
全 7回で修了　らくらくコース修了者対象　
「よりきれいな着姿で着物のおしゃれを楽しむ」ことを目標としたコースです。
普段着からお式までオールマイティに着られるよう、袋帯でのレッスンです。

全 3回で修了　初回は無料体験会！お気軽にどうぞ！
「自分ひとりで着物を着られるようになる」ことを目標としたコースです。
帯は名古屋帯を使用し、普段着で着られるようなレッスンとなります。

和想館の前結び着付教室 おしゃれ
らくらく
きれい！

選べる 3つのコース 日程は開講１ヶ月前にホームページ・店頭にて告知
個別レッスンは随時受付中です

毎日着物で過ごしているからこそ知っている、
「らく」で「きれい」のコツ、お教えします。

　和想館の着付教室は、「着物をひとりで着られないから、着物を着ない。」という方に、
着物を着る楽しさを知って頂き、どんどん着て頂きたいという想いで創業当初から行っ
ております。
　和想館の着付がどれほど「らく」で「きれい」か、それは毎日着物で店頭に立つスタッ
フが一番良く知っています。1 日着ても苦しくなく、着崩れない。帯は体に無理のな
い前結び。毎日着物で過ごすスタッフが、皆様に「らく」で「きれい」な着付けのコ
ツをお教えいたします。
　創業以来 15 年間で、卒業された方は 2,000 名以上。皆様、お出掛けの際や、お式
ごとの際に、ご自身で着付をして参加されています。普段でも、特別な日でも、ファッ
ションの選択肢のひとつに着物がある。そんな暮らしのお手伝いをさせて頂ければ幸
いです。

受講料金一覧表 　表示価格は全て税別です

らくらく
コース

きれい
コース

個別レッスン
よりきれいでらくな技を、個別レッスンでじっくり習得したい方向け。
らくらくコースときれいコースの内容を通して 全 10 回で修了。
5ヶ月間で修了できるようスタッフと相談の上日程を組んでください。

毎日自分で着るのはもちろん、
コーディネートも考えます

らくらくコース
初回無料

第 2回開始時に支払い
きれいコース 個別レッスン

着物レンタル
あり

着物レンタル
なし

5,000 円 15,000 円 30,000 円

3,000 円 10,000 円 25,000 円

※着付レンタル料も第 2回開始時に
お支払いください。

受講特典！受講特典！
着付小物・オシャレ小物

20％割引チケット
プレゼント！

着付小物・オシャレ小物

20％割引チケット
プレゼント！

らくらくコース初回にてお渡
し致します。足りない着付小
物のご購入や、新たなコー
ディネートのための帯揚げ・
帯締めなどにお使い頂けま
す。どうぞご活用くだ

さい。

らくらくコース初回にてお渡
し致します。足りない着付小
物のご購入や、新たなコー
ディネートのための帯揚げ・
帯締めなどにお使い頂けま
す。どうぞご活用くだ

さい。

レンタル内容

着物、長襦袢、帯（※）、
帯揚げ、帯締め の 5 点
※らくらくコースは名古屋帯、きれい
コースは袋帯をご用意します。

全 10 回



らくらくコース らくらくお出掛けスタイル・名古屋帯コース  受講料 3,000 円（税別）

曜日・時間固定 1 回２時間 　開催日程は各店舗へお問い合わせください。

第 1 回

第 2回

第 3回

●第 1回の復習　　●名古屋帯の結び方

●第 1回・第 2回の総復習　　●卒業証書用写真撮影
※卒業証書は出来上がり次第、後日のお渡しになります。

●肌着・補正の仕方　　●襦袢・着物の着方
※初回は無料体験です。以降継続される方は、第 2回のレッスン開始前に、　
初級コース受講料 3,000 円（税別）をお支払いください。

きれいコース
らくらくコースを修了後ご受講ください。
カジュアルからフォーマルまでOK・袋帯コース  受講料 10,000 円（税別）
曜日・時間固定  1 回２時間 　開催日程は各店舗へお問い合わせください。

第 1 回

第 2回

第 3回

●第 1回の復習

●着物の着方

●袋帯の結び方

●肌着・補正の仕方

●襦袢の着方

第 4回

第 5回

第 6回

第 7回

●肌着・補正から袋帯まで

　通して着付練習

●コーディネート講座

●総復習　

●ミニお出掛け　　

●卒業証書用写真撮影
※卒業証書は出来上がり次第、
後日のお渡しになります。

●袋帯の結び方

卒業後も安心！アフターサポート

開放日

同じコースの
再受講

おさらい会 開放日と異なり、もう一度スタッフによるポイント解説を受けられま

す。不定期開催・受講料 500 円（税別）。

着付を確実に身につけたい方にお勧め。受講料は各コース半額。
過去にも 2回、3回と通われた方が数多くいらっしゃいます。

各店舗の着付レッスンのスペースを無料開放。自由に着付練習やコー
ディネート練習をしていただけます。
※開放日は店舗によって異なりますので別途お知らせします。

※個別レッスンで再受講をご希望の方はご相談ください。 ※着物 5点セットのレンタル料金は半額になりませんのでご了承ください。

お申し込み
方法について

①店舗店頭にてお申し込み　②ホームページからお申し込み（裏面下部をご覧下さい。）
③メールにてお申し込み wasoukan@gmail.com 宛にお送りください。
④お電話にてお申し込み 0120-529-114（11：00～19：00、水曜定休）

必要事項：お名前、年齢、ご住所、電話番号、ご希望会場（店舗）、ご希望の曜日と日時（別紙参照）



受講に必要なお道具 受講開始前に全て揃っていなくても構いません。不明なものがござい
ましたらお気軽にお尋ねください。

カリキュラムごとに必要なお道具

補正用

タオル2～3枚、

肌着（ワンピースタイプ または 肌着＋すそよけ） 

※お持ちでしたら和装ブラジャー、

専用補整具をご持参ください

お襦袢用

長襦袢（半衿を付けておくこと）、衿芯、

腰紐１本 または コーリンベルト

足袋、伊達締め１本

着物用

着物、衿止め1本、下記①②③④のうちいずれか

きれいコースの方は袋帯をご用意ください。
※1　帯については、らくらくコースの方は名古屋帯、

※2　仮ゴムについては受講時にご説明致します。

①伊達締め1本、腰紐2本
②伊達締め1本、コーリンベルト1本、腰紐1本
③伊達締め1本、ゴムベルト1本、コーリンベルト1本
④ゴムベルト1本、和装締めベルト1本

帯結び用

帯（※1）、前結び専用前板、仮ゴム3本（※2）
帯枕、帯締め、帯揚げ、
タオル2～3枚（または補正具）、衿止め2本

●肌着・補正の仕方
●襦袢・着物の着方

●肌着・補正の仕方
●襦袢の着方

●第１回の復習
●着物の着方

●肌着・補正から袋帯まで
　通して着付練習

●コーディネートレッスン
　お持ちの着物・帯で「これから活用したいもの」「何を合わせたら良いか分からないもの」などを
　お持ちください。帯締めや帯揚げもお持ち頂くとよりわかりやすくなります。

●総復習　●ミニお出掛け
●卒業証書用写真撮影●袋帯の締め方

●袋帯の締め方

●第1回の復習
●名古屋帯の締め方

●第1回・第2回の総復習
●卒業証書用写真撮影

らくらく
コース

きれい
コース

第 1回 第 2回 第 3回

第 1回 第 2回 第 3回

第 4回
第 5回

第 7回

第 6回

お道具

お道具

お道具 お道具

お道具お道具

お道具
お道具 お道具

更なるお問合せ・受講のお申し込みは 0120-529-114まで
（11：00～19：00 水曜定休）



受講に関するQ&A

卒業生の声

Q1 着物や帯を持っていないのですが、購入することは可能ですか。

A1 和想館は着物専門店ですので、もちろん可能です。バーゲンなどお安くお求めいただける機会も定期的にございま

　  すし、ご予算や用途に合ったお着物をお取り寄せし、お選びいただくことも可能です。

Q2 着物や帯をレンタルすることは可能ですか。

A2 可能です。初級コースでは着物・長襦袢・帯・帯揚げ・帯締めの 5 点セットを 2,000 円（税別）にて、中級コー  

　  スでは 5,000 円（税別）にてお貸し致します。足袋・肌着・腰紐などの着付小物に関してはお買い求め頂くか、　

　  お家にあるものを探してみてください。また、受講者様には特典として初回受講時に「着付小物 20％割引チケット」 

　  をお渡ししておりますので、お買い求めの際はご利用くださいませ。

Q3 受講にあたって、購入必須のものがありますか。

A3 和想館の着付教室は帯を体の前で結ぶ“前結び”を行います。専用の「前結び専用前板」を使用しますので、こち

　  らは受講者様全員にお買い求めいただいております（購入必須につきご優待価格でご提供しております）。また、　

　  着物や帯を留めるのに必要な「衿止め」も、お持ちでない方にはご購入をお願いしております。

Q4 着付教室を受講したら、着物や帯を買わないといけないのですか。

A4 着付教室のカリキュラムに販売会はございません。Q1の通り、ご希望の方にはご提案させていただきます。

実際に着付教室を受講された方の感想です。

分かりにくいポイントや、らくに着られるワザありなポイ
ントも、講師が一緒に脱いだり着たりして実例を見せてく
れるので、丁寧で分かりやすいです。
（M・I さま　松江店で受講）

和気あいあいと雰囲気がよく、少人数制
の教室なので質問がしやすかったです。
（Y・Mさま　鳥取店で受講）

ポイント満載の指導のおかげで着付が本当に「らく」になり
ました。着てからも一日中「らく」で着物がますます好きに
なりました。心から感謝しております。
（F・Kさま　徳山店で受講）

ホームページからのお問合せはこちらから➡
URL:http://www.waso-net.com/

自分で着られるようになり、着物を身近に感じるようになり
ました。着物を着て過ごす時間は優雅で贅沢な気持ちになれ、
私にとってリフレッシュタイムのひとつです。
（M・Kさま　徳山店で受講）

短期間できれいに着られるようになって
よかったです。
（T・Kさま　浜田店で受講）

何度も丁寧に教えてもらえて、分かり
やすかったです。
（T・Nさま　浜田店で受講）

入学式・卒業式等の着用機会直前におさ
らい会を開催してくれて大変助かってい
ます。
（C・Sさま　米子店で受講）

着付を習うことにより、歌舞伎を見に行ったり、きものショ
ーに出たり、新しい世界を知って、普段自分がしないことに
も挑戦できるようになりました。
（M・Oさま　米子店で受講）

着付教室を通じて着物という共通の趣味のお友達が
できたのがとても良いです。卒業後2年経ちました
が、月に1度はお友達と着物でお出掛けしています。
（Y・Kさま　出雲店で受講）

帯が前結びなので自分で形よく結べるようになり
ました。他では教わらなかった着付のヒントやア
ドバイスが実用的でとても役に立ちました。
（M・Oさま　出雲店で受講）


