
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！



つまみ細工 うさぎのおひな様

サイズ：１体直径4×高さ3㎝
教材費：２体で1800円
つまみ細工でうさぎのおひな様を作
る。

うさぎポットアレンジ おひな様

サイズ：１体直径5×高さ8㎝
教材費：2体で1800円
うさぎの形の花器に花材をアレンジ
する。

フェイクスイーツ 菱餅ケーキ

サイズ：約８×10㎝
教材費：1000円
樹脂粘土で菱餅の形をつくり、おひ
な様のアイテムでデコレーションす
る。

ひな祭りキャンディブーケ

サイズ：全長約30㎝
教材費：1000円
ひなあられを花材、ピックと一緒に
ブーケに仕上げる。

ひな祭り NEW

SAMPLE

SAMPLE
SAMPLE

SAMPLE



吊るし飾り ひな祭り

サイズ：全島約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。

玉飾り ひな祭り

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

ひな祭りリース

サイズ：直径約15㎝
教材費：1500円
花材を自由にレイアウトし、グルー
で止める。
＊電源設備が必要。

ひな祭りアレンジ

サイズ：約9×9×高さ18㎝
教材費：1500円
ひな祭りをイメージした家財やリボ
ンを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。

ひな祭り



ポーセリンアート ひな祭りプレー
ト

サイズ：直径約10㎝
教材費：1000円
専用シートを切り取り、レイアウト
し手貼り、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。

おひな様キャンドル

サイズ：直径約6㎝
教材費：2個で1700円
カラーシートでパーツを作って貼り、
ディッピングして仕上げる。
＊電源設備が必要。

おひな様オーナメント

サイズ：直径約8㎝
教材費：2個で1500円
クリアボールに描かれたお雛様に専
用ペンで色付けする。中に飾りを入
れオーナメントに仕上げる。

起き上がりこぼし おひな様

サイズ：直径約5㎝
教材費：2体1800円
ベースに好きな柄の美濃和紙を貼り、
目や口を描いて仕上げる。

ひな祭り



ひな祭りフォトフレーム

サイズ：約18×15㎝
教材費：1500円
写真立てに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。

お花のカチューシャ

サイズ：幅約16㎝
教材費：1500円
花材を自由にレイアウトし、グルー
で付ける。
＊電源設備が必要。

桃のリース

サイズ：直径約20㎝
教材費：1500円
花材を自由にレイアウトし、グルー
で付ける。
＊電源設備が必要。。

香るちりめん和菓子

サイズ：約5×5×高さ3㎝
教材費：1000円
中にお香を入れて和菓子ベースを作
り、ワイヤーやフエルトパーツで形
に仕上げる。

ひな祭り

SAMPLE



イースターエッグキャンドル

サイズ：直径約4.5×高さ6.5㎝
教材費：1000円
ベースにカラーシートで模様を付け
る。最後にディッピングする。
＊電源設備が必要。
＊SDGｓ対応可能：リサイクルワッ
クスを使用。

うさぎポットアレンジ

サイズ：直径5×高さ8㎝
教材費：1000円
うさぎの形の花器に花材をアレンジ
する。
＊SDGs対応可能：リサイクル品を
加工した花材を使用。

フェイクスイーツ イースターマカ
ロン

サイズ：直径約6×高さ５㎝
教材費：1000円
樹脂粘土でマカロンベースを作り、
うさぎやひよこの形に仕上げる。

イースターランタン

サイズ：直径約6×高さ5㎝
教材費：1000円
七色に光るLEDライトの周りに、抗
ウィルス粘土を貼り、マスコットの
形に仕上げる。

イースター NEW

SAMPLE

SAMPLE

SAMPLE
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デコパージュ イースターエッグ

サイズ：直径5×高さ7㎝
教材費：800円
用紙を選びカットして専用液で貼る。
＊電源設備が必要。

イースターのカラフルリース

サイズ：全長約30㎝
教材費：1800円
リボンブーケを作り、リースの中心
に付ける。花材を自由にレイアウト
し、グルーで付ける。
＊電源設備が必要。

うさぎのリース

サイズ：全長約20㎝
教材費：1500円
うさぎの形のリース台に、パーツを
レイアウトし、グルーで付ける。
＊電源設備が必要。

うさみみカチューシャデコ

サイズ：約28×18㎝
教材費：1500円
デコレーションパーツを選び、自由
にレイアウトし、グルーで付ける。
＊電源設備が必要。

イースター



キーホルダービュッフェ

サイズ：全長約10㎝
教材費：1500円
うさぎのマスコットをメインにパー
ツを組み合わせて、キーホルダー金
具に付ける。

フエルトうさぎのバッグチャーム

サイズ：約7㎝
教材費：1000円
羊毛を専用針で刺しながらうさぎの
形に整え、パーツを付ける。

イースター グラスエッジング

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。

イースターエッグポプリ

サイズ：直径約5×高さ6㎝
教材費：800円
好きなドライハーブをいれ、レース
で蓋をする。好きな生地を選び周り
に貼り、リボンを付ける。

イースター



フエルトのたまごイニシャルブロー
チ

サイズ：約4×3㎝
教材費：1000円
好きな色のベースに専用針でイニ
シャルを入れる。

イースター



桜色のジェルキャンドル

サイズ：直径約10×高さ8㎝
教材費：2000円
好きな花材を芯の周りにレイアウト
し、ジェルキャンドルを流し込む。
＊電源設備が必要。
＊SDGs対応可能：リサイクル品を
加工した花材を使用。

桜色のジェルキャンドル ストレー
ト

サイズ：直径約7×高さ8㎝
教材費：1500円
好きな花材を芯の周りにレイアウト
し、ジェルキャンドルを流し込む。
＊電源設備が必要。
＊SDGs対応可能：リサイクル品を
加工した花材を使用。

つまみ細工 桜のブローチ

サイズ：直径約3㎝
教材費：800円
つまみ細工で桜を作り、ブローチ台
に貼る。

ポーセリンアート 桜プレート

サイズ：約14×18㎝
教材費：1500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。

桜



桜のコースター

サイズ：約9×9㎝
教材費：1000円
押し花をレイアウトし、レジン液を
入れて硬化させる。
*実際は桜の押し花が入る。
*電源設備が必要。
*屋内開催に限る。

桜色のハーバリウム

サイズ：約4×4×高さ22㎝
教材費：1500円
好きな花材をボトルにレイアウトし、
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。

桜色のハーバリウム ショート

サイズ：約4×4×高さ12㎝
教材費：1000円
好きな花材をボトルにレイアウトし、
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。

桜色のアロマワックスサシェ

サイズ：直径約8㎝
教材費：1000円
ワックスベースにお好きな花材をレ
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。

桜



春のフレッシュリース

サイズ：直径約25㎝
教材費：2500円
フレッシュグリーンをリース台に巻
き付ける。デコアイテムを自由にレ
イアウトし、グルーで付ける。
＊電源設備が必要。

春のフレッシュフラワービュッフェ

教材費：2500円
フレッシュフラワーを選び、自由に
レイアウトし、アレンジにする。

多肉植物の寄せ植え

サイズ：直径約10㎝
教材費：2000円
多肉植物をレイアウトし、寄せ植え
にする。
＊多肉植物はフレッシュ。

カラフルウッドバーニング

サイズ：直径約8㎝
教材費：コースター800円
下絵を描き、専用器具を使って焦が
し模様をつけ、その後着色する。
＊電源設備が必要。
＊トレイ（1000円）など他のアイ
テムでも対応可能。

春 NEW

SAMPLE
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春の花柄がま口

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

春 NEW



春色のアレンジ

サイズ：約10×12×高さ20㎝
教材費：1500円
春をイメージした花材を自由にレイ
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。

キャンドルのランタン

サイズ：5×5×高さ5㎝
教材費：1500円
モールドに花材をレイアウトしキャ
ンドルランタンを作る。中にLEDラ
イトを入れる。
＊電源設備が必要。

和紙のランタン

サイズ：10×10×高さ15㎝
教材費：1200円
和紙に押し花をレイアウトし、ラン
タンに仕上げる。

ポーセリンアート タンブラー

サイズ：約9×9×高さ12㎝
教材費：1800円
専用シートを切り取り、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かかる。
*器の形は変更になることがある。

春
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ドライフラワーのミニリース

サイズ：直径約15㎝
教材費：1500円ドライフラワーや
プリザーブドフラワーを使用し、
リースに仕立てる。
＊電源設備が必要。
＊SDGs対応可能：リサイクル品を
加工した花材を使用。

ドームアレンジ

サイズ：直径約12×高さ11㎝
教材費：2300円
ドーム型の花器に自由に花材をレイ
アウトし、張り付ける。
＊電源設備が必要。
＊SDGs対応可能：リサイクル品を
加工した花材を使用。

春色のボタニカルキャンドル スク
エア

サイズ：約5×5×高さ5㎝
教材費：1000円
好きな花材を芯の周りに自由にレイ
アウトし、ワックスを流し込む。
＊電源設備が必要。
＊SDGｓ対応可能：リサイクルワッ
クスを使用。

春色のボタニカルキャンドル

サイズ：約5×5×高さ5㎝
教材費：2000円
好きな花材を芯の周りに自由にレイ
アウトし、ワックスを流し込む。
＊電源設備が必要。
＊SDGｓ対応可能：リサイクルワッ
クスを使用。

春



春色のハーバリウム

およそのサイズ：4×4×高さ22cm
教材費：1500円
好きな花材をボトルにレイアウトし、
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。

春色のハーバリウムショート

サイズ：4×4×高さ12cmなど
教材費：1000円
好きな花材をボトルにレイアウトし、
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。

春のテラリウム

サイズ：約10×10×高さ12㎝
教材費：1200円
テラリウム枠に、春の花材やパーツ
などをレイアウトし、グルーで付け
る。
*電源設備が必要。

ミニチュアコルク瓶のアレンジ

サイズ：直径約2×高さ5㎝
教材費：800円
瓶の中に花材などを入れる。瓶に革
ひもを巻き付け、カシメ金具で仕上
げる。
*カシメを打つ際に音が出る。

春



コルク栓のミニチュアグリーンアレ
ンジ

サイズ：約9×6㎝
教材費：1000円
多肉植物やグリーンなどを選び、コ
ルク栓にグルーで付ける。
*電源設備が必要。

春色のディフューザー

およそのサイズ：6×6×高さ25㎝
教材費：1500円
好きな花材をビンの中にレイアウト
しディフューザー液を作る。
好きな色の花材とスティックを挿す。
SDGs対応可能：リサイクル品を加
工した花材を使用。

ボタニカルタンブラー

サイズ：直径7×高さ19c（350ml）
教材費：1800円
二層の間に、好きな花材を自由にレ
イアウトする。

春のリース

サイズ：直径約15㎝
教材費：1500円
花材を選び、自由にレイアウトし、
グルーで付ける。
*電源設備が必要。

春



春色のキャンドルリース

サイズ：直径約7×高さ7㎝
教材費：1200円
花材を選び、リースを製作。キャン
ドルホルダーの周りに飾る.。

プランツハンギング

サイズ：全長約40㎝
教材費：1200円
紐を結んでハンギングを作る。瓶を
ハンギングに入れ、アーティフィ
シャルフラワーを飾る。

メイソンジャーのボタニカルブーケ

サイズ：直径7×高さ13㎝
教材費：1800円
多肉植物メインの花材をブーケ型に
まとめる。メイソンジャーに入れる。

フラワービュッフェ

教材費：1500円
たくさんの花材などから自由に選び、
好きな花器にアレンジする。

春



キラキラアートキーホルダー
ネームプレート付き

サイズ：7×8㎝
教材費：1000円
ベースにラインストーンを貼って、
キーホルダーに仕上げる。ネームプ
レートと組み合わせる。

アイロンビーズ 新幹線
ネームプレート付き

サイズ：7×7㎝
教材費：1000円
アイロンビーズで新幹線の形を作り
キーホルダーに仕上げる。ネームプ
レートト組み合わせる。
＊電源設備が必要。

手形プレート

サイズ：15×15㎝
教材費：1200円
専用の粘土で手形を取り、周りを
ビーズなどでデコレーションする

手形メモリーブック

サイズ：約21×19㎝ 6ページ
教材費：1200円
手形を取り、デコレーションアイテ
ムを使用し装飾する。

卒園・卒業・新生活 NEW
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箸づくり

サイズ：全長約18㎝（子供用）
教材費：1000円
木を削り、好みの箸を作る。
＊SDGs対応可能：間伐材を使用。

卒園・卒業・新生活 NEW



コサージュ

サイズ：直径12㎝
教材費：1500円
花材を選び、パール、リボンなどを
レイアウトし、金具にグルーで付け
る。
*電源設備が必要。

ご祝儀袋

サイズ：19×11㎝
教材費：800円
水引を梅結びにする。和紙を選び、
折って、水引と組み合わせ、ご祝儀
袋に仕上げる.。

スクラップブッキング

サイズ：15×15㎝
教材費：1000円
専用台紙に写真を貼り、デコパーツ
やリボンなどでデコレーションする。

ハーバリウムボールペン チャーム
付き

サイズ：全長14㎝
教材費：1200円
専用ボールペンに好きな花材をレイ
アウトし、ハーバリウムオイルを注
ぐ。トップにチャームを付ける。
SDGs対応可能：リサイクル品を加
工した花材を使用。

卒園・卒業・新生活



ハーバリウムボールペン

サイズ：全長約14㎝
教材費：1000円
専用ボールペンに好きな花材をレイ
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。

和紙と押し花のボールペン

サイズ：全長約14㎝
教材費：800円
押し花を選びベースの和紙に貼る。
本体と組み合わせて仕上げる。

和紙のボールペン

サイズ：全長約14㎝
教材費：800円
和紙パーツを選びベースの紙に貼る。
本体と組み合わせて仕上げる。

ポーセリンアート フォトフレーム

サイズ：約13×10㎝
教材費：1500円
専用のシートを切り抜き、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。

卒園・卒業・新生活



手作りノート

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

手作りノート 和紙

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

印鑑ケース

サイズ：約6×8㎝
教材費：1200円
生地を選び、がま口金具に取り付け
る。

卒園・卒業・新生活



＊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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