定休日

２００４年

２００５年

盛岡市産業まつり

京都：髙島屋京都店
７階催事場（私の手づくり作品展
の併設会場です）
10月20日（木）〜10月25日（火） 盛岡：川徳 ７階催事場

２００６年
初売り

1月5日（木）〜7日（土）

盛岡：草紫堂

第１５回 東北６県大物産展

1月11日（水）〜16日（月）

名古屋：松坂屋本店 本館
７階大催事場

第２４回 みちのく盛岡の名品と観光展

1月18日（水）〜1月24日（火）

横浜：横浜髙島屋

第３４回 大いわて展

1月25日（水）〜31日（火）

大阪：大阪髙島屋

第６回 帯・夏物 展

5月2日（火）〜6日（土）

盛岡：草紫堂

第１７回 全国伝統工芸職人展

5月25日（木）〜5月31日（水）

東京：京王百貨店新宿店
７階大催場

第１３回 帯展

9月18日（日）〜23日（土）

盛岡：草紫堂

盛岡産業まつり

10月19日（木）〜24日（火）

盛岡：川徳

第１３回 大いわて展

11月22日（水）〜27日（月）

名古屋：松坂屋本店 本館
７階催事場

初売り

1月5日（金）6日（土）8日（月）

盛岡：草紫堂

第２５回 みちのく盛岡の名品と観光展

1月17日（水）〜22日（月）

横浜：横浜髙島屋

第３５回 大いわて展

1月24日（水）〜29日（月）

大阪：大阪髙島屋

第１６回 東北６県大物産展

2月21日（水）〜26日（月）

名古屋：松坂屋本店
７階催事場

第３７回 大いわて展

3月15日（木）〜26日（月）

東京：日本橋髙島屋

第７回 帯・夏物展

5月2日（水）〜7日（月）

盛岡：草紫堂

第１８回 全国伝統工芸職人展

5月24日（木）〜5月30日（水）

東京：京王百貨店新宿展
７階大催場

第１４回 帯展

9月17日（月）〜22日（土）

盛岡：草紫堂

第１４回 大いわて展

11月7日（水）〜12日（月）

名古屋：松坂屋本店 本館
７階催事場

岩手の布土 〜安らぎと温もり〜

12月1日（土）〜2日（日）

六本木ヒルズ、テレビ朝日１F、多
目的スペースumu

初売り

1月5日（土）7日（月）8日（火）

盛岡：草紫堂

第２６回 みちのく盛岡の名品と観光展

1月16日（水）〜21日（月）

横浜：横浜髙島屋

第３６回 大いわて展

1月23日（水）〜28日（月）

大阪：大阪髙島屋

第１６回 東北６県展

2月20日（水）〜25日（月）

名古屋：松坂屋本店 本館
７階催事場

第３８回 第いわて展

3月13日（木）〜24日（月）

東京：日本橋髙島屋

第８回 帯・夏物展

5月2日（金）〜7日（水）

盛岡：草紫堂

第１９回 全国伝統工芸職人展

5月22日（木）〜5月28日（水）

東京：京王百貨店新宿展
７階大催事場

第１５回 帯展

9月17日（水）〜9月23日（火）

盛岡：草紫堂

第２８回 盛岡産業まつり

10月22日（水）〜27日（月）

盛岡：川徳 ７階催事場

第１５回 岩手県の大物産展

11月5日（水）〜10日（月）

名古屋：松坂屋本店 本館
７階催事場

岩手の布土ファッションショー

12月10日

盛岡：岩手県庁１２階 講堂

初売り

1月5日（月）〜7日（水）

盛岡：草紫堂

草紫堂 紫根染・茜染 きもの展

1月28日（水）〜2月2日（月）

横浜：横浜髙島屋
６階 特選きものサロン

第１８回 東北六県大物産展

2月17日（火）〜23日（月）

名古屋：松坂屋本店 本館
７階催事場

第３９回 大いわて展

3月11日（水）〜23日（月）

東京：日本橋髙島屋
８階催し会場

第９回 帯・夏物語

5月2日（土）〜9日（土）

盛岡：草紫堂

２００７年

２００８年

２００９年

3日（日）はお休みです

第２０回 全国伝統工芸職人展

5月21日（木）〜26日（火）

東京：京王百貨店新宿展
７階大催事場

東北六県の物産展

6月8日（月）〜14日（日）

仙台：三越仙台店 本館
７Fホール

意匠と文様の共演-衣装と調度にみる風
雅の心-

7月4日（土）〜9月6日（日）

盛岡：盛岡市中央公民館

第１６回 帯展

9月21日（月）〜26日（土）

盛岡：草紫堂

第１６回 岩手県の大物産展

11月11日（水）〜16日（月）

名古屋：松坂屋本店 本館
７階催事場

２００９ 岩手の布土 ファッションショー

12月10日（木）

盛岡：岩手県庁 １２階 講堂

1月5日（火）〜7日（木）

盛岡：草紫堂

２０１０年
初売り

盛岡 草紫堂 南部しぼり 紫根染・茜染展 1月27日（水）〜2月1日（月）

横浜：横浜髙島屋
６階 きものサロン

みちのく味と匠の技
第１９回東北６県大物産展

2月16日（火）〜2月22日（月）

名古屋：松坂屋本店 本館
７階大催事場

第４０回 大いわて展

3月10日（水）〜22日（月）

東京：日本橋髙島屋
８F催事場、ギャラリー

第２１回 全国伝統工芸職人展

5月20日（木）〜26日（水）

東京：京王百貨店新宿展
７階大催事場

恒例の夏帯展

5月3日（月）〜8日（土）

盛岡：草紫堂

はたちのキモノ祭

8月18日（水）〜22日（日）

東京：新宿タカシマヤ
１１階催会場

第１７回 帯展

9月20日（月）〜25日（土）

盛岡：草紫堂

盛岡市産業まつり

10月14日（水）〜20日（水）

盛岡：カワトク

みちのく味と匠の技
第２０回 東北６県大物産展

11月10日（水）〜16日（火）

名古屋：松坂屋名古屋店 本館
７階大催事場

