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Press Release 

報道関係者各位 

2021年 10月 25日 

株式会社マリエ 

 

帯に「花」がトレンドに？ 婚礼和装・振袖の新スタイル 
「花帯」&「花振」コレクション 新アイテム 10月 24日 WEB販売開始 
着物離れ・コロナ禍の成人式・結婚式に一役 7名にプレゼントキャンペーン実施も 

 
美容をワンストップで叶えるトータルビューティープロデュースを展開する株式会社マリエ（本社：愛知県名古屋市、代

表取締役：長谷川清美、長谷川秀二）は「花帯」&「花振」コレクションの新作アイテムをWEB サイトにて 2021 年 10
月 24日（日）に発売開始いたしました。発売を記念し、抽選で 7名様にプレゼントキャンペーンも実施いたします。 

 
 
◆着物に「こんなものがあったらかわいい！」 婚礼のスペシャリストが発案  
当商品は、当社代表の長谷川清美がブライダルの着付けからヘアーメイクまでトータル的に携わるマリアージュスタ

イリストとして活動する中、日本の伝統和装（婚礼和装・振袖）着物に「こんなものがあったらかわいい！」という想いか
ら 2019年に誕生いたしました。 
商品開発には約 1 年をかけて「装着の際、重さなどで負担をかけない」「花だけが目立ちすぎない」など、着物、帯、

花、全体のバランスなど改良を重ね徹底的にこだわりぬいた究極のバランスを実現しました。「花帯」「花振」を彩る
美しい花は、婚礼を手掛けているプロのフローリストが制作。こだわりの花は着物の美しさをより美しく、さらに個性ある華や
かさを演出いたします。   
また、造花のため着用後も「想い出を手元に残しておけるアイテム」「母から娘へと受け継ぐアイテム」にもなり、着

物離れといわれる中で、当商品を通じて日本の伝統文化の一つである着物を次世代に継承する後押しにつなが
ればと考えています。実用新案取得済の当商品は、現在、「花帯」・「花振」各 6 アイテムを WEB サイトにて販売してい
ます。実際に成人式や結婚式の会場で「綺麗で素敵」「個性的」などの声があり好評です。 

 
◆新作「花帯」5アイテムは、工芸和紙を取り入れより和モダンな印象に 
今回、「花帯」の新作アイテムとして新たに 5 アイテムが登場。白、赤、赤白緑、ピンク、ベージュの各カラーのトーンに

あわせた花のアレンジメントに水引・和紙・組紐などの工芸和紙を取り入れ、より和モダンな印象を与えるアイテム
となっています。 
 
◆プレゼントキャンペーン コロナ禍の Z世代の成人式や結婚式に個性的な彩どりをプラス  
「花帯」の新作アイテムの発売を記念し、成人式や結婚式など人生の節目を迎える方々を対象に抽選で 7 名様に当

ピンクの花帯 （ももね） 白色の花帯 （ましろ） 
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商品を提供するキャンペーン（1 名に商品プレゼント、6 名に 1 日レンタル）を WEB サイト（https://www.marie-
webshop.com/）で実施いたします。 
「花帯」・「花振」はオンラインの式典や前撮り撮影でも「個性的に彩れる」「写真映えする」アイテムとして、当社はキャン

ペーンを通じてコロナ禍に人生の節目を迎える方々の大切な想い出づくりを手助けできればと考えています。 
 
【新商品概要】 
コレクション名：「花帯」&「花振」コレクション  
販売開始日：2021年 10月 24日 
販売場所：https://www.marie-webshop.com/ 
 

「花帯」商品概要 

商品名：白色の花帯 （ましろ） 

使用花材: 胡蝶蘭、百合、芍薬、紫陽花、ゴールドゲイラックス、水引 

着付けした際のサイズ：横幅 40ｃｍ 高さ 27ｃｍ 奥行 17ｃｍ 
重量：200 グラム 
価格：52,800円(税込)  
 
 
 
商品名：赤色の花帯 （あかね） 
使用花材: ダリア、芍薬、紫陽花、葉蘭、水引、タッセル 
着付けした際のサイズ：横幅 41ｃｍ 高さ 27ｃｍ 奥行 17ｃｍ 
重量：250 グラム 
価格：52,800円(税込)  
 
 
 
商品名：赤白緑の花帯 （いろは） 

使用花材: 芍薬、洋菊、ダリア、紫陽花、ベゴニアリーフ、水引 

着付けした際のサイズ：横幅 40ｃｍ 高さ 27ｃｍ 奥行 16ｃｍ 
重量：220 グラム 
価格：52,800円(税込)  
 
 
商品名：ピンクの花帯 （ももね） 
使用花材: ダリア、芍薬、紫陽花、葉蘭、水引、タッセル 
着付けした際のサイズ：横幅 38ｃｍ 高さ 27ｃｍ 奥行 16ｃｍ 
重量：300 グラム 
価格：52,800円(税込)  

 

 

商品名：ベージュの花帯 （つむぎ） 

使用花材: バラ、ダリア、紫陽花、白妙菊、パンパス、ユーカリ、ポポラス 

着付けした際のサイズ：横幅 45ｃｍ 高さ 25ｃｍ 奥行 17ｃｍ 
重量：270 グラム 
価格：52,800円(税込)  

 

【プレゼントキャンペーンについて】 
応募期間：2021年 10月 24日（日）～11月 22日（月） 
提供：「花帯」&「花振」コレクションよりアイテムプレゼント 1名様、1日レンタル 6名様 
応募サイト：https://www.marie-webshop.com/  

対象条件：来年成人式・結婚式を迎え、インスタグラムで【#花帯】【#花振】【#長谷川清美】【#成人式】【#結婚式】

のハッシュタグを付けて着用時の写真投稿が可能な方 

https://www.marie-webshop.com/
https://www.marie-webshop.com/
https://www.marie-webshop.com/
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◆開発者

美容家・マリアージュスタイリスト 長谷川清美
「花帯」&「花振」コレクションは日本の伝統和装（婚礼和装・振袖）着物に「こんなも

のがあったらかわいい！」という想いだけでなく、着付けをおこなう美容師にとってもスキルを
問わずに誰でもカンタンに上手く帯を着飾れるように開発しました。 
着物離れといわれる中、「花帯」&「花振」から今の時代ならではの着物の着こなし方で

着物の魅力を多くの方々に知ってもらう機会につなげていければと考えています。 

＜長谷川清美プロフィール＞ 

株式会社マリエ 代表取締役 

一般社団法人 Mariage Grande Academia 

一般社団法人全日本ブライダル協会 理事 

美容の技術を習得しながら和装、洋装、ブライダルヘアーメイク、着付け全般の技能を取

得。同時期に日本礼道古流作法小笠原流師範取得。著名な美容家を師と仰ぎ、美

容技術を習得する。 

その後、横浜の経営コンサルタントの会社に入社する。ビジネスマナー、接遇マナーのイン

ストラクターとして全国規模でセミナーを開催。斬新なサロン経営手法が脚光を浴び、多くのメディアの取材を受ける。

また、フランス・パリのヴァンクリーフ、カルティエ、シャネルなどのジュエリーデザイナーとのコラボレーションにより、オリジナルアクセ

サリーの企画立案、営業、販売を手がける。その後、名古屋に拠点を移す。

桂由美先生の一般社団法人全日本ブライダル協会においてウェディングプランナーのライセンスを取得。

現在は、サロンも冠婚葬祭のどちらもプロフェッショナルな二刀流の美容師（マリアージュスタイリスト）の育成を行っている。

＜著書＞

結婚式から生まれるしあわせ ブライズルームは聖域（キャラナビ出版）

◆会社概要
社名： 株式会社マリエ 
代表： 代表取締役 長谷川清美、長谷川秀二 
創業： 1947年７月１日 
設立： 1982年 10 月 1 日 
本社所在地： 愛知県名古屋市千種区内山 3-31-25 マリエビル 
本部事務所： 愛知県名古屋市中区金山 4-1-9 4Ｆ 
電話： 052-253-8004
資本金： 2000万円
従業員数： 60名
事業内容： 美容室、ブライダルヘアーメイク、着付け(和装全般)、エステ、ネイル、まつげエクステ、

海外挙式プロデュース、ブライダルプロデュース、ブライダルコーディネート、美容関連商品販売
U R L： https://marieplus.jp/
オンラインショップ： https://www.marie-webshop.com/

＜お客様お問い合わせ先＞ 
https://thebase.in/inquiry/marieshop-official-ec 
info@marieplus.jp 
電話 052-253-8004 

【報道関係者 お問い合わせ先】 

マリエ 広報事務局

               担当：長谷川（090-4237-3308） 

E-mail︓info@marieplus.co.jp   TEL︓052-253-8004   FAX︓052-253-5906
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参考資料 

「花帯」コレクション 6 アイテム紹介 

商品名：美羽-miu-花帯 （Natural Style） 

使用花材：和菊、洋菊、ダリア、芍薬、アマランサス、ベゴニアリーフ 

着付けした際の商品サイズ：横幅 約 46㎝ 高さ 約 31㎝ 奥行 約 18㎝ 

重量：238 グラム 

価格：52,800 円（税込） 

商品名：真紅-shinku-花帯（Noble Style :RED） 

使用花材：ダリア、胡蝶蘭、紫陽花、和菊、葉蘭 

着付けした際の商品サイズ：横幅 約 48㎝ 高さ 約 32㎝ 奥行 約 18㎝ 

重量：238 グラム 

価格：52,800 円（税込） 

商品名：優美-yuubi-花帯（Elegant style) 

使用花材：アネモネ、和菊、カラー、ダリア、紫陽花、ベゴニアリーフ 

着付けした際の商品サイズ：横幅 約 43㎝ 高さ 約 30㎝ 奥行 約 20㎝ 

重量：278 グラム 

価格：52,800 円（税込） 

商品名：姫華-himeka-花帯（Cute style） 

使用花材：アネモネ、芍薬、寒芍薬、ダリア、紫陽花、葉蘭 

着付けした際の商品サイズ：横幅 約 51㎝ 高さ 約 28㎝ 奥行 約 17㎝ 

重量：266 グラム 

価格：52,800 円（税込） 

商品名：旬彩-shunsai-花帯（Brilliant Style ） 

使用花材：ガーベラ、カラー、ダリア、芍薬、ベリー、葉蘭 

着付けした際の商品サイズ：横幅 約 45㎝ 高さ 約 33㎝ 奥行 約 18㎝ 

重量：238 グラム

価格：52,800 円（税込） 

商品名：和香-waka-花帯（Trad Style） 

使用花材：百合、胡蝶蘭、ダリア、寒芍薬、芍薬、紫陽花、葉蘭、アマランサス 

着付けした際の商品サイズ：横幅 約 50㎝ 高さ 約 29㎝ 奥行 約 22㎝ 

重量：236 グラム 

価格：52,800 円（税込） 
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「花振」コレクション 6 アイテム紹介 
 
商品名：凛-rin-花振-HANAFURI-（Trad Style） 

使用花材：ダリア、芍薬、しだれ桜、ゴールドゲイラックス 

着付けした際の商品サイズ：横幅 約 43㎝ 高さ 約 25㎝ 奥行 約 16㎝ 

重量：176 グラム 

価格：52,800 円（税込） 

 

 

商品名：萌-moe- 花振-HANAFURI-（Natural Style） 

使用花材：ダリア、芍薬、紫陽花、シーグレープ 

着付けした際の商品サイズ：横幅 約 38㎝ 高さ 約 31㎝ 奥行 約 15㎝ 

重量：190 グラム 

価格：52,800 円（税込） 

 

 

商品名：結-yui- 花振-HANAFURI-（Brilliant Style ） 

使用花材：ダリア、ミニダリア、芍薬、ゴールドゲイラックス 

着付けした際の商品サイズ：横幅 約 36㎝ 高さ 約 22㎝ 奥行 約 15㎝ 

重量：186 グラム 

価格：52,800 円（税込） 

 

 

商品名：雅-miyabi- 花振-HANAFURI-（Noble Style） 

使用花材：百合、芍薬、かすみ草、ダリア、紫陽花、葉蘭 

着付けした際の商品サイズ：横幅 約 39 ㎝ 高さ 約 27 ㎝ 奥行 約 14 ㎝ 

重量：190 グラム 

価格：52,800 円（税込） 

 

 

商品名：鞠-mari- 花振-HANAFURI-（Cute style） 

使用花材：ミニダリア、芍薬、紫陽花、葉蘭 

着付けした際の商品サイズ：横幅 約 38㎝ 高さ 約 25㎝ 奥行 約 14㎝ 

重量：178 グラム 

価格：52,800 円（税込） 

 

 

商品名：葵-aoi 花振-HANAFURI-（Elegant style) 

使用花材：ダリア、芍薬、藤、紫陽花、シーグレープ 

着付けした際の商品サイズ：横幅 約 36㎝ 高さ 約 28㎝ 奥行 約 12㎝ 

重量：204 グラム 

価格：52,800 円（税込） 

 

 

 

 

 


