
2019.7.8 月コンテンツ                             日本出張ワークショップ協会 

＊使用している花材は全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。 

 

 

七夕・星のキャンドル 

所要時間：約 30分 

おおよそのサイズ：直径 7×高さ 9 ㎝ 

教材費：1000円（原価 78円） 

芯のキャンドルの周りに紺色のロウを流し、選んだ星形のキャンドルをレイ

アウトする。 

 

*電源設備が必要です。 

 

七夕キャンドルホルダー 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：6×4 ㎝ 

教材費：800 円 

ビーズはキットをご用意。ビーズをテグスに通し、キャンドルホルダーに巻

く。 

中に、ティーライトキャンドルを入れる。 

 

七夕ファブリックパネル 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：25×25㎝ 

教材費：1500円 

夜空をイメージしたデコパネルをご用意。キットパスを手に塗り手形を押

す。ラメや星パーツで天の川を描く。キットパスで文字を書く。 

 

 

七夕・こんぺいとうブレス 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：サイズフリー 

教材費：800 円（原価 180円） 

ワックスコードに、こんぺいとうの形のビーズや、丸大ビーズを通しながら、

結ぶ。 

ご自分のサイズに合わせて作れる。 

 

 

 

七夕ブラックボード 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：30×20㎝ 

教材費：1000円（原価 318円） 

黒板に、星や七夕飾りをイメージしたパーツをグルーガンで付ける。 

 

*電源設備が必要です。 

 

 

カレイドスコープ（万華鏡） 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：直径 4×20 ㎝ 

教材費：1000円（原価 270円） 

 

キットをご用意。鏡を組み立て、七夕をイメージした星のパーツやお好みの

パーツを中に入れ、お好きな紙を貼った、筒と組み合わせる。 
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かき氷キャンドル 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：直径 8×高さ 10㎝ 

教材費：1500円（原価 252円） 

キャンドルワックスをホイップの要領でかき氷の形に作る。 

ソース部分は講師がつける。 

 

*ソースの色は選べません。 

*電源設備が必要です。 

 

アロマオイル入りトロピカルアレンジ 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：直径 6×16 ㎝ 

教材費：1500円 

ベースのジェルキャンドルはご用意。二層目にフルーツをアレンジし、ジェ

ルキャンドルを注ぎ、夏らしい花やアイテムを飾る。ウッドパーツにアロマ

オイルを垂らし、香りをつける。 

 

*電源設備が必要です。 

 

クリームソーダキャンドル 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：直径 6×16 ㎝ 

教材費：1500円（原価 367円） 

ベース部分はご用意。キャンドルワックスをホイップの要領でアイスクリー

ム部分を作る。サクランボも作り、ベースに乗せる 

 

*電源設備が必要です。 

 

アロマオイル入りフルーツジャーポット 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：10×7×12 ㎝ 

教材費：1800円（原価 576円） 

色付きのベースはご用意。フルーツをレイアウトし、ジェルキャンドルを注

ぐ。その上にアロマオイル入りソイワックスとフェイクフルーツを飾る。 

 

*電源設備が必要です。 

 

 

ボタニカルキャンドルホルダー 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：直径 8×高さ 9㎝ 

教材費：1800円 

ジェルキャンドルにドライフラワーを入れベースを作る。キャンドルホルダ

ーを組み合わせ、その間に夏らしい花材をレイアウトする。間にジェルキャ

ンドルを注ぐ。中にティーライトキャンドルを入れる。 

 

*電源設備が必要です。 



2019.7.8 月コンテンツ                             日本出張ワークショップ協会 

＊使用している花材は全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。 

 

夏のサンドアート 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：直径 6×16 ㎝ 

教材費：1500円 

グラスに、カラーサンドをお好きな形にレイアウトする。 

上にアーティフィシャルの多肉植物を飾る 

 

サマーハーバリウム 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：大（約 4cm×4cm×高さ 20cm）     

小（直径約 4cm×高さ 12cm）  

材料費：大 1500円 

    小 1000円 

夏らしい花材のキットをご用意。お好きなものを選び、瓶にレイアウト。オ

イルを注ぐ。瓶の首にウッドパーツや、ヒトデなどを飾る。 

 

カレイドフレームアレンジ 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：直径 14㎝ 

教材費： 

刺繍枠にチュールレースを挟む。アーティフィシャルフラワーをアレンジ

し、グルーでつける。 

 

*電源設備が必要です 

 

 

ドリームキャッチャー 

所要時間：約 40分 

およそのサイズ：全長 25㎝ 

教材費：1000円 

布の巻いてある枠をご用意。枠に、選んだ天然石と糸をつかって、ダイヤ型

を編む。フリンジ、羽を付ける。 

 

ハワイアンモビール 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：全長 40㎝ 

教材費：1500円 

模様入りのシェル、ヒトデのキットをご用意。お好きなキットを選び、アイ

テムをテグスでつなぐ。 
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ハワイアンファブリックパネル 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：25×25cm 

教材費：1200円 

ハワイをイメージした生地の中から、お好きなものを選ぶ。パネルにタッカ

ーを使って、生地を貼る。 

 

夏のリース 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：直径 15cm 

教材費：1500円 

シェル、ヒトデ、ソラフラワーの入ったキットをご用意。お好きなキットを

選び、リース台にグルーガンでつける。 

 

*電源設備が必要です。 

 

ククイナッツのドアチャーム 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：全長 17㎝ 

教材費：1200円 

ククイナッツ、ヒトデの入ったキットを選ぶ。ククイナッツを紐で輪にして、

ヒトデを飾る。 

 

プルメリアのインテリアフレーム 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：7.5×7.5㎝ 

教材費：1200円 

花材はキットをご用意。お好きなキットを選び、フレームに、プルメリアな

どのアーティフィシャルフラワーをグルーガンでつける。 

 

*電源設備が必要です。 

 

シェルのハワイアンフォトフレーム 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：16×12㎝ 

教材費：1500円 

シェル、シサル麻、ウッドパーツなどの入ったキットをご用意。お好きなキ

ットを選び、フォトフレームにグルーガンでつける。 

 

*電源設備が必要です。 
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レジンの箸置き 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：6×2×1.5 ㎝ 

教材費：1000円 

ドライフラワーまたはビーズをアクリル製フレームにレジン液を使いなが

ら、レイアウトする。 

 

*電源設備が必要です。 

 

レジンのコースター 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：8.5×8.5㎝ 

教材費：1000円 

押し花をアクリル製コースターにレイアウトし、レジン液で固定する。 

 

*電源設備が必要です。 

 

レジンのマグネット 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：直径 3.5㎝ 

教材費：800 円 

ドライフラワーや、樹脂粘土製カットフルーツを、アクリル製フレームにレ

イアウトし、レジン液で固定する。 

 

*電源設備が必要です。 

 

レジンの髪ゴム（ハート） 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：ハート部分 3×2.5㎝ 

教材費：800 円 

ドライフラワーや、メタルパーツ、シェルパウダーを、アクリル製フレーム

にレイアウトし、レジン液で固定する。 

 

*電源設備が必要です。 

 

レジンの髪ゴム（ラウンド） 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：ラウンド部分直径 3㎝ 

教材費：800 円 

ドライフラワーや、メタルパーツ、シェルパウダー、樹脂粘土製カットフル

ーツを、アクリル製フレームにレイアウトし、レジン液で固定する。 

 

*電源設備が必要です。 
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レジンのアイスクリームチャーム 

対象年齢の目安：4 才以上 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ： 

教材費：800 円（原価 150円） 

金属のアイスクリームの形の枠にレジン液とカラーパウダー、ラメやホロを

入れ、チェーンを付ける。 

 

*電源設備が必要です。 

 

 

ハワイアンヤーンのシュシュ 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：直径 9㎝ 

教材費：1200円 

 

ハワイアンヤーンを、ストローを使って、何重にも巻き付け、ゴムでまとめ

て、シュシュに仕上げる。 

 

 

三連ブレスレット 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：9×12㎝ 

教材費：1200円 

レタードチャーム、ビーズ、ハワイアンモチーフな度をワックスコードに通

し、調節の効く結び方でブレスにする。台紙に付ける。 

 

 

アロマバスソルト 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：直径 2×10 ㎝ 

教材費：800 円（原価 130円） 

ガラス瓶に、ソルト、ポプリをよく混ぜて入れる。ドライフラワーを飾り、

蓋をする。デコレーションのシールを貼る。 

 

 

 

 

育てる水草 

所要時間：約 15分 

教材費：1200円（原価 770円） 

およそのサイズ：直径 12×高さ 11.5㎝ 

ガラス鉢に土をいれ、湿らせてから水草の種を植え、流木や石をレイアウト

する。 

 

*こちらの水草は本物です。 

*水道設備が必要です。 
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育てるハーブ 

所要時間：約 15分 

教材費：500 円（原価 357円） 

ペットボトルを利用して、セラミックボールに、種を植えてハーブを育*て

る。 

 

*こちらのハーブは本物です。 

*水道設備が必要です。 

 

くさあたま 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ： 

教材費： 

およそのサイズ：12×12×10 ㎝ 

芝生の種と土をストッキングにいれ、丸く形を作る。鼻の部分も作り、目を

貼って、顔を作る。容器に入れる。 

2～3週間で芝生が生えてくると髪の毛のようになる。 

 

*こちらの芝生は本物です。 

 

スノードーム 海の生き物 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：直径 10×9 ㎝ 

教材費：1800円 

ドーム、ベース、中に入れるマスコット 3 体は、お好きなものを選べる。 

ベース、マスコットをボンドで貼り、水とラメを入れる。 

 

*水道設備が必要です。 

 

ダンボール工作 カタカタ貯金箱 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：17×9×高さ 25㎝ 

教材費：1000円（原価 540円） 

キットをご用意。両面テープなどをつかい貯金箱を作る。 

ポスカを使い、色付け。 

 

 

ダンボール工作 恐竜 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：34×5×高さ 12㎝ 

教材費 800円（原価 350円） 

キットをご用意。ハサミやのりを使わず、組み立てられる。 
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3D パズル 恐竜骨格 

所要時間：約 20分 

およそのサイズ：30×5×12 ㎝ 

教材費：1000円 

キットをご用意。プラスチック製の骨格を組み立てる。ハサミや、のりを使

わずに組み立てられる。 

 

ネジ工作 レーシングカー 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：6.5×4㎝ 

教材費：800 円 

金属の板や、タイヤなどのキットをご用意。付属のドライバーを使い、ネジ

やナットをしめて、形にする。 

 

ネジ工作 飛行機 

所要時間：約 30分 

おおよそのサイズ：11×16㎝ 

教材費：1000円 

金属の板や、プラスチックのプロペラのキットをご用意。付属のプラスドラ

イバーとスパナを使って作る。 

 

木製ネジ工作 輪ゴムピストル 

所要時間：約 30分 

おおよそのサイズ：20×11㎝ 

教材費：1000円 

キットをご用意。木のパーツを、ネジを使って組み合わせる。 

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る。 

 

3D パズル 働く車 

所要時間：約 30分 

おおよそのサイズ：21×13㎝ 

教材費：1000円 

キットをご用意。はさみやカッターを使うことなく製作できる。 
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木製ネジ工作 ロボット時計 

所要時間：約 30分 

おおよそのサイズ：１７×１３㎝ 

教材費：1200円 

キットをご用意。ネジとナットを使い組み立てる。時計のムーブメントを取

り付ける。手と足の部分を自由に稼働させることができる。 

 

ソーラー木工メリーゴーランドﾞ 

所要時間：約 30 分  

おおよそのサイズ： 

教材費：1500円 

キットをご用意。ノリやハサミを使わずに組み立てられる。ソーラーパネル

を使っているため、メリーゴーランドが回転する。 

 

絵付け木工時計工作 消防車 

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、ポスカで自由に色付けをする。時計のムー

ブメントを取り付ける。 

 

 

絵付け けん玉 

所要時間：約 30分 

おおよそのサイズ：全長 20 ㎝ 

教材費：1200円 

 

木製のけん玉に、ポスカを使って自由に色付けする。 

 

キッズチェアー 

所要時間：約 1 時間 

およそのサイズ：高さ 10cm 

教材費：2400円 

木製キットをご用意。釘と金槌を使い、組み立てる。 
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ステンドグラス 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：5×6 ㎝ 

教材費： 

お好きな色のガラスを選ぶ。はんだごて、はんだを使って、組み合わせる。 

 

*電源設備が必要です。 

 

 

サマーメッセージボード 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ： 20×15cm 

材料費：1000円 

シェル、ヒトデなどをキットでご用意。ミニフラッグを選び、グルーで黒板

に付ける。 

 

*電源設備が必要です。 

 

インテリアボード 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：25 ×12.5 ㎝ 

材料費：1500円 

板に穴をあけ、プラスチックの瓶を取り付ける。転写シールを飾る。 

グリーンをあしらう。 

 

*電源設備が必要です 

 

立体ぬりえ 海の生き物 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：3.5×3～5×高さ 3～４㎝ 種類によって異なります 

教材費：800 円（原価 160円） 

 

素焼きの陶器製のアイテムポスカを使って色付け 

 

 

立体ぬりえ 動物 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：3.5×3～5×高さ 3～４㎝ 種類によって異なります 

教材費：800 円（原価 160円） 

 

素焼きの陶器製の動物にポスカを使って色付け 
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立体ぬりえ 恐竜 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：3.5×3～5×高さ 3～４㎝ 種類によって異なります 

教材費：800 円（原価 160円） 

 

素焼きの陶器製の恐竜にポスカを使って色付け 

 

 

立体ぬりえ 乗り物 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：3.5×3～5×高さ 3～４㎝ 種類によって異なります 

教材費：800 円（原価 160円） 

 

素焼きの陶器製の乗り物にポスカを使って色付け 

 

 

 

立体ぬりえ まねきねこ 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：3.5×3.5×高さ４㎝  

教材費：800 円（原価 160円） 

 

素焼きの陶器製のまねきねこにポスカを使って色付け 

 

 

 

 

マーブリングデコうちわ 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：24×33㎝ 

教材費：1000円 

特別な液と絵の具を使い、マーブリングの手法で、うちわの模様をつける。 

骨組みに貼る。 

 

*水道設備が必要です。 

 

 

グラスアートフォトフレーム 

所要時間：約 30分 

教材費：1200円 

キットをご用意。アクリルのフレームに、特別なカラーシートをはり、シー

トの周りを縁取って、ステンドグラスのように仕上げる。 
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ウッドバーニング うちわ 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：18×20㎝ 

教材費：1200円（原価 510円） 

天然木のうちわに、はんだごてで、お好きな模様を描く。 

 

*電源設備が必要です。 

 

ウッドバーニング IQ パズル 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：5.5×5.5×5.5 

教材費：800 円（260円） 

天然木の IQ パズルに、はんだごてでお好きな模様を描く。 

 

*電源設備が必要です。 

 

ウッドバーニング ものさし 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：2.7×16㎝ 

教材費：800 円（原価 28０円） 

天然木の IQ パズルに、はんだごてでお好きな模様を描く。 

 

*電源設備が必要です。 

 

グラスエッジング 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：直径 10.5×高さ 11㎝ 

教材費：1500円 

グラスに下絵をすかし、ルーターで削る 

 

 

らくやき お皿 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：直径 15㎝ 

教材費：1200円 

専用のマーカーで絵付け後、オーブンで焼きつける 

 

*オーブンでの焼き上げに、20分かかります。冷めてからのお渡しになりま

す。 

*電源設備が必要です。 
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＊使用している花材は全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。 

 

 

らくやき マグカップ 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：直径 9×高さ 10㎝ 

教材費：1000円 

専用のマーカーで絵付け後、オーブンで焼きつける 

 

*オーブンでの焼き上げに、20分かかります。冷めてからのお渡しになりま

す 

*電源設備が必要です。 

 

 

 

絵付け 腕時計 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：20㎝ 

教材費：800 円 

紙製のバンド部分に、色付けをする。時計はデジタル表示。 

 

 

 

 

ミニパフェチャーム 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：直径 4×高さ 4㎝ 

教材費：800 円 

樹脂粘土でイチゴやアイスを作る。シリコンをクリームに見立て絞り、樹脂

粘土製カットフルーツビーズなどと一緒にトッピングする 

 

キッズブレス 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：15㎝ 

教材費：800 円 

伸びるテグスにビーズを通す 

＊表示の教材費は消費税を含みません。 


