自 然 をもっと敬 いた い。わたしをもっと大 切 にした い。
「 再 び」「 守る」「 整 える」。
そん な 思 い が 詰まった、毎 日の 暮らしを やさしい 気 持 ちで 包 んでくれ るアイテムをご 紹 介 します。

やさしいくらし展
■７月14日
（水）
〜７月19日
（月）各日午後7時終了/最終日午後5時終了 ■伊勢丹浦和店 7階 催物場

〈ONLY ONE NAME/Boojil〉

〈LIVRER YOKOHAMA〉
洗濯ブラザーズによる、

〈ものあい/相澤染工場〉

ネームアート・似顔絵をお作りします

洗濯の仕方を伝授＆サンプリングイベント

藍染で染め直しのご相談承ります

■7月14日
（水）
・17日
（土）
・18日
（日）
/

■7月17日
（土）
・18日
（日）
/

■7月14日
（水）
・17日
（土）
・18日
（日）
/

各日午前10時30分〜午後1時・午後2時〜午後6時

各日午前11時〜午後1時・午後2時〜午後6時

各日午前10時30分〜午後1時・午後2時〜午後6時

■ネームアートオーダー 17,050円から 似顔絵 2,750円

クリーニング店
〈LIVRER YOKOHAMA〉や人気アーティスト

■ストールの染め直し 3,300円から/衣類の染め直し

アーティストで絵本作家のBoojilが、この世に生まれて

の衣装クリーニングなどを行っている、毎日の洗濯を楽し

3,850円から ※約1カ月後のお渡しとなります。

初めてのプレゼント
「名前」
をアートで表現した、世界に

くハッピーにする洗濯のプロ集団「洗濯ブラザーズ」
が来店。

一つだけの“ネームアート”にいたします。その場でお渡し

オリジナルのナチュラル洗剤をつかって、洗濯の仕方を伝授

できる似顔絵の製作実演もいたします。

いたします。また、ご参加いただいた方には、お好きな香り

※ネームアートは、約１カ月後のお渡しとなります。

の洗剤を差しあげます。

※ご相談によっては承れないものもございます。

藍染と型染で暮らしになじむ雑貨や半纏を活用した服
をご提 案する、埼玉県 八 潮市に構える相澤染 工場の
オリジナルブランド
〈ものあい〉
。お持ちの服の染め直し

※おひとりさま1点限り ※なくなり次第終了とさせていただきます。

伊勢丹浦和店 3階
スライスオブライフの
インスタグラムは
こちらから→

伊勢丹浦和店 5階
スマートワーカースタイルの
インスタグラムは
こちらから→

伊勢丹浦和店 2階
ザッカマルシェの
ラインは
こちらから→

のご相談を承ります。

伊勢丹浦和店の
STORE アプリ
ダウンロードはこちらから→

諸 般 の事 情 により、営 業 日・営 業 時 間、予 定していたイベントなどが変 更、中 止 になる場 合 がございます。
必 ず事 前 にホームページをご確 認 いただきご来 店ください。

再び

思いが巡る

遠く海を渡り珈琲豆を運ぶという仕事を全うした麻袋

オーガニックコットン布
（GOTS 認証）
にオーガニック

を使用し、Coﬀee Bagとして新たな命を吹き込むブラ

ミツロウとオーガニックホホバオイル、天然樹脂を使っ

ンド
〈HOLOHOLO BIYORI〉
。商品は全て1点物。素材

た食品用ラップ
（ミツロウラップ）
です。

感を生かした日常使いにおすすめのバッグです。

〈ヴェルデナチュール〉
アピアリーメイド ハンドメイドビー

ホ ロ ホ ロ ビ ヨ リ

〈HOLOHOLO BIYORI〉
Chubby Bag 8,800円

3,520円（綿100％
（オーガニックコットン）
・ミツロウ・ホホ

（麻・綿など/約34×29㎝）

バオイル・天然樹脂/S・M・L各1枚入り）

日本各地で生産された、大正・昭和初期に流行した絹

暮らしの道具やうつわなどのプロダクトデザインを手掛

織物
「銘仙」
を収集し、その生地を用いてバッグや雑貨

けている
〈ヨシタ手工業デザイン室〉
から、不要になった

に仕上げる
〈LOTTA〉
。日本の再生文化を受け継ぐもの

食器を細かく粉砕し、
原料の陶土に混ぜて仕上げた食器

づくりをしているブランドです。

「TRIPWARE」
シリーズをご紹介します。

〈LOTTA〉
銘仙メッシュトートバッグ 8,800円

〈ヨシタ手工業デザイン室〉
食器 770円から

（絹・ナイロン/18.5×34×10㎝ /日本製）
その他の出品

守る

大切に

〈ちままるしぇ〉革小物、
〈トウキョウレザーファクトリー〉バッグ、
〈tuan tuan〉ベトナム飼料袋雑貨、
〈フィールト〉
インテリア、
〈RED TASSELS〉
インテリア

海洋タンカーの事故処理研究にヒントを得て、濯ぎ1回

発展途上国の工房や職人さんと、その土地ならではの

型の洗濯洗剤を生み出した製造メーカー。2019年には

天然素材や手工業技術を用いた物作りをしています。

20年ぶりのリニューアルで、すすぎ0回でも使用できる

東京の谷中では直営店とギャラリースペースを運営し、

「海へ…Step」
へと進化させました。

自社製品以外にも国内外の商品をご紹介しています。

〈がんこ本舗〉海へ…Step ポンプ付きボトル
（500g）

〈ザ エスノースギャラリー〉
4フェイスブラスバングル

3,080円・詰替用
（450g）2,420円

8,470円
（真鍮）※画像はイメージです。

処分されてしまう革で「1足でもいいから靴を作ってし

「一本のかぎ針でフィリピンの女性たちの未来を切り

まおう！」
と、革の再利用をはじめた
〈ピンクスーツ〉
。そ

拓く！」
をモットーに、フィリピン・セブ島の工房で現地

のため、一つのデザインで1 〜 3足しか作れないオリジ

の女性を雇用。編み物の技術を一から指導し、かご

ナルのシューズです。

バッグを製作しています。

〈ピンクスーツ〉
バレエシューズ 25,300円

〈スルシィ〉
タックバッグ 13,200円

※画像はイメージです。

その他の出品

〈スリーパンズ〉食器・手刺繍 雑 貨、
〈ビオジュエリー〉アクセサリー、
〈レートアウス〉Tシャツ、
〈スマテリア〉バッグ、
〈クラフトエイド〉雑 貨

整える

心と体を

（天然草木
（ラフィア）
/ 約26×約36㎝）

日本におけるオーガニックナチュラルコスメの第一人者ともいわれる小松和子さん一押しのコスメブランドが集結。
小松さんが来店し、日ごろのお肌の悩みやお客さまに合うコスメをご紹介します。
■各日午後1時〜午後4時
出品ブランド

〈アロマフランス〉
〈アロエのチカラ〉
〈ニロティカ〉
〈ヴィ
・グレーヌ〉
〈かぐれ〉
〈Taroma〉
〈たねのしずく研究所〉

〈HANAオーガニック〉
〈天海のしずくオーガニック〉
〈ルアモ〉
〈ラムーア〉

浦和を拠点とする店舗の無い花屋〈花星〉
。生花を使

暮らしを豊かにする
「衣食住」で五感を刺激するイベント

用したオーダーメイドのギフト制作をはじめ、ポップ

「URAWA ROOMS」から、今回は３つのブランドが出店。

アップショップの出店、イベント装花など、花にまつ

お花、アロマ、コスメで癒しの世界をお楽しみください。

わる分野で幅広く活動しています。

出品ブランド

〈花星〉
オリジナルブーケ 2,200円から

〈fanfarm〉
〈AURORA DROP〉
〈美u・p-SHOP〉

※画像はイメージです。

自然循環型の農法でおいしさを追求した農産物を生

ベッドやソファなどになりアウトドアシーンを盛り上げる

産する
〈山燕庵〉
。農村の人々との、お互いを発展させ

ハンモック。ベッド部分はコンパクトに袋に収納が可能、

る社会を実現することを目標にしています。

スタンド部分は簡単に折りたためる優れものです。
〈GAVIC〉
ハンモック 4,180円 スタンド 6,600円

〈山燕庵〉左：玄米甘酒 玄米がユメヲミタ 490ml 1,469円（玄米・米糀）
右：コシヒカリアモーレ 白米１kg 945円（石川県産コシヒカリ）
その他の出品

〈サウナトコロモ〉Tシャツ、
〈ワークウェアスーツ〉ワンピース、
〈ジェモセラピー〉ハーブエキス

埼玉県さいたま市浦和区高砂1-15 -1/〒330 - 0063/電話048 - 834 -1111 大代表/ʼ21

2021

※数に限りがある商品もございますので、品切れの際はご容赦ください。※価格はすべて税込です。標準税率
（10％）
と軽減税率
（8％）
が混在しております。

