
専門知識を学び、さらに経営ビジョンと志を学ぶ 

新・きものの未来塾 
事業を成り立たせるためには必要な経営の原理原則があります。  

2016 年から 7 期、50 名以上の経営者や後継者をきものの未来塾で教えできた経験から、

事業を成長させるためには、悉皆や仕立などの専門的な知識だけでなく、呉服専門店とし

て、お客様にとって自店はどういう存在でありたいか、という”経営ビジョンと志”を学

ぶことが不可欠なことを痛感しました。  

そこで第 8 期 新・きものの未来塾は、呉服専門店としての専門知識を学ぶとともに、自

店を発展させるための”経営ビジョンと志”について学びます。  

そのため第 8 期は経営者としての視点で自店を発展させるために必要な経営ビジョンの考

え方や各種分析手法、事業計画策定の手法等を習得するため、世界有数の監査法人 デ

ロイト トーマツのパートナーであり、第一級のプロフェッショナル、森川祐亨氏に特別

に講師をお願いいたしました。 

きものの未来塾は初期の開塾目的に徹底するため、今回は呉服専門店経営者、経営者のパ 

ートナー、及び後継者に参加者を限定し、コロナ禍の今、新しい時代に向かい、10 月 20 

日に開塾いたします。今回は、オンライン受講を前提としたプログラムですが、対面参加

も可能です。  

講師一覧 （順不同） 

髙橋 和江  有限会社たかはし代表取締役 たかはしきもの工房主宰 

上達 功   株式会社丸上代表取締役

中野 光太郎 染色作家 花想容代表  

大原 加容子 学校法人大原学園 大原和服専門学園   

藤井 浩一  藤井絞株式会社代表取締役 

須田 久美子 花影きもの塾 塾長 

細野 美也子 月刊アレコレ編集長  ※以上一般社団法人きものの未来協議会理事



森川 祐亨  有限監査法人デロイト トーマツ パートナー 

百田 岳彦  キヌテック株式会社代表取締役 

渡邊 正輝  株式会社ワタマサ代表取締役  

舞鶴 政之  株式会社西陣舞鶴代表取締役    

※他若干名交渉中

オンラインで学び、対面でさらに深く学ぶ

今回はオンラインでの参加、または会場での受講が可能です 

新・きものの未来塾/募集要項 

 受講絶対条件 １・受講に際して 

１・呉服専門店経営者、経営者のパートナー、及び後継者に限定（店舗数 3 店舗まで） 

※着付け関連やチェーン店、問屋など異業態の呉服関係者はご遠慮お願いします

※※受講は必ず顔出しでお願いします。 

２・共に学び、成長するために 

※全日程受講する気合がある方。1回でも欠席しますと理解不足となり他の受講生と

の間に差が生まれてしまいます。「時間がある時、出席すればいいや」という安易

なお考えの方はご遠慮いただいております。

※同期生と協力し、互いに向上し合おうという気持ちのある方。

※当講義で知り得た個人情報について保秘できる方に限ります。

※入塾に際しては《規約書》に署名をお願いいたします。

注意事項 同一商圏からの受講申込が重複した場合基本先着を優先いたしますが、 募集が

終了した時点で参加者への意思確認をさせて頂きます。その時点で商圏その他の問題

で受講を辞退することは可能です。その場合費用などは発生いたしません。  

当塾といたしましては、商圏にかかわらず業界一丸となってともに学びあいたいと考

えております。  

 受講絶対条件 ２・受講前に        

１・受講店の現状を把握した上で適切な指導を行うため、期日までに直近決算書 2 期分 



（損益計算書・賃借対照表）を有限監査法人トーマツ、パートナー・森川祐亨氏に

提出すること。  

※送付先 masamichi.morikawa@tohmatsu.co.jp

※これは適切な指導のために森川氏が必要としています。森川氏以外、事務局や協議

会メンバー、他の受講生には絶対に共有されませんのでご安心ください。

２・「衰退産業でヒット商品を生み出す４つの法則（高橋和江著/幻冬舎刊）」を事前

に読み、最も印象に残ったことを事前に提出ください。  

※600 字以上。箇条書きではなく文章でお書きの上、事務局宛にメールで送付下さ

い。

 著作は、お恐縮ですが Amazon等で購入下さい。 

３・オンライン受講の方は、高速インターネット回線及び ZOOM を使用できる端末をご準

備下さい。 

※講義中に zoomチャット機能を使って資料をやり取りすることがありますので受講

はそれらが可能な端末をご使用ください。

 受講費用及びそのほかの条件について 

受講費用お一人様 ８５，０００円（税別） 

１・受講料：入会金 30,000円  

オンライン授業 9回×10,000 円=90,000円（2021年 9月～2022年 5月）と１泊２

日（2022年 6 月 14・15日）の対面授業（宿泊費等別）＋20,000円 合計 110,000

円の受講料のところ、今回コロナ支援で半額の 55,000円といたします。

入会金 30,000円と授業料 55,000円で 85,000円となります。 

２・同伴受講者の受講料は、お一人追加費用 55,000円。  

３・1～7期までの塾生の再受講料は入会金が不要で、授業料のみ、お一人 55,000円。 

※単発 1日の受講は無しといたします。

４・参加申込者には、後日請求書を送付いたしますので、期日までに指定口座にお振込

み下さい。お振込み後のキャンセル、返金はお受けいたしかねますのでご了承下さ

い。  

５・参加定員は、30名です。 



 受講日時、スケジュールについて 

１・1 回の基本的な講座タイムスケジュールは、以下の通りです。 

※1回の授業が 13 時から 17 時までの 4 時間（240 分）です。

※時間配分は以下の通りですが、都合により変更することがありますので、ご了承ください。

※開講 10 分前までに待機室に入室し、受付をお待ちください。

ビフォーオリエンテ

ーション  
講座１ 休憩 講座２ 

アフターオリエンテ

ーション 

20 分 90 分 10 分 90 分 30 分 

新・きものの未来塾開講スケジュール      ※敬称略

開講日時 主な内容 講 師 

第１回 
2021/10/20 

（水）  

きものの未来塾の開塾主旨について講師紹

介、参加者自己紹介…  

髙橋

上達

中野 

 …他 

和江 

功 

光太郎 
課題/丸洗い、染み抜きなどの加工での失

敗談を 9月末までに提出 

第２回 
 20211/11/17 

（水） 

悉皆の見立て方  

丸洗い、染み抜きの見立て方洗い張りの見

極め方  

参加者の失敗談、解決方法について  髙橋 和江 

課題/着物を解いてみる。 

仕立についての疑問、知りたいこと 

第３回 
2021/12/15 

（水）  

仕立の基本、見立て方、仕立について課題

についてのディスカッション  
大原

髙橋 

加容子

和江 課題/様々な加工についての疑問、トラブ

ル 

第４回 
2022/01/19 

（水）  

業界外からみた市場、ユーザーの動向と今

後  

加工の種類、効果、必要性について  

細野

百田

髙橋 

美也子

岳彦  

和江 

課題/生地のトラブル、帯についての疑問 

第５回 
2022/02/16 

（水）  

製造工程と産地事情について課題に対して

の応答、ディスカッション  渡邊

舞鶴 

正輝 

政之 
課題/業界に対しての要望 

第６回 
2022/03/16 

（水）  

産地の生き残り戦略《発信》について着

物、着姿についての変遷  

藤井

須田 

浩一

久美子 



課題/自店経営の問題点 

第７回 
2022/04/13 

（水）  

未定 検討中  

決算書の味方、活用術  

決算書のどこをどのように読み解けばいい

か  

経営について  

課題についての応答、ディスカッション  

講師折衝中 

森川 祐亨  

課題 

第８回 
2022/05/18 

（水）  

未定 検討中  

持続可能な業界の在り方（１）状況、課

題、取り組み方  

経営について 大切な思い  

講師折衝中 

上達 功  

森川 祐亨  

課題 

第９回 
2022/06/15 

（水）  

持続可能な業界の在り方（２） 上達

森川 

功 

祐亨 

課題 

第 10回 

2022/07/12・13 

（火）・（水）  

志を実現する事業計画の作り方志の意

味 事業を行うこと  何のために誰の

ために具現化する方法  

森川

上達

中野

髙橋 

 …他 

祐亨 

功 

光太郎

和江 

きものの未来塾への要望感想などフリート

ーク  

※第 10 回目の１泊２日のプログラムは、

都内で安心安全に開催できる場所で開催予定。  

初日集合は 11 時、帰りは翌日 15 時解散  

初日 11 時から 17 時（6 時間） 18 時～20 時（懇親会）  翌日 

9 時～15 時（6 時間）  

第 1 回～第 9 回目の講義はオンライン参加を前提にした内容ですが、リアル会場参加も可能で

す。  

 主催／一般社団法人 きものの未来協議会 

事務局／細野純一 電話番号 03‐6264‐9307 

Mail info@arecole.com   




