営
定

業

時

休

間
日

：10:00～16:00（受付終了 15:00、お戻り時間 15:30）
※16:00 には閉じてしまうので必ず時間内にお戻りください
：毎週水曜日、木曜日（二十日大師を除く）

場

所

：川崎区大師町 4－45
川崎大師仲見世通り (川崎大師山門前) 『珈琲茶房 餅陣住吉』さん 2 階
（のぼりが目印です）

料

金

：\2,000～（着物レンタル＋着付け料） ヘアセットも別途承ります

申 し 込 み 方 法 ：申し込み予約制
インターネット ：http://www.miyauchi-kimono.jp/henshin/index.html
FAX 申し込み ：以下の申込書をご利用ください
問
併

合

せ 先
設

： 044-873-2050（ＦＡＸ）
尾崎：090-1544-6497 上原：090-5218-8434 指田：090-8002-4123
：みやうち着物学院 ～入学入会随時受付中～
神奈川県知事認定「第 3142 号」 神奈川北きもの着士能力開発校
経済産業省関東経済産業局認可第 1869 号
中央着付士能力開発協同組合
厚生労働省関東信越厚生局認可第 0127018 号

主催：変身処かわさき大師実行委員会
共催：みやうち着物学院、中央着付士能力開発協同組合、NPO 法人「きもの文化歴史風俗研究会」、http://www.miyauchi-kimono.jp/index.html
後援：川崎大師観光協会、川崎大師商店街連合会、表参道商業協同組合、川崎大師仲見世通会、川崎市観光協会、川崎市国際交流協会

変身処かわさき大師

申込書
申込日：

ご来館日：
人数： 男性

年
名

お名前（代表者名）：

月
女性

日
名

時
子供

名

年

月

分頃
合計

連絡先（電話番号）

連絡事項：
※グループでのお申込みはご来館 1 週間前までにお願いします。
FAX 番号：044-873-2050

日
到着予定
名

Opening Hour:

10:00～16:00（the reception closes at 15:00 and come back by 15:30.）
※Please make sure you will come back the time because the place closes at 16:00.

Regular holiday: Every Wednesday and Thursday (except for Hatsuka-daishi)
Venue:

It is located in front of the Kawasaki Daishi’s Sanmon gate.
2F “Coffee Sabo Mochijin Sumiyoshi”, Kawasaki Daishi Nakamise-dori Street,
45-4 Daishi-machi, Kawasaki-ku, Kawasaki City

Fee:

¥2,000 or more, which includes rental Kimono and dressing charge.
If you like hair setting, it will incur additional charges.

Application:

Reservation is required.Please make a reservation from the web page
http://www.miyauchi-kimono.jp/henshin/form/index.html
or fill in the following application form and send it by fax.

Contact:

Fax number 044-873-2050
Ozaki：090-1544-6497 Uehara：090-5218-8434 Sashida：090-8002-4123

Sponsored by Henshindokoro Kawasaki Daishi Executive Committee
Co-sponsored by Miyauchi Kimono Institute, Chuo Kitukeshi Noryoku Kaihatsu Cooperative Association,
The Research Society for Kimono Culture, History and Customs,http://www.miyauchi-kimono.jp/index.html
Endorsed by Kawasaki Daishi Tourism Association, Federation of Kawasaki Daishi Shopping District,
Omote-sando Commercial Cooperative Association, Kawasaki Daishi Nakamise-dori Kai,
Kawasaki Tourism Association, Kawasaki International Association

Application Form
Enjoying Kawasaki Daishi with Kimono
Application date： mm/dd/yyyy
Estimated arrival time & date： at around
Number of persons： male
Name（its representative）
：

, female

, mm/dd
, children

, total

Phone number：

Message：

※In case of applying in group, please apply by one week before.
FAX number：044-873-2050

,

