
SAMPLE

お正月 NEW

絵付けポットアレンジ

サイズ：約5×5×高さ7㎝
教材費：1200円
花器に絵付けをする。花材を
お好きにレイアウトしアレン
ジする。

*SDGs対応可能：リサイクル
品を加工した花材を使用。

干支ポットアレンジ

サイズ：約7.5×5.5×高さ7㎝
教材費：1200円
ウサギの形の花器に花材をお
好きにレイアウトしアレンジ
する。

*SDGs対応可能：リサイクル
品を加工した花材を使用。

お正月アレンジ

サイズ：直径約12×高さ19㎝
教材費：1500円
お正月らしい和風のアーティ
フィシャルフラワーなどを自
由にレイアウトする。

フレッシュリース 正月

サイズ：直径約28㎝
教材費：2500円
ベースをヒムロスギなどで作
り、水引と実を飾る。



招き猫キーホルダー

サイズ：約10×5㎝
教材費：1000円
パーツに生地を貼り、招き猫
の形に仕上げる。

羽子板キーホルダー

サイズ：約10×5㎝
教材費：1000円
パーツに生地を貼り、羽子板
の形に仕上げる。

しめ縄づくり

サイズ：約30㎝
教材費：1500円
紙紐の束をねじり、巻き付け
しめ縄の形にする。

SAMPLE

起き上がりこぼし 卯

サイズ：直径約5㎝
教材費：1200円
ベースに耳を貼る。目や鼻や
口などを自由に描き、仕上げ
る。

お正月 NEW



コマの絵付け

サイズ：直径約6㎝
教材費：1000円
お好きなデザインで絵を描く。

羽子板の絵付け

サイズ：約10×5㎝
教材費：1000円
お好きなデザインで絵を描く。

お正月 NEW



しめ縄飾り

サイズ：約32×19㎝
教材費：1800円
お正月らしい和風のアーティ
フィシャルフラワーなどを自
由にレイアウトし、グルーで
付ける。
*電源設備が必要。

SAMPLE

水引松葉飾り

サイズ：約40×20㎝
教材費：2000円
水引や花材などを自由にレイ
アウトし、グルーで付ける。
*電源設備が必要

お正月アレンジメント

サイズ：約10×10×高さ25㎝
教材費：1500円
お正月らしい和風のアーティ
フィシャルフラワーなどを自
由にアレンジする。

門松アレンジ

サイズ：約18×18×高さ40㎝
教材費：2500円
お正月らしい和風のアーティ
フィシャルフラワーなどを自
由にレイアウトする。

SAMPLE

お正月



熊手アレンジ

サイズ：約52×18㎝
教材費：1500円
お正月らしい和風のアーティ
フィシャルフラワーなどを自
由にレイアウトし、グルーで
付ける。
*電源設備が必要。

苔玉アレンジ

サイズ：直径約10×高さ20㎝
教材費：1500円
苔玉をベースに、お正月らし
い和風のアーティフィシャル
フラワーなどを自由にアレン
ジする。

つるし飾り お正月

サイズ：全長約40㎝
教材費：1500円
ちりめん細工の這い子(はいご)
を作る。その他のパーツを選
び、紐を通して仕上げる。

しめ縄ミニリース

サイズ：直径約10㎝
教材費：1200円
お正月らしい和風のアーティ
フィシャルフラワーなどを自
由にレイアウトし、グルーで
付ける。
＊電源設備が必要。

お正月



玉かざり お正月

サイズ：全長約35㎝
教材費：1200円
ちりめんボールを選び、組み
紐、花材などをグルーで付け
る。
*電源設備が必要。

クリアボールアレンジ お正
月

サイズ：直径約8㎝
教材費：1000円
クリアボールの中に、花材な
どを入れ、組み紐を付ける。

ポーセリンアート お正月プ
レート

サイズ：直径約8.5×高さ9㎝
教材費：1200円
専用のシートを切り取り、レ
イアウトして貼り、オーブン
で定着させる。
*電源設備が必要。
*焼き上がりに時間が必要。

起き上がりこぼし 招き猫/姫

サイズ：直径約4×高さ6㎝(招
き猫）、直径約5cm(姫）
教材費：1200円
ベースに耳をつけ、好きな柄
の美濃和紙のパーツを貼る。
目や口などを描き、仕上げる。

お正月



開運ハーバリウム ショート

サイズ：約4×4×高さ12㎝
教材費：1200円
開運の六角形のボトルにパ
ワーストーンを入れ、そのカ
ラーに合った花材をレイアウ
トし、ハーバリウムオイルを
注ぐ。
*SDGs対応可能：リサイクル
品を加工した花材を使用。

和風ハーバリウム ショート

サイズ：約4×4×12㎝
教材費：1000円
花材をレイアウトし、ハーバ
リウムオイルを注ぐ。
水引とタッセルを飾る。

*SDGs対応可能：リサイクル
品を加工した花材を使用。

富士山キャンドル

所要時間：約30分
およそのサイズ：直径4×高さ
4㎝
教材費：1000円
ベースはこちらで準備。雪に
見立てたキャンドルを作り富
士山に仕上げる。
*電源設備が必要。
*SDGs対応可能：リサイクル
ワックスを使用。

お正月



和柄コインケース

サイズ：約8×8㎝
教材費：1200円
好きな布を選び、専用ボンド
で布を貼ってコインケースに
仕上げる。金具を付ける。

着物キーホルダー

サイズ：約10×5㎝
教材費：1000円
パーツに生地を貼り、着物の
形に仕上げる。

がま口

サイズ：約13×11㎝
教材費：1500円
生地を貼り合わせ、口金に取
り付ける。

扇子デコレーション

サイズ：約25㎝×18㎝
教材費：1800円
扇子をメベースに、花材を自
由にレイアウトして、貼る。
＊電源設備が必要。

SAMPLE

和風 NEW



タオルフラワー

サイズ：直径約7×高さ8㎝
教材費：1200円
今治ハンドタオルをベースに
花材をレイアウトする。
＊SDGｓ対応可能：再生マテ
リアルの花材を使用。

紙漉きはがき 押し花

サイズ：ハガキサイズ
教材費：1200円
紙の原料（パルプ）を溶かし
方に流し形を作る。押し花を
自由に張り付ける。
*水道設備が必要。

ダルマ絵付け

サイズ：直径約10×高さ12㎝
教材費：1000円
顔や文字を描いて、オリジナ
ルのダルマを作る。

米袋エコバッグ

サイズ：約45×40×マチ7㎝
教材費：1000円
米袋をカットし、形に仕上げ、
持ち手を割りピンでつける。

和風 NEW



印鑑ケース

サイズ：約6×8㎝
教材費：1200円
生地を選び、がま口金具を取
り付ける。

御朱印帳

サイズ：約16×11×厚さ1.5㎝
教材費：1500円
布を選んで表紙を作り、内側
のじゃばら部分と貼り合わせ
る。

御朱印帳袋

サイズ：約28×17㎝
教材費：1200円
布を選んで布専用接着剤で巾
着型にし、定着させる。紐を
通して仕上げる。

御朱印帳セット

所要時間：約45分
サイズ：御朱印帳約16×11×
厚さ1.5㎝ 袋約28×17㎝
教材費：2500円
御朱印帳と袋をセットで作る
ことができる。御朱印帳は布
を選んで表紙を作り、内側の
じゃばら部分と貼り合わせる。
袋は専用接着剤で巾着型にし、
紐を通して仕上げる。

和風



和風

香るちりめん和菓子

サイズ：約5×5×高さ3㎝
教材費：1000円
中にお香を入れ、和菓子ベー
スを作り、ワイヤーやフェル
トパーツなどで好きな和菓子
の形に仕上げる。

豆本

サイズ：約4×5㎝
教材費：700円
布を選んで表紙を作り、豆本
に仕上げる。

和柄の手作りノート

サイズ：約15×10㎝
教材費：1500円
和柄の紙を選び、表紙を作り、
ノートに仕上げる。

着物ボトルアレンジ

サイズ：750mlワインボトルサ
イズ
教材費：1300円
帯と着物の柄を選び、テープ
を使い、ボトルに着付ける。
*ボトルは付きません。



ウッドバーニング 升

サイズ：約8.5×8.5×高さ5.5
㎝
教材費：1200円
下絵を描き、専用器具を使っ
て焦がし、模様を付ける。
*電源設備が必要。

オリジナルお香

教材費：800円
原料の粉に水を加えて練り、
好きな形に抜く。

水引ヘアピン

サイズ：全長約5㎝
教材費：800円
水引を梅結びにして花を作り、
ヘアピンに仕上げる。
*電源設備が必要。

つまみ細工のコーム

サイズ：約7×6.5㎝
教材費：1300円
つまみ細工で花を作り、水引
と組み合わせコームに仕上げ
る。

和風


