
１～３月向けワークショップコンテンツ                            アズキューブ 

使用している花材は生花ではありません。 

スイーツはすべてフェイクスイーツです。 

 

 

春カラーのアロマワックスバー 

火を使わなくても香るキャンドルとして人気のアロマワックスバー。 

見た目に愛らしいハートのモチーフと、ピンクのドライフラワーをアロマオイルの入

ったワックスで固めます。飾っておくだけで可愛らしく。ギフトにしてもオススメのコ

ンテンツです。 

対象年齢：5 歳以上 

所要時間：30 分程度 

材料費：1000 円 

※IHヒーターを使用するため電源設備が必要です 

 

チョコレートミラーのスイーツデコ 

チョコ型のコンパクトミラーに、生クリームに見立てたシリコンをデコレーションしま

す。ホイップが乾かないうちにハートのトッピングで可愛らしく飾りましょう。 

対象年齢：5 歳以上 

所要時間：30 分程度 

材料費：1000 円 

 

プリザーブドフラワーのアレンジ 

上品なカラーのバラ（プリザーブドフラワー）を中心に、ドライフラワーや輝くパー

ル、スワロフスキーをふんだんに使ってハートのかごをアレンジします。高級な素材

を使った、ワンランク上のコンテンツです。 

対象年齢：小学生以上 

所要時間：約 30 分 

材料費：1200 円 

 

ハートのキャンドル（カラーシート） 

オリジナルのカラフルなキャンドルができます。お好きな型を選んで型抜きし、自由

にデザインにしていただけるのでオンリーワンのキャンドルができます。 

対象年齢の目安：小学生以上 

所要時間：約 30 分 

材料費：1500 円 

※IHヒーターを使用するため電源設備が必要です 

 

アイシングクッキーのマグネット 

バレンタインらしい色と形の、粘土でできたクッキーに、自由に絵を描き、マグネット

に仕上げます。日常使いできるグッズなので喜ばれます。 

対象年齢：小学生以上 

所要時間：約 30 分 

材料費：800 円 

※UV ライトを使用するので電源設備が必要です。 



１～３月向けワークショップコンテンツ                            アズキューブ 

使用している花材は生花ではありません。 

スイーツはすべてフェイクスイーツです。 

 

ハートのメッセージチャーム 

樹脂粘土で作ったハートの形に、スタンプや手書きでお好きなメッセージを書きま

す。メッセージの上にスワロフスキーをデコレーションし、お好きなビーズもプラスし

ます。オリジナリティを追求できるので、満足度の高いコンテンツです。（約 4cm×

4.5cm） 

対象年齢：小学生以上 

所要時間：約 30 分 

材料費：800 円 

 

ハーバリウム（ハートモチーフ付き） 

今大ブームのハーバリウムを、バレンタインカラーのプリザーブドフラワーとドラ

イフラワーで製作します。お客様には、たくさんの花材の中からお好きな花をお選

びいただくので、非常に満足度の高いコンテンツです。（約 4cm×4cm×高さ 20cm） 

対象年齢：小学生以上 

所要時間：約 30 分 

材料費：1800 円 

 

ハートポップキャンディーのチャーム 

人気のハンドメイドコンテンツ、レジンを思いっきり楽しんでいただけます。お子さん

から大人まで思わずかわいい～と口にしてしまうポップなチャームが出来上がり

ます。（全長約 13cm） 

対象年齢：5 才以上 

所要時間：約 30 分 

材料費：1000 円 

※UV ライトを使用するので電源設備が必要です 

 

ハートのクリームソーダ（食品サンプル） 

海外ではアメージングとされている、日本の食品サンプル。 

リアリティにこだわりつつ可愛いを追求したコンテンツです。シリコンクリームをし

ぼったりトッピングを飾ったりは、クラフト感も強く、メンズにも楽しんでいただけま

す。 

対象年齢：5 才以上 

所要時間：約 30 分 

材料費：1200 円 



１～３月向けワークショップコンテンツ                            アズキューブ 

使用している花材は生花ではありません。 

スイーツはすべてフェイクスイーツです。 

 

フラワーアレンジメント（ハートバルーン付き） 

集客・販促イベントの定番、アーティフィシャルフラワーを使ったアレンジメント。お手

入れも不要で、イベントの時期を選びません。バルーンを入れず、材料費を抑える

こともできます。（約 18cm×15cm×高さ 20cm） 

対象年齢：4 才以上 

所要時間：約 20 分 

材料費：1500 円  

 

革のキーホルダー 

革をかしめてキーホルダーを作ります。イニシャルを刻印することもできるので、

バレンタインのプレゼントにオススメです。革の色を選べます。メンズ向けコンテンツ

が少ないので、貴重な講座です。（全長約 7cm） 

対象年齢：小学生以上 

所要時間：約 20 分 

材料費：1000 円 

 

イースターのアレンジ 

日本でもイベントが開催されるようになり、認知度が急上昇中のイースター。 

イースターには欠かせない「卵」をアレンジに加えた季節感たっぷりのアレンジで

す。他には無いコンテンツをお探しの方にお勧めしたいコンテンツです。 

対象年齢：5 才以上 

所要時間：約 30 分 

材料費：1000 円 

※グルーガンを使用する為電源設備が必要です。 

 

イースターエッグアレンジ 

日本でもイベントが開催されるようになり、認知度が急上昇中のイースター。 

イースターには欠かせない「卵」をアレンジに加えた季節感たっぷりのアレンジで

す。他には無いコンテンツをお探しの方にお勧めしたいコンテンツです。 

対象年齢：5 才以上 

所要時間：約 30 分 

材料費：1200 円 

 

イースターエッグのアイシングクッキーチャーム 

色とりどりで、見ているだけでうっとりしてしまうアイシングクッキー。 

アイシングでクッキーの表面をデコレーションします。イースターエッグはインパク

ト大で、イベントシーズンにオススメのコンテンツです。 

対象年齢：5 歳以上 

所要時間：30 分程度 

材料費：800 円 



１～３月向けワークショップコンテンツ                            アズキューブ 

使用している花材は生花ではありません。 

スイーツはすべてフェイクスイーツです。 

 

イースターうさぎのアイシングクッキーマグネット 

色とりどりで、見ているだけでうっとりしてしまうアイシングクッキー。 

アイシングでクッキーの表面をデコレーションします。イースターバニーが飛び跳

ねるように見える、イベントシーズンにオススメのコンテンツです。 

対象年齢：5 歳以上 

所要時間：30 分程度 

材料費：800 円 

 

イースターイニシャルブローチ 

復活の象徴としてイースターには欠かせない卵をモチーフにしたブローチです。

卵型のベースに、お好きなイニシャルを入れていただきます。服や帽子、バックな

どのワンポイントとして身に付けられるオンリーワンのアイテムです。 

対象年齢：5 才以上 

所要時間：約 30 分 

材料費：1000 円 

 

桜のリース 

満開の桜を表現した、ボリュームたっぷりのリースを作ります。 

リース作りのコンテンツは、特に女性のお客様に人気があり安定した集客力があり

ます。 

対象年齢：5 才以上 

所要時間：約 30 分 

材料費：1500 円 

 

桜のハーバリウム 

植物の新しい楽しみ方として、すっかり定番になったハーバリウムは、抜群の集客

力と話題性を併せ持ちます。 

桜の季節を楽しんでいただけるように、瓶の中に咲き誇る桜と、花びらがゆらゆら

と揺れる世界を表現した安定感抜群のコンテンツです。 

対象年齢：小学生以上 

所要時間：約 30 分 

材料費：1800 円 

 

桜アイスクリームのメモスタンド 

シリコンクリームを絞り、アイスクリームと桜の型で抜いたトッピングをのせれは、食

べたくなりそうなメモスタンドの出来上がり。持ち帰って生活に取り入れられる実

用的なコンテンツです。 

対象年齢：5 才以上 

所要時間：約 30 分 

材料費：1000 円 



１～３月向けワークショップコンテンツ                            アズキューブ 

使用している花材は生花ではありません。 

スイーツはすべてフェイクスイーツです。 

 

桜のつまみ細工 

桜の花びらをちりめん生地で表現した、和のコンテンツ。 

今大注目の、ちりめん生地をお花の形にして作るつまみ細工は、江戸時代から伝

わる技法で、東京都指定の伝統芸能です。 

対象年齢：小学生以上 

所要時間：30 分程度 

材料費：1000 円 

 

ナチュラルカラーのアロマワックスバー 

火を使わなくても香るキャンドルとして人気のアロマワックスバー。 

春らしい色のドライフラワーを、アロマオイルをプラスしたワックスで固めました。飾

っておくだけで可愛らしい、ギフトにしてもオススメのコンテンツです。 

対象年齢：5 歳以上 

所要時間：30 分程度 

材料費：１０００円 

※IHヒーターを使用するため電源設備が必要です 

 

レースのウエルカムボード 

春の新生活フェアやインテリアフェアと関連付けやすいコンテンツです。 

アーティフィシャルフラワーをアレンジして、黒板に貼り付けます。レースモチーフが

愛らしいコンテンツです 

対象年齢：小学生以上 

所要時間：約 30 分 

材料費：1000 円（使用する花材はすべてアーティフィシャルです）電源が必要です 

※グルーガンを使用するので電源が必要です 

 

多肉植物のウエルカムボード 

春の新生活フェアやインテリアフェアと関連付けやすいコンテンツです。 

アーティフィシャルの多肉植物をアレンジして、黒板に貼り付けます。ウエルカムボ

ードやメッセージボードなど、春の新生活に使えるインテリアとしてもオススメで

す。（黒板の色は濃緑になります。）（チョークは付きません。）グルーガンを使用す

るので電源設備が必要です。（約 15cm×20cm） 

対象年齢：小学生以上 

所要時間：約 30 分 

材料費：1000 円（使用する花材はすべてアーティフィシャルです） 

 

キャンドルホルダー（春） 

春の花をキャンドルホルダーにあしらった、可愛らしいアイテムを作ります。 

デコレーションしてある花をしっかりまとめる、ワイヤリングの手法を学ぶことがで

きます。 

対象年齢：小学生以上 

所要時間：30 分程度 

教材費：1２00 円（使用する花材はすべてアーティフィシャルです） 



１～３月向けワークショップコンテンツ                            アズキューブ 

使用している花材は生花ではありません。 

スイーツはすべてフェイクスイーツです。 

 

ガラスペイント体験 

ガラスに直接塗れる透明感のある塗料で、ガラス瓶をペイントします。 

グリーンやドライフラワーを飾れる、お部屋のアクセントになるアイテムを作りまし

ょう。DIY 体験は今大ブームで集客が望めます。 

対象年齢：5 歳以上 

所要時間：30 分程度 

材料費：1000 円 

 

ミニチュアコルク瓶のアレンジ 

ドライフラワーや英字新聞を自由に詰めて作る、ナチュラル志向のお部屋にぴった

りなインテリアです。瓶に革ひもを巻き付け、吊るして使えるように仕上げます。カ

シメ金具を打つ工程を体験できるコンテンツです。 

対象年齢：小学生以上 

所要時間：30 分程度 

材料費：800 円 

 

コルク栓のミニチュアグリーンアレンジ 

ワインコルクをプランターに見立てて、多肉植物やグリーンを自由にデコレーショ

ンします。木の樹皮から作られたコルクは植物との相性がとても良く、おしゃれな

インテリアになります。 

対象年齢：小学生以上 

所要時間：30 分程度 

材料費：1000 円（使用する花材はすべてアーティフィシャルです） 

 

春のハーバリウム 

たくさんの花材からお好きなものを選んで頂くため満足度も高く、ワークショップ

の場全体が華やぎにあふれ、癒しの空間を演出できる、話題性抜群のコンテンツ

です。 

今インテリアアイテムとして人気爆発のハーバリウム。ドライフラワーなどを専用

のオイルに浸して、長く鑑賞できるようにする新しいお花の楽しみ方です。 

対象年齢：小学生以上 

所要時間：約 30 分 

材料費：大（約 4cm×4cm×高さ 20cm） 1500 円 

    小（直径約 4cm×高さ 12cm） 1000 円 

 

春のストリングアート 

最新のトレンドコンテンツなので、他のどこでも体験できないワークショップで話題

性ナンバーワンです。 

話題性とインパクトのあるコンテンツストリングアート。釘と糸を使用したそれはま

るで 1 枚の絵のように仕上がります。お手入れ要らずのアーティフィシャルフラワ

ーを簡単にオシャレに飾れます。（約 24cm×14cm） 

対象年齢：小学生以上 

所要時間：約 30 分 

材料費：1000 円（使用する花材はすべてアーティフィシャルです） 



１～３月向けワークショップコンテンツ                            アズキューブ 

使用している花材は生花ではありません。 

スイーツはすべてフェイクスイーツです。 

 

桜のバスボム 

春のワクワクする季節感を楽しめるうえ、オールターゲットで一度に多数のお客様

に対応できるローコストハイリターンのコンテンツです。多くのお客様のご参加で

ワークショップの場と店内が活気に満ちること間違いありません。  

重曹やクエン酸などを使って、バスボムを手作りします。桜の塩漬けを散らして、春

を感じるバスタイムをイメージしていただきラッピングまでご指導いたしますので

プレゼントアイテムとしてまた作ってみたいと思わせる大人気コンテンツです。（直

径約 6cm×高さ 3cm） 

対象年齢：4 才以上 

所要時間：約 30 分 

材料費：500 円 

 

フェイクグリーンのタブロー（壁掛け）  

世話要らずのフェイクグリーンで、人気の寄せ植え風アレンジを作り、タブロー（壁

掛け）に仕上げます。ナチュラルなタブローがグリーンの色を引き立てます。 

ハイセンスな趣味人に大人気のコンテンツです。 

対象年齢：小学生以上 

所要時間：約 30 分  

材料費：1,000 円（使用する花材はすべてアーティフィシャルです） 

 

プランツハンギング 

居住空間のセンスアップにつながるハンギングを手作りできるハンドメイド感たっ

ぷりのコンンテンツです。飾るプランツによってイメージが変わり空間を有効的に

かつオシャレに演出できるハンギングは涼しげで、密かなブームになりつつありま

す。 

対象年齢： 5 才以上 

所要時間：約 30 分 

材料費：1200 円 

 

メイソンジャーのボタニカルブーケ  

多肉植物をメインに、グリーンや実などを合わせ、ミニブーケを製作します。メイソ

ンジャーに入れて飾っていただくので、お手入れが簡単です。 

対象年齢：5 才以上 

所要時間：約 30 分 

材料費：1800 円（使用する花材はすべてアーティフィシャルです） 



１～３月向けワークショップコンテンツ                            アズキューブ 

使用している花材は生花ではありません。 

スイーツはすべてフェイクスイーツです。 

 

ボタニカルブーケ 

多肉植物をメインに、グリーンや実などを合わせ、ミニブーケを製作します。 

瓶に入れて飾っていただくので、お手入れが簡単です。 

対象年齢：5 歳以上 

所要時間：約 30 分 

材料費：1000 円（使用する花材はすべてアーティフィシャルです） 

表示価格は、税抜きです。 

仕入れの状況により花材、資材は写真と異なる場合があります。 


