
４～６月期コンテンツ                              日本出張ワークショップ協会 

※使用している花材はすべて生花ではありません。 

※仕入れの状況により材料が変わることがあります。 

 

桜色のハーバリウム 

対象年齢：5 才以上 

所要時間：約 30 分 

おおよそのサイズ：4×4×高さ 12cm 

教材費：1000 円 

桜をイメージしてご用意した彩りあふれる花材が、ワークショップの場を華やかに

し、スペシャルな時間を演出します。 

今話題のハーバリウムは、講座としてはもちろん、作ったものをプレゼントする方

も多いため、非常に汎用性と需要度の高いコンテンツです。 

 

桜色のアロマグラス 

対象年齢：5 才以上 

所要時間：約 30 分 

おおよそのサイズ：直径 8×高さ 12cm 

教材費：1500 円 

春の風物詩でもある桜色の花材を自由にレイアウトして作る、アロマワックスグラ

スです。お持ち帰り後ソラフラワーやウッドパーツにお好きなアロマをたらして繰り

返し使える、長期間楽しめるアイテムはプレゼントにぴったりです。 

＊電源設備が必要です。 

 

桜のリース 

対象年齢：小学生以上 

所要時間：約 30 分 

教材費：1800 円 

日本を代表し象徴する桜をリースに作りあげていきます。華やかではかないイメ

ージそのままのリースです。一本の枝で仕立て上げたようなフォルムが斬新なア

イテムです。 

 

桜のアレンジメント 

対象年齢：小学生以上 

所要時間：約 30 分 

おおよそのサイズ：12×15×高さ 20 ㎝ 

教材費：1500 円 

優しい色合いが春を感じさせる、季節をしっかり感じられるコンテンツです。 

柔らかなピンク色が心を穏やかにする、癒しの効果が抜群のアレンジメント体験で

す。 

 

桜のスノードーム 

対象年齢：5 才以上 

所要時間：約 30 分 

おおよそのサイズ：直径６×高さ 13 ㎝ 

教材費：1500 円 

電球型ドームの中でゆらゆらと揺れる花びらと、春の光を表現したグリッターの輝

きが個性的なアイテムです。ドームの中の小さな世界を楽しめる、ロングセラーコ

ンテンツです。 
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※使用している花材はすべて生花ではありません。 

※仕入れの状況により材料が変わることがあります。 

 

桜のワックスバー 

対象年齢：５才以上 

所要時間：約 30 分 

おおよそのサイズ：24×6cm 

教材費：1200 円 

桜のアロマオイルを使用し、視覚的要素だけでなく嗅覚からも季節を感じる癒し

のアイテムになります。お持ち帰り後、お好きなアロマを垂らしていただきますと

長くお楽しみいただけます。 

＊電源設備が必要です。 

 

桜のバスボム 

対象年齢：5 歳以上 

所要時間：約 30 分 

おおよそのサイズ：直径 7×高さ 8 ㎝ 

教材費：800 円 

桜を思わせるピンクのバスボムを作ります。季節を感じる桜（塩漬け）を入れ仕上

げた後、お風呂で使うと、しゅわしゅわの泡と一緒に桜が浮いてきます。 

大人数に対応できるコンテンツです。 

 

桜のファブリックパネル 

対象年齢：小学生以上 

所要時間：約 30 分 

おおよそのサイズ：25×25ｃｍ 

教材費：1200 円 

DIY 工具に不慣れな方でも比較的簡単にでき、完成サイズは 25cm×25cm と大き

く、満足度が高いワークショップとなります。お部屋の雰囲気を変えるインテリアア

イテムです。（桜柄の布をご用意します） 

 

桜のウッドバーニング（升）  

対象年齢：小学生以上  

所要時間：約 30 分  

おおよそのサイズ：8.5×8.5×5.5 ㎝ 

教材費：1200 円 

電熱ペンで素材を焦がして模様を描くウッドバーニング。素材そのものを加工す

るので独特の質感が生まれます。 

お祝い事や祈願達成、木（気）を合わせるという意味を持つ縁起物の容器、一合升

を使ってウッドバーニングを楽しみます。素材には国産間伐材を使用しています。 

※電源設備が必要です。 

 

エッグポプリ 

対象年齢：5 才以上      

所要時間：約 30 分     

材料費：800 円 

卵の殻を自由にデコレーションして、お好みのドライハーブを詰めます。 

ころんと可愛らしい卵型のインテリアは、吊るしたり飾ったりして、 

お部屋のアクセントとして使える、癒しのアイテムです。 

イースターの演出にぴったりです。 
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※使用している花材はすべて生花ではありません。 

※仕入れの状況により材料が変わることがあります。 

 

イースターエッグアレンジ 

対象年齢：5 才以上      

所要時間：約 30 分     

材料費：1200 円 

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。 

 

イースターのアレンジ 

対象年齢：5 才以上     

所要時間：約 30 分      

材料費：1000 円     

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。 

＊電源設備が必要です。 

 

イースターエッグのアイシングクッキーチャーム 

対象年齢：5 歳以上     

所要時間：30 分程度  。 

材料費：800 円 

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。 

＊電源設備が必要です。 

 

イースターうさぎのアイシングクッキーマグネット 

対象年齢：5 歳以上   

所要時間：30 分程度   

材料費：800 円 

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。 

＊電源設備が必要です。 

 

イースターイニシャルブローチ 

対象年齢：5 才以上       

所要時間：約 30 分       

材料費：1000 円 

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。             
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※使用している花材はすべて生花ではありません。 

※仕入れの状況により材料が変わることがあります。 

 

タイルトレー（小） 

対象年齢：小学生以上  

所要時間：約 30 分  

おおよそのサイズ：18×8×2.5 ㎝ 

教材費：1200 円 

自由にタイルをレイアウトして、目地で埋めていく、本格的な工程を体験していた

だけます。タイルのレイアウトによって、全く違う雰囲気のものが作れる、自由度の

高いコンテンツです。 

 

タイルトレー（大） 

対象年齢：小学生以上  

所要時間：約 30 分 

おおよそのサイズ：20×13×3 ㎝ 

級材費：1500 円 

自由にタイルをレイアウトして、目地で埋めていく、本格的な工程を体験していた

だけます。タイルのレイアウトによって、全く違う雰囲気のものが作れる、自由度の

高いコンテンツです。 

 

デザインタイルの鍋敷き 

対象年齢：5 才以上  

所要時間：約 30 分 

おおよそのサイズ：12~14×21~25 ㎝ 

教材費：1200 円 

デザインタイルを使った、カラフルな鍋敷きです。 

インテリアとして飾っておきたくなるようなスタイリッシュさです。 

 

タイルのフォトフレーム 

対象年齢：5 才以上 

所要時間：約 30 分 

おおよそのサイズ：20×15 ㎝ 

教材費：1500 円 

ぷっくりとした、可愛らしい色合いのタイルを自由に貼って、フォトフレームをデコ

レーションしましょう。タイルの並べ方でオリジナリティ溢れるフォトフレームが作

れます。 

 

鍋敷き（ウッドバーニング） 

対象年齢：小学生以上  

所要時間：約 30 分 

おおよそのサイズ：直径 19.5 ㎝ 

教材費：1200 円 

電熱ペンで素材を焦がして模様を描くウッドバーニング。素材そのものを加工す

るので独特の質感が生まれます。 

新生活応援グッズの鍋敷きにウッドバーニングを楽しみます。素材には国産間伐

材を使用しています。 

＊電源設備が必要です。 
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※使用している花材はすべて生花ではありません。 

※仕入れの状況により材料が変わることがあります。 

 

キットパスで作る ミニトートバッグ 

対象年齢：5 歳以上 

所要時間：約 30 分 

教材費：1300 円 

可愛らしい柄のスタンプを押し、それを下絵に、キットパスで色付けしていきます。

色の濃淡の工夫が楽しい、満足度の高いコンテンツです。 

＊電源設備が必要です 

 

デコパージュ（上履き） 

対象年齢：5 才以上 

所要時間：約 30 分 

教材費：1600 円 

好きな紙を切って、専用液で絵柄を移し貼る技法「デコパージュ」。 

手軽にリメイクにチャレンジできるコンテンツとして大人気です。 

お子様の上履きにデコパージュして、オリジナルのアイテムに。 

＊電源設備が必要です。 

＊上履きのサイズに関しては、数量・サイズをご指定下さい。お客様が上履きをご

準備の上参加される場合、教材費は 800 円になります。 

 

デコパージュ（レッスンバック） 

対象年齢：5 才以上 

所要時間：約 30 分 

教材費：1200 円 

好きな紙を切って、専用液で絵柄を移し貼る技法「デコパージュ」。 

手軽にリメイクにチャレンジできるコンテンツとして大人気です。 

シンプルなレッスンバックにデコパージュして、可愛らしさもアップ！ 

＊電源設備が必要です。 

横型の場合薄手のコットン素材になります。縦型の場合キャンパス素材になります。 

 

デコパージュ（巾着袋） 

対象年齢：5 才以上 

所要時間：約 30 分 

教材費：1000 円 

好きな紙を切って、専用液で絵柄を移し貼る技法「デコパージュ」。 

手軽にリメイクにチャレンジできるコンテンツとして大人気です。 

好きな柄をデコパージュして巾着袋のアクセントにしましょう。 

＊電源設備が必要です。 

 

デコパージュ（ランチマット） 

対象年齢：5 才以上 

所要時間：約 30 分 

教材費：1200 円 

好きな紙を切って、専用液で絵柄を移し貼る技法「デコパージュ」。 

手軽にリメイクにチャレンジできるコンテンツとして大人気です。 

食事の時間が楽しくなるように、お好みの柄を自由にレイアウトしてデコパージュ

しましょう。 

＊電源設備が必要です。 
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※使用している花材はすべて生花ではありません。 

※仕入れの状況により材料が変わることがあります。 

 

母の日アロマグラス 

対象年齢：５才以上 

所要時間：約 30 分 

およそのサイズ：直径 8×高さ 12cm 

教材費：1500 円 

女子力がアップしそうな彩りの花材を自由にレイアウトして作る、アロマワックスグ

ラスです。お持ち帰り後ソラフラワーやウッドパーツにお好きなアロマをたらして

繰り返し使え、長期間楽しめるアイテムはプレゼントにぴったりです。 

＊電源設備が必要です。 

 

母の日ジェルキャンドル 

対象年齢：５才以上 

所要時間：約 30 分 

およそのサイズ：直径 8×高さ 12cm 

教材費：1500 円 

女性に人気の定番キャンドルに斬新なスタイルとオリジナリティをプラスしました。

プレゼントにピッタリなカクテルグラスが更に母の日を盛り上げるアイテムになり

ます。 

＊電源設備が必要です。 

 

母の日ハーバリウム 

対象年齢：５才以上 

所要時間：約 30 分 

およそのサイズ：4×4×高さ 20cm 

教材費：1500 円 

今話題のハーバリウムは、講座としてはもちろん、作ったものをプレゼントする方

も多いため、非常に汎用性と需要度の高いコンテンツです。母の日をイメージして

ご用意した彩りあふれる花材が、ワークショップの場を華やかにし、スペシャルな

時間を演出します。 

 

母の日のハートハーバリウム 

対象年齢の目安：５才以上  

所要時間：約 30 分 

およそのサイズ：6.5×7cm 

教材費：1200 円 

お花がハート型に浮く！進化した次世代ハーバリウムを取り入れたコンテンツで

す。thank you のシール付き。 

 

母の日アレンジメント 

対象年齢：5 才以上 

所要時間：約 30 分 

およそのサイズ：18×15×高さ 20cm 

教材費：1500 円 

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。生

花とは違いお手入れも不要で長く飾っていただけ、また、そのままプレゼントにも

できる上質さがあります。 
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※使用している花材はすべて生花ではありません。 

※仕入れの状況により材料が変わることがあります。 

 

母の日ウッドバーニング（カットボード） 

対象年齢：小学生以上 

所要時間：約 30 分 

おおよそのサイズ：25×12 ㎝ 

教材費 1200 円 

電熱ペンで木を焦がし絵や模様を描く、ウッドバーニングが体験できる希少なコン

テンツ。 

お母さんへのメッセージを入れることができます。 

＊電源設備が必要です。 

 

母の日グラスエッジング 

対象年齢：小学生以上 

所要時間：約 30 分 

教材費：1500 円 

お母さんへのメッセージが彫れます。THANK YOU などの下絵は準備いたします。 

本格的な道具を使う DIY 体験はご家庭ではなかなか難しいので貴重な体験講座

になります。出来上がったオリジナルのグラスは記念の品としてお使いいただけ

ます。 

 

母の日ハートのキャンドル 

対象年齢：５才以上    

所要時間：約 30 分  

おおよそのサイズ：直径 6×高さ 5 ㎝       

教材費：1500 円 

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。 

※電源設備が必要です。 

 

母の日のアロマワックスバー 

対象年齢：5 才以上        

所要時間：約 30 分     

教材費：1000 円 

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。 

※電源設備が必要です。 

 

母の日お絵かきハンカチ 

対象年齢：3 才以上        

所要時間：約 30 分 

教材費：800 円 

お母さんへのメッセージを入れることが出来ます。 

絵も描けるので小さなお子様でもご参加いただけます。 

布に描いてもにじまない、専用の布ペンを使って、自由にお絵かきをしましょう。 

＊電源設備が必要です。 
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※使用している花材はすべて生花ではありません。 

※仕入れの状況により材料が変わることがあります。 

 

キットパスで作る 母の日メッセージボード 

対象年齢：5 才以上        

所要時間：約 30 分    

おおよそのサイズ：20×30 ㎝    

教材費：1000 円 

キットパスを使って黒板にステンシルをします。大好きなお母さんへメッセージを

送りましょう。 

普段はメッセージボードとしてお使いいただけます。 

 

母の日らくやき（お皿） 

対象年齢：3 才以上        

所要時間：約 30 分      

教材費：1200 円 

専用のマーカーを使って、お皿に自由に絵付けをします。 

お預かりして焼き付けするのでお渡しまで 30 分程度お時間をいただきます。 

＊電源設備が必要です。 

 

母の日らくやき（マグカップ） 

対象年齢：3 才以上        

所要時間：約 30 分      

教材費：1000 円 

専用のマーカーを使って、お皿に自由に絵付けをします。 

お預かりして焼き付けするのでお渡しまで 30 分程度お時間をいただきます。 

＊電源設備が必要です。 

 

母の日サプライズバスボム 

対象年齢：5 才以上        

所要時間：30 分程度       

教材費：800 円 

お母さんへのメッセージを入れたバスボムを作ります。メッセージをお好きに書い

ていただきケースに入れ仕上げます。お風呂で使うと、しゅわしゅわの泡と一緒に

メッセージが浮いてきます。お花を付けてラッピングまでするのでお母さんへの嬉

しいサプライズプレゼントになります。 

 

母の日スノードーム 

対象年齢の目安：5 才以上 

所要時間：約 30 分 

およそのサイズ：直径 6×高さ 13cm 

教材費：1500 円 

スノードームはワークショップの定番で安定の集客力があります。 

母の日定番のカーネーションですが、赤の色にもこだわり、大人仕様の仕上がりに

なっています。電球型の入れ物が個性的で話題性のあるコンテンツです。 
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※使用している花材はすべて生花ではありません。 

※仕入れの状況により材料が変わることがあります。 

 

母の日メッセージボード 

対象年齢の目安：小学生以上 

所要時間：約 30 分 

およそのサイズ：20×30 ㎝ 

教材費：1000 円 

母の日にピッタリ、親子のコミュニケーションツールにもなる黒板です。 

インテリアと実用性を兼ね備え、写真映えするメッセージボードはそのインパクト

から集客が期待できるコンテンツです。 

＊電源設備が必要です。 

 

「幸運を呼ぶ」母の日スプーンサシェ 

対象年齢の目安：小学生以上 

所要時間：約 30 分 

およそのサイズ：全長 15 ㎝ 

教材費：1000 円 

ウッドスプーンをプレゼントにピッタリのラッキーモチーフにアレンジします。ソラフ

ラワーにアロマオイルを垂らしてかわいいサシェとしてもプレゼントできます。スモ

ーキーカラーの花材が大人の雰囲気で、お子様だけでなく、幅広い世代に喜んで

いただけるコンテンツです。 

*電源設備が必要です。 

 

母の日アロマストーン風プレート 

対象年齢の目安：5 才以上 

所要時間：約 30 分 

およそのサイズ：直径 10 ㎝ 

教材費：800 円 

可愛らしいモチーフにアロマをプラスして、癒しのアイテムを作ります。 

生活の中の香りは、心身をリラックスに導きます。お母さんに香りで癒しをプレゼン

トしましょう。 

作業工程の中に、センスとこだわりを詰め込むことができる、全世代型コンテンツ

です。 

 

ハーバリウムボールペン 

対象年齢：５才以上  

所要時間：約 30 分 

おおよそのサイズ：全長 14 ㎝ 

教材費：1200 円 

大人気のハーバリウムがボールペンになりました！ 

ドライフラワーをオイルで閉じ込めた世界が、ボールペンを使うたび手元でふわ

ふわと揺れる癒しのアイテムです。 

 

キットパスの手形パネル 

対象年齢の目安：5 才以上 

所要時間：約 30 分 

おおよそのサイズ：25×25 ㎝ 

教材費：1500 円 

キットパスを使って手形を押し、パネルに貼り付け、子供の日らしいアイテムでデコ

レーションしましょう。記念日に相応しいコンテンツです。 
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キットパスのボディーペイント 

対象年齢の目安：3 才以上 

所要時間：約 15 分 

教材費：500 円 

キットパスを使って、ボディに絵を描きましょう。お肌に安心なキットパスで、ボディ

ーペイントを楽しみましょう。水かぬるま湯で落とせます。 

 

3D パズル 恐竜骨格 

対象年齢の目安：5 才以上 

所要時間：約 30 分 

教材費：1000 円 

骨のパーツを組み立てて骨格標本を作ります。 

はさみや接着剤を使用しないので、簡単にトライできます。 

知的好奇心を刺激する、教育的要素も含まれたコンテンツです。 

 

絵付け 腕時計 

対象年齢の目安：５才以上 

所要時間：約 30 分 

おおよそのサイズ：全長 20 ㎝ 

教材費：800 円 

紙製の腕時計カバーに自由に絵付けします。 

本体、カバー、絵付け用のペンがセットになっていて、ワークショップをすぐに始め

ることができます。 

 

こどもの日 グラスエッジング 

対象年齢：小学生以上 

所要時間：約 30 分 

教材費：1500 円 

本格的な道具を使う DIY 体験はご家庭ではなかなか難しいので貴重な体験講座

になります。出来上がったオリジナルのグラスは記念の品としてお使いいただけ

ます。 

 

 

こいのぼりガーランド 

対象年齢：5 才以上 

所要時間：約 30 分 

教材費：1000 円 

立身出世を願う鯉のぼりを、一味違った可愛らしさで手軽にお作りいただけます。

鱗部分の布などを選べるので、オリジナリティあふれる作品が作れます。 

幅広い年齢層のお子様に対応可能です。 
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ネジ工作 レーシングカー 

対象年齢：５才以上 

所要時間：約 30 分 

およそのサイズ：6.5×4 ㎝ 

教材費：800 円 

ネジやナットを使って作る、ミニサイズのレーシングカーです。 

ドライバーなどの工具も使って仕上げるので、製作の満足度が高いコンテンツで

す。 

 

ネジ工作 飛行機 

対象年齢：５才以上 

所要時間：約 30 分 

おおよそのサイズ：11×16 ㎝ 

教材費：1000 円 

付属のプラスドライバーとスパナを使って、本格的なネジ工作を体験いただけま

す。金属のプレートやプラスチックのパーツを組み立てて作る飛行機は、完成度も

高く、親子参加型のイベントにぴったりです。 

 

木製ネジ工作 輪ゴムピストル 

対象年齢：５才以上 

所要時間：約 30 分 

おおよそのサイズ：20×11㎝ 

教材費：1000 円 

木のパーツを、ネジを使って組み合わせていきます。 

細かな作業もドライバーを使ってねじを締める作業も、本格的です。 

完成した輪ゴムピストルは、輪ゴムを 4～5 メートル飛ばすことができます。 

 

絵付け木工時計工作 消防車 

対象年齢：５才以上 

所要時間：約 30 分 

おおよそのサイズ：21×13 ㎝ 

教材費：1000 円 

消防車のデザインのプレートに、ペンで自由に色付けをして、自分だけの 

オリジナル時計を作ることができます。 

小さなお子様でも楽しく製作できる工作です。 

 

3D パズル 働く車 

対象年齢：５才以上 

所要時間：約 30 分 

おおよそのサイズ：21×13 ㎝ 

教材費：1000 円 

パーツを組み立てて、男の子に大人気の働く車を作ります。 

はさみやカッターを使うことなく製作できるので、ワークショップを安全に 

運営できます。 
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絵付け けん玉 

対象年齢の目安：3 才以上 

所要時間：約 30 分 

おおよそのサイズ：全長 20 ㎝ 

教材費：1200 円 

日本にけん玉が紹介されたのは、江戸時代と歴史も古く、大人や子供の心をしっ

かり掴んで、何度も流行の波が押し寄せています。 

大人や子供、万人が夢中になるけん玉をお好きなカラーで色付けして、自分だけ

の一品を作りましょう。 

 

木製ネジ工作 ロボット時計 

対象年齢の目安：５才以上 

所要時間：約 30 分 

おおよそのサイズ：１７×１３㎝ 

教材費：1200 円 

手と足の部分をネジで固定し、自由に稼働させることのできる可愛いロボットで

す。個性あふれる自分だけのロボット時計を作りましょう。 

 

あじさいハーバリウム 

対象年齢：5 才以上 

所要時間：約 30 分 

おおよそのサイズ：4×4×高さ 12cm 

教材費：1000 円 

今話題のハーバリウムは、講座としてはもちろん、作ったものをプレゼントする方

も多いため、非常に汎用性と需要度の高いコンテンツです 

 

あじさいリース 

対象年齢：5 才以上       

所要時間：約 30 分  

おおよそのサイズ：直径 14 ㎝      

材料費：1500 円 

ひとつひとつは小さくて可憐なのに、集まるとエレガントな雰囲気を醸し出すあじ

さいをふんだんに使って、リースを仕立てます。目にも涼やかなインテリアです。 

＊電源設備が必要です。   

 

あじさいボタニカルキャンドル 

対象年齢：5 才以上       

所要時間：約 30 分  

おおよそのサイズ：直径 6.5×高さ 6 ㎝      

材料費：1000 円 

あじさいのプリザーブドフラワーを使ったキャンドルは、その透け感と可憐な色か

ら、灯してもそのまま飾っても絵になるアイテムです。 

＊電源設備が必要です 
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傘デコ 

対象年齢：5 才以上 

所要時間：約 30 分 

教材費：1500 円 

柄付きの透明傘に、専用シール、スタンプ、キットパスを使い、かわいく仕上げます。

オリジナル感あふれるものに仕上がるので、お客様の満足度が大変高いコンテン

ツです。 

 

キットパスで作る 父の日メッセージボード 

対象年齢：5 歳以上        

所要時間：約 30 分    

おおよそのサイズ：20×30 ㎝    

教材費：1000 円 

キットパスを使って黒板にステンシルをします。大好きなお父さんへメッセージを

送りましょう。 

普段はメッセージボードとしてお使いいただけます。 

 

ビールキャンドル 

対象年齢の目安：5 才以上 

所要時間：約 30 分 

おおよそのサイズ：１０×６×高さ９㎝ 

教材費：1500 円 

父の日のギフトに最適！ 

本物そっくりなビールのキャンドルは、送られた人が笑顔になること間違いなしの

コンテンツです。 

＊電源設備が必要です。 

 

父の日らくやき（お皿） 

対象年齢：3 歳以上        

所要時間：約 30 分       

教材費：1200 円 

専用のマーカーを使って、お皿に自由に絵付けをします。 

お預かりして焼き付けするのでお渡しまで 30 分程度お時間をいただきます。 

＊電源設備が必要です。 

 

父の日らくやき（マグカップ） 

対象年齢：3 才以上        

所要時間：約 30 分      

教材費：1000 円 

専用のマーカーを使って、マグカップに自由に絵付けをします。 

お預かりして焼き付けするのでお渡しまで３０分程度お時間をいただきます。 

＊電源設備が必要です。 
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父の日グラスエッジング 

対象年齢：小学生以上 

所要時間：約 30 分 

教材費：1500 円 

お父さんへのメッセージが彫れます。THANK YOU などの下絵は準備いたします。 

本格的な道具を使う DIY 体験はご家庭ではなかなか難しいので貴重な体験講座

になります。出来上がったオリジナルのグラスは記念の品としてお使いいただけ

ます。 

 

ウッドバーニング（スマホスタンド） 

対象年齢の目安：小学生以上 

所要時間：約 30 分 

おおよそのサイズ：10×6×高さ２㎝ 

教材費：1000 円 

電熱ペンで素材を焦がして模様を描くウッドバーニング。素材そのものを加工す

るので独特の質感が生まれます。 

お父さん愛用のスマホを立てられるスタンドに自由にウッドバーニングしましょう。 

＊電源設備が必要です。 

 

ウッドバーニング（コルクコースター） 

対象年齢の目安：小学生以上 

所要時間：約 30 分 

おおよそのサイズ：10×10 ㎝ 

教材費：1000 円 

電熱ペンで素材を焦がして模様を描くウッドバーニング。素材そのものを加工す

るので独特の質感が生まれます。 

心をこめたメッセージをウッドバーニングでコースターに焼き付けましょう。 

＊電源設備が必要です。 

表示価格は、税抜きです。 


