
冊子テンプレート
A4 1P (210 mm×297 mm )

●水色の枠線……切れてはいけない要素（文字やロゴ等）をいれる範囲
●ピンクの枠線…仕上がりのサイズ
●みどりの枠線…フチなし印刷にする場合、背景を伸ばす範囲

★★★ＰＤＦに変換して入稿される場合★★★
「表示」＞「スライドマスター」画面より

色つきのガイド線を消してから変換してください

冊子のデータ製作について

・ページ数は表紙も含めた数になります

・データは1Pごとでも 見開きでも ご入稿頂けます

※見開きの場合はページ順どおりにご作成ください

・白紙のページがある場合は コメント欄にご指示ください

札幌市中央区南3条西1丁目

プレミアタワー3F（狸小路1丁目）

TEL 011-231-0535
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７月のおもてなしは…

ニューサマー
オレンジゼリー

ニューサマーオレンジゼリーの爽やかな甘みを

一口サイズのぷるっぷるゼリーに

閉じ込めました♪凍らせてアイスとしても◎

果汁やピューレを使った

口当たりなめらかなゼリーです。

暑さも日々増していき。本格的な夏が近づいています

伊豆限定！アルカリイオン水仕立！

日に日に夏らしくなってきますので、

体に気を付けて涼しくお過ごしください♪

今月の注目！

素肌にさらり 汗ばむ夏を快適サポート

さららビューティー
浴衣にも！
着物にも！

肌着 ステテコ

¥2,200
↓

¥1,500

¥1,980
↓

¥1,３００

ど こ よ り も お 得 ！ ！

・汗を取り込んで素早く発散！ムレずにさらさら
・パンツはローライズで帯まわりすっきり！帯の下もさらさら
・シャツはえりぐりが大きく下着が首元、胸元から見えない
・シンプルで控えめなレース使いでおしゃれ
・着付け後も脱ぎ履きしやすい裾丈

サイズ M                 Ｌ
バスト 79〜87        86〜94
身長 150〜162   155〜167
ヒップ 87〜95        92〜100

店頭にてお買い求めください♪
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7月
ふみづき 〔7月の別称〕

着
物
の
素
材

お
仕
立
て

帯

季
節
の
色･

柄

帯
揚
げ･

帯
締
め

帯
留

履
物･

バ
ッ
グ

【素材】

・絽
・麻(上布)
・夏大島
・縮
・木綿

・絽
・麻
・紗
・絽綴
・羅
・紗献上
・浴衣帯

麻の帯

【色】 白・黒・紺色・水色・灰白・浅紫・生成り・薄緑

紺色
こんいろ

薄緑
うすみどり

【柄】

【帯揚げ】

・薄物仕立
【仕立】

【帯締め】

麻（上布）

麻の着物や帯は、苧麻(ちゃま)を績(う)んだ糸
(細く裂いて長くつなぎ撚り合わせたもの)や、
ラミー糸を用いて作られます。それぞれ太さ(番手)や
品質などにより使用目的が分かれ、着尺地、長襦袢地、
帯地、座布団地、暖簾地などに区別されます。

旧暦7月の異称は「文月」。
七夕に笹飾りの短冊に(しいか)
詩歌を書き、文字の上達を願う風習が由来だとか。

立波に千鳥 雪輪に花丸

HANA緒style
都屋でお仕立てしたお着物で素敵な写真を残しませんか？

あさ（じょうふ）

涼しく吸湿性のある麻帯は、
盛夏のカジュアルな装いに
欠かせません。麻は世界的に
みても最も古くから織られ
日本でも木綿が栽培される江戸時代までは
夏冬問わず、衣服の素材になっていました。
帯用の糸は着物地より太く、績み、
精錬を控えめにざっくりとした感じを出します。

たつなみ ちどり

７月

23(土)

28(木)

31(日)

ゆきわ はなまる

≪予約空き状況≫
着付け・ヘアセット

がサービス特典！

プロの技でモデル気分を
味わっちゃいましょう♪

着てみませんか？

今年都屋にて浴衣をご購入
のお客様にはなんと…

浴衣着付３回無料チケット
をプレゼント！

無料チケット
ゲットするには

①都屋にて浴衣を購入

②スタッフより「合言葉」をゲット

③LINEにて「合言葉」を送信

④3回着付無料チケットゲット！

←【LINE公式】
はこちら

お店の最新情報やイベント情報、
お得なクーポンを毎週木曜配信中！

友達追加しましたら、トーク画面にて
お名前をフルネームで送信お願い致します。

【帯留】

・ガラス
・陶器
・玉
・宝石
・色の美しいもの
・味のあるもの

パナマ草履 夏用フォーマル草履

８月

21(日)

26(金)
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～毎週月曜日更新～

それぞれ続きはホームページでご覧いただけます(^-^)

夏着物・浴衣の着方・着付けの補正は暑い… 森美由紀

伊藤昌子

櫻井眞理子

↓ブログの開き方↓
花いち都屋ホームページ → 画面右上の「着物」を押す

→画面右上の「 」を押す → 本店ブログ

更新されたブログ3つをちょこっと紹介！
このページの下を参考に、ブログを

開いてみてくださいね～♪

浴衣VSちぢみ 着物でおしゃれに札幌の暑い夏を乗り切ろう♪

右のQRコードを読み込むと
花いっちゃんねるのページに
いけます(^^)/

～毎週火19時配信～

7月です！夏が来ました♪
浴衣や夏着物の動画のご紹介です！！

今年はお祭りやビアガーデン開催されますね♬
短い夏を大いに楽しみましょう(^^)/

インスタLIVE配信もやってます(^^)/

第292回

第197回

本店スタッフ高橋、伊藤、田村による
夏着物と浴衣のコーディネート動画です！
色使いなど参考にしてみて下さい!(^^)!

第194回

眞木、竹川が浴衣の素敵な着方と残念な着方を
分かりやすく紹介しています！
この動画を見て、男性はカッコよく、女性は綺麗に
着るポイントを押さえましょう♬

昨年のゆかた祭りやビアガーデンでのお客様の
浴衣コーディネートです！可愛らしくカラフルです♪
今年もゆかた祭り楽しみですね(^^)/

書道 楽しいカルチャー教室

＝―
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月 日

開放的なビアテラスを予定しております♪

￥4,5002時間飲み放題

ご予約お待ちしております！

浴衣で夏のお出かけ

(土)

17:00～19:00

夏着物や浴衣で楽しみましょう♪

ソフトドリンクもございます。

ランチ会日程
今年のランチ会イベントのお知らせです♪

7月23日(土) 夏のお出掛け

8月6日(土) ゆかた祭り

9月17日(土) 単衣ランチ会

10月15日(土) ランチ会

11月19日(土) ランチ会

12月17日(土) クリスマス会

日程は変更になる場合もございます。
ご了承くださいm(__)m

都度お知らせいたしますので、
ご参加の際はご予約お待ちしております(^^)/

月 日(土)

札幌パークホテル
中央区南10条西3丁目１－１
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ベッラドンナ〜心も身体も美しく〜

総本店にて
11:00～17:00

・つまみ細工
・レース編み
・折り紙アクセサリー

¥1000〜

・サンキャッチャー
販売 ¥500〜

体験 ¥500〜1200

根付・栞・アクセサリー

・エンジェルタロット
リーディング

・ヒーリング
20分 ￥2,000

・Kanaiプレートアート
30分 ￥2,000

もう必要のない感情や
ネガティブな思い込みを
しっかり浄化してくれる。

必要なメッセージも受け取れます。

美容整体で

美と健康を手に入れよう！

まずは

骨盤矯正オススメです。

・骨盤矯正（簡易歪みチェック付き）

15分 ¥500

・肩調整または腰調整
10分 ¥800

・頸調整または背骨調整
10分 ¥800

・上記全てのメニュー
60分 ¥3,500

・頭骨・小顔矯正
15分 ¥2,000

・ワークショップ
(ブローチ、ヘアゴム、ピンから1点)

11:30〜・14:30〜
¥2000

７月のカルチャー教室日程

7/19(火)

13:30～16:30

￥500

7/28(木)
13:30～15:30

￥800

7/26(火)
13:30～15:30

￥800

教

舞

教

道

7/25(月)

11:00～12:00

￥1,000

7/11(月)
13:30～15:00

ダ

7/21(木)
10:30～12:00

￥800

（裏千家）

7/31(日)

￥800

ご参加は

要予約
となっております！

￥2,500

(表千家)

13:30～15:30

室

24(日)

数秘術の先生とマヤ暦の
先生も参加予定です！
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７月着付教室スケジュール
月 火 水 木 金 土 日

10:30     　竹川 1 2 3

13:00 森 五十嵐 伊藤 眞木 森

18:30 伊藤 眞木 竹川 伊藤

4 5 6 7 8 9 10

森 五十嵐 伊藤 眞木 眞木

伊藤 眞木 竹川 竹川 伊藤

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

定

休

日

着物GO！

開 幕 祭

地下歩出店

前結び体験会

前結び体験会
毎月大好評！

11：00～・15：00～

講
師
が
周
り
に
い
る
の
で

わ
か
ら
な
い
こ
と
も
聞
き
や
す
い
◎

参加無料！
手ぶらでOK！

お道具は全て無料貸出し！

後ろに手が回らない…

自分で着れるようになりたい！

やり方を忘れてしまった…

どんな方でも大歓迎◎
ご予約お待ちしております。

「花いっちゃんねる」
でもご紹介してます！

１９：００～

7/29(金)30(土)

ビアパーティー

7月からの着付け教室の日程はただいま調整中です。
恐れ入りますが、ご予約の際は担当スタッフへ

直接お問い合わせくださいm(__)m

9日(土)・10日(日)・15～17日(金-日)
23日(土)・29日(金)・30日(土)

上記日程はイベントの為休講となっております。
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