
ミモザのリース

サイズ：直径約25㎝
教材費：3000円
フレッシュミモザをリース台にワイ
ヤーで巻き付ける。

ミモザのスワッグ

サイズ：全長35㎝
教材費：2500円
フレッシュミモザをまとめ、リボン
などで仕上げる。

SAMPLE

季節限定 NEW 2月中旬から3月中旬のみ！

SAMPLE



鬼ｷｬﾝﾄﾞﾙ

サイズ：直径約6㎝
教材費：1200円
カラーシートでパーツを作り、本体
に貼る。
*電源設備が必要。
＊SDGｓ対応可能：リサイクルワッ
クスを使用。

お菓子で作る節分アート

サイズ：直径約10㎝
教材費：2個で1000円
市販のお菓子を使ってチョコぺンな

どで鬼の顔に仕上げる。

起き上がりこぼし 鬼

サイズ：直径約５㎝
教材費：1200円
ベースに目や角を貼り仕上げる。

SAMPLE
SAMPLE

節分



ひのきの升

サイズ：約..8.5×8.5×高さ6㎝
教材費：800円
間伐材を使用。側板を組み合わせて、
底板を釘で打ち付ける。
＊釘打ちの際に音がする。

節分アレンジ

サイズ：約8.5×8.5×高さ15㎝
教材費：1500円
ヒイラギなどの花材を自由にレイア
ウトして、升にアレンジする。
*SDGs対応可能：リサイクル品を加
工した花材を使用。

節分スワッグ

サイズ：約20㎝
教材費：1200円
ヒイラギなどの花材を自由にレイア
ウトして、スワッグに仕上げる。

節分手形足型パネル

サイズ：約34×23㎝
教材費：1000円
手形もしくは足型をとり、それを鬼
に見立てて仕上げる。

節分

SAMPLE



厄除けリース

サイズ：直径約15㎝
教材費：1500円
ヒイラギなどの花材を自由にレイア
ウトして、グルーでつける

*電源設備が必要。

厄除けハーバリウム

サイズ：約４×4×高さ16㎝
教材費：1800円
開運の六角形のボトルにパワース
トーンの天然石を入れ、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。

厄除け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
トーンの天然石を入れ、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。

ウッドバーニング 節分升

サイズ：約8.5×8.5×高さ6㎝
教材費：1000円
専用器具を使って焦がし模様をつけ
る。
＊電源設備が必要。

SAMPLE

節分



バレンタインキャンディブーケ

サイズ：直径約20×高さ20㎝
教材費：1500円
お菓子を選びラッピングし、マス
コット等とアレンジする。

バレンタインチョコアレンジ

サイズ：10×10×高さ15㎝
教材費：1500円
チョコと花材をレイアウトし、アレ
ンジする。

メッセージチョコ

サイズ：約16×7㎝
教材費：1000円
市販のお菓子を組み合わせてデコ
レーションし、チョコペンで飾る。

バレンタインお菓子の家

サイズ：10×10×高さ10㎝
教材費：1500円
市販のお菓子を組み合わせて、家を

組み立て、お菓子を飾る。

バレンタイン NEW



ハートフレッシュリース

サイズ：直径約18㎝
教材費：2500円
ハート型のリース台にフレッシュグ
リーンを巻き付け、形作る。

クリアシューズアレンジ

サイズ：全長約8㎝
教材費：1500円
靴型の花器にプリザーブドフラワー
のローズなどをアレンジする。
*電源設備が必要。

グラスエッジング ワイングラス

サイズ：1個 直径6×高さ16㎝

教材費：2個で1800円
下絵を選び、下絵に沿って専用の道
具で削る。
＊ガラスは100％再資源化可能アイ
テムのためSDGs対応コンテンツ。

ハートキャンドル

サイズ：約5×5×高さ5㎝
教材費：1000円
ベースのキャンドルにカラーシート
を型抜きし貼る。ディッピングする。
＊電源設備が必要。
＊SDGｓ対応可能：リサイクルワッ
クスを使用。

バレンタイン NEW

SAMPLE



クラシックカーポットアレンジ

サイズ：6×8×高さ8㎝
教材費：1200円
車の形の花器に多肉植物を飾る。

SAMPLE

バレンタイン NEW

レザーバーニングのキーホルダー

サイズ：約7×3.5㎝
教材費：800円
レザーキーホルダーに専用器具を
使って焦がし模様をつける。
＊電源設備が必要。

SAMPLE



食品サンプル チョコマカロン

サイズ：直径約4×高さ4㎝
教材費：1000円
軽量粘土を成型し、クリームを挟ん

でマカロンに仕上げる。

食品サンプル フラペチーノ

サイズ：直径約7×高さ10㎝
教材費：1000円
ｶｯﾌﾟにクリームをしぼり、トッピ
ングを飾る。

食品サンプル カップケーキ

サイズ：直径約8高さ8㎝
教材費：1000円
ベースを軽量粘土で作り、クリーム
を絞りトッピングを飾る。

食品サンプル チョコケーキ

サイズ：7×3×高さ2.5㎝
教材費：1000円
着色した樹脂粘土を成型し、ニスを
塗りトッピングを飾る。

バレンタイン



ハートフラワーボックス

サイズ：10×12×高さ5㎝
教材費：2500円
花材やリボンを自由にレイアウトし
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。

バレンタインアロマワックスサシェ

サイズ：直径約8.5㎝
教材費：1000円
アロマオイル入りのベースにハート
などをレイアウトし付ける。
＊電源設備が必要。
＊SDGｓ対応可能：リサイクルワッ
クスを使用。

ポーセリンアート ペアハート皿

サイズ：約9×9㎝
教材費：2枚で1600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。
*器の形は変更になることがある。

ポーセリンアート ハートマグ

サイズ：直径約7.5×高さ9.5㎝
教材費：1000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。
*器の形は変更になることがある。

SAMPLE SAMPLE

バレンタイン



粘土ソープ マカロン

サイズ：直径5×高さ4㎝
教材費：1000円
好きな色のマカロンベースに石鹸ク
リームを絞り、形作る。トッピング
を飾る。
*水道設備が必要

粘土ソープ タルト

サイズ：直径約4×高さ4㎝
教材費：1000円
タルト型ベースに石鹸クリームを絞
り、トッピングを飾る。

*水道設備が必要。

プリザーブドフラワーアレンジ

サイズ：12×12×高さ7㎝
教材費：1500円
プリザーブドフラワーを中心とした
花材を自由にアレンジする。

バレンタインアロマワックスグラス

サイズ：直径約8×高さ7㎝
教材費：1500円
アロマオイル入りのワックスに好き
な花材をレイアウトして付ける。
*電源設備が必要。
＊SDGｓ対応可能：リサイクルワッ
クスを使用。

バレンタイン NEW



ハートハーバリウム

サイズ：直径約6×高さ7㎝
教材費：1200円
専用の透明シートに、花材をハート
型に貼り付けて、ハーバリウムオイ
ルを注ぐ。

バレンタインハーバリウム

サイズ：約4×4×高さ22㎝
教材費：1500円
バレンタインカラーの花材をレイア
ウトし、ハーバリウムオイルを注ぐ。

ハートフレーム

サイズ：約10×16㎝
花材をハートの形にレイアウトし、
グルーでつける。
＊電源設備が必要。

バレンタインスノードーム

サイズ：直径約9×高さ9㎝
教材費：1800円
マスコットを3体選び、土台にボン
ドで貼り、ラメと専用の液を入れる。
*水道設備が必要。

バレンタイン



ハートの手織りフレーム

サイズ：約20×16㎝
教材費：1200円
縦糸に横糸を絡ませて、ハートの形
になるように糸を通す。

ペアレザーキーホルダー

サイズ：1個全長約12㎝
教材費：2個で1500円
革でタッセルを作る。お好きなレ
ザーモチーフを組み合わせる。

バレンタイン



レザーキーホルダー

サイズ：全長約10㎝
教材費：1200円
カシメを使って本革を加工し、キー
ホルダーを作る。
＊カシメを木槌で打つため、体験時
に音がする。

レザーコインケース

サイズ：6×6㎝
教材費：1500円
革を選び、カシメて形を作る。
*カシメを木槌で打つため、体験時
に音が出る。

レザーカービングコースター

サイズ：約8×8㎝
教材費：1000円
刻印を打ち、模様や縁取りを付ける。

レザーブレス

サイズ：約20㎝
教材費：1500円
レザーとボタンを選び、トリック三
つ編みをする。

SAMPLE

バレンタイン



黒猫アレンジ

サイズ：直径9×高さ12㎝
教材費：1500円
猫のマスコットと花材を自由にレイ
アウトし、アレンジする。

猫耳ガマ口

サイズ：13×11㎝
教材費：1500円
生地を貼り合わせ、口金を取り付け
る。

フエルトソープ 猫

サイズ：5×8㎝
教材費：1000円
石鹸に羊毛を巻きフエルト化して、
猫の模様をつける。
＊電源・水道設備が必要。

SAMPLE SAMPLE SAMPLE

ウッドバーニングトレイ 猫

サイズ：約10×18㎝
教材費：1200円
下絵を描き、専用器具を使って焦が
し模様をつける。
＊電源設備が必要。

SAMPLE

2月22日 猫の日



フエルトブローチ 猫

サイズ：直径6㎝
教材費：1000円
羊毛を専用ニードルで刺して猫の形
に仕上げる。

起き上がりこぼし 招き猫

サイズ：直径5×高さ6㎝
教材費：1200円
ベースに目や耳を付ける。

ポーセリンアート マグ 猫

サイズ：直径約7.5×高さ9.5㎝
教材費：1000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。
*器の形は変更になることがある。

グラスエッジング 猫

サイズ：直径約8×高さ9㎝
教材費：1200円
好きな下絵を選び、下絵に沿って専
用の道具で削る。耐熱ガラスマグ
カップ使用。
＊ガラスは100％再資源化可能アイ
テムのためSDGｓ対応コンテンツ。

SAMPLE

2月22日 猫の日



猫ポットアレンジ

サイズ：直径5×高さ8㎝
教材費：1000円
猫の形の花器にフレッシュの多肉植
物を植える。

猫キャンドル

サイズ：直径6㎝
教材費：1000円
ベースに目や耳を付ける。
＊電源設備が必要。
＊SDGｓ対応可能：リサイクルワッ
クスを使用。

招き猫 キーホルダー

サイズ：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。

SAMPLE

2月22日 猫の日

SAMPLE



＊花材など材料は仕入れ状況により変わる場合がございます。

＊フレッシュと記載されているもの以外の使用している花材は生花ではございません。

＊アーティフィシャルフラワーとは高級造花のことです。

＊グルーとはグルーガンを用いて樹脂を熱で溶かして接着させる接着剤です。

＊講座に使用する道具などは、一式すべてご用意いたします。

＊すべての講座において、お客様に安全にご体験いただくことを最優先に、
ワークショップを開催いたします。

＊教材費には消費税は含まれておりません。
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