WAnocoto 茶道レッスンのご案内

裏千家茶道レッスンコース

日本女性なら一度はやってみたい！という人が多いけれども、気軽に習える場所がなかった「茶道」。
ワノコトでは、「茶道」をもっと気軽に始められるように、初心者の方も参加しやすい様々な工夫をしています。

ポイント①：スケジュール自由自在！
好きな日時からスタートできて、好
きな日程を自由に予約 OK!!
受講ペースも自由なので、急ぎでも、
ゆっくりでも自分のペースで。

ポイント②：WEB でカンタン予約！
WEB 予約システムで 24 時間パソコ
ンやスマホからご予約が可能です。
もちろんキャンセルや予約変更もカ
ンタン！

初級

ポイント④：お道具レンタル

初心者向けのビギナーズクラスは、初めて茶道を習
う方を対象とした全 8 回のワノコトオリジナルカリ
キュラム。無駄を一切省き、効率よくステップアッ
プできる内容です。

レッスンに必要なお道具類はレンタルのご用意もあ
ります。初期投資を押さえてレッスンに通い始めら
れます。（衛生上、懐紙および菓子切りのレンタル
はありません。）

レッスン内容

全8回

ビギナー（全２回）

初級レッスン

90 分レッスン

初めて茶道を学ぶ方に
向けた基礎レッスンです

レッスン受講料

お茶席でのお客様としての所作や和室マナー
お茶を点てるための基本を学びます。

OK!

Point.2 ：無駄のないカリキュラム
ポイント③

レッスン回数

必要チケット

8枚

※1 回目のレッスンまでに 8 枚以上の
チケット購入が必要です。

中級

お点前レッスン

お茶を点てる（お点前）ために必要な所作を
部分的にお稽古します。

レッスン回数

レッスン内容

全 12 回

薄茶 / 平点前（全 12 回）

90 分レッスン

基本のお点前を学ぶ
レッスンです

薄茶 / 平点前（全 6 回）

レッスン受講料

初級レッスンで部分的にお稽古した基本のお点
前（平点前）を完成させます。

必要チケット 12 枚

アドバンス

受講料金
レッスン受講料金はチケット制です。初級レッスンは 1 回目までに 8 枚以上のチケット購入が必要です。
※チケット購入時にまとめて支払も可能
チケットの他に、お水屋代（550 円 税込 /1 レッスン）が必要です。

レッスン回数

薄茶のいろいろな
お点前
＆
濃茶 ( 平点前 )
＆
濃茶のいろいろな
お点前
月毎に変わるいろいろな
お点前を楽しむレッスンです

有効期限も長くて
一番お得です。

レッスン内容

継続レッスン
90 分レッスン

薄茶 / いろいろなお点前
お点前は毎月変わります。季節や場所によって
使うお道具が変わるお点前を楽しみます。

レッスン受講料

1 レッスンにつき 1 枚

濃茶 / 平点前
濃茶 / いろいろなお点前
濃茶の平点前を学んだ後は、薄茶同様に濃茶
のいろいろいなお点前を楽しみます。

ご希望の方は、「裏千家茶道 / 資格・許状」の取得が可能です。

茶道に必要なお道具について

レッスンのご予約方法について

レッスンに必要なお道具は下記の 5 点です。初級 / 中級コース受講中はレンタルが利用可能ですが、アドバンス

受講回数によって、レッスン予約システムで予約する枠が異なります。

コースを受講する際には、ご自分のお道具をご用意下さい。※価格はワノコト販売価格です。

受講カードでご自分の受講回数を確認してご予約下さい。

￥110（税込）

お菓子を取り分ける際に、お皿
代わりに用います。

菓子切り

￥660（税込）

お菓子を食べやすい大きさに切
り分ける際に使います。

￥3,300（税込）

お道具を清めるために使います。

お抹茶をお飲みいただくには
「薄茶 / 平点前レッスン」より
帛紗と茶巾が必要です。

アドバンス

レンタル OK

レンタル OK
帛紗

中級

懐紙

レンタル無し

初級

レンタル無し

懐紙と菓子切りは、衛生上、
レンタルのご用意がありま
せん。
1 回目のレッスンまでに
ご用意下さい。
※受付で購入できます。

扇子

1〜2 回目

★裏千家茶道（ビギナー）

3〜8 回目

★裏千家茶道（薄茶 / 平点前）

9〜20 回目

★裏千家茶道（薄茶 / 平点前）

★裏千家茶道（アドバンス / 薄茶 / いろいろなお点前）

21 回目以降

レンタル OK

女性用

￥1,320（税込）

帛紗ばさみ / 懐紙入れ（販売なし）

男性用

￥2,145（税込）

お道具をまとめて収納します。

挨拶時や掛物を拝見するときに
使用します。

★裏千家茶道（アドバンス / 濃茶 / 平点前）
★裏千家茶道（アドバンス / 濃茶 / いろいろなお点前）

お得な特典

初回のお持ち物について
特典①

当日ご入会の方→入会金が 50%OFF

体験レッスン
当日ご入会特典

通常￥5,500 税込 →￥2,750 税込

12 回チケット購入時にお水屋代をまとめてお支払いの方

特典②
懐紙

菓子切り

白い靴下

※白い靴下は茶室に汚れを持ち込まない配慮として、レッスン前に履き替えて頂きます。
多少柄や刺繍が入っていても構いません。タイツやストッキングを着用している方は、
その上から履いて頂いて結構です。
※レンタルを利用しない方は、帛紗、扇子、帛紗ばさみもご持参下さい。

さらに、当日 8 回
以上のチケット購入で
入会金無料！

12 回
水屋まとめて特典

通常 6,600 円 税込（12 レッスン分） →

6,050 円 税込

※茶道レッスン以外にもチケットをご利用予定の方は、都度払いをお願い致します。

レッスンスタジオ WAnocoto
表参道スタジオ

東京都港区北青山 3-5-9
カプリ北青山 2F

TEL: 03-5772-6663
Mail: info@wanocoto.com

レッスン前の身支度について
① レッスン前に必ず手洗いをしましょう。
② マスクのご着用をお願いします。
③ 白色または白に準ずる靴下をお履きください。
※お忘れになられた方は受付にお申し出ください。
④【女性のお客様へ】ひざ丈より短いスカートの方は水屋着をご着用されるか、
レンタルの水屋エプロンをご利用ください。
※お持ちでない方は受付にお申し出ください。
⑤ アクセサリー類を外しましょう。
（腕時計／大きめのピアス・イヤリング・キャッチの付いていないピアス／長め
のネックレス）
※小さいピアス、短いワンポイントのネックレスは紛失の原因となりますので
着用していただいて構いません。
⑥ 指輪を外しましょう。

レッスン参加時のお願い
①開始時間の 5 分前にはスタジオに到着して、身支度およびお道具の準備を。
レッスン開始時間ギリギリに到着された場合は、先にレッスンを開始しますので、
身支度とお茶碗等の準備をしてお部屋にお入り下さい。

②15 分以上は遅刻しないように注意してください。
他の方へのご迷惑となります。15 分以上遅刻された場合は、レッスンにご参加
いただけない場合がございますので予めご了承下さい。

③レッスン開始前に、受講カードを講師に提出してくだ s さい。
受講カードはレッスン受講回数と今後のカリキュラム等を確認するためのものです。
初級、中級を終了した方を対象としたアドバンスレッスンでは、毎月お点前が変わり
ます。また、規定回数を受講すると裏千家茶道の資格が申請できますので、受講カード
にてご自分の回数を確認して下さい。

レッスン前のお道具準備について

※指輪を外すことが困難な場合は、当スタジオのレッスン内では
おつけいただいたままで構いません。

【控え室にて準備するもの】

【水屋で準備するもの】

⑦ 香りの強い香水の使用はお控えください。
⑧長い髪の毛はたばねておきましょう。
※ヘアゴムを忘れた方は受付にお申し出ください。
⑨【女性のお客様へ】口紅やリップクリームはティッシュで押さえておきましょう。
⑩マニキュアはお稽古で落とす必要はありませんが、正式なお茶会に参加する場合に
落とす必要があることを覚えておきましょう。

みなさまのご理解、ご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

①帛紗ばさみ / 懐紙入れ

①お茶碗

②懐紙（新しいものは袋から取り出す）

②茶巾（濡らして絞る）

③菓子切り（懐紙の間に挟む）

③茶筅

④帛紗

④茶杓

⑤お扇子

