
アロマワックスシャーレ

サイズ：直径約10㎝
教材費：1500円
シャーレに入ったアロマワックスに、
お好きな花材などをレイアウトする。
*電源設備が必要。
*SDGs対応可能。

春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、ジェルワックスを流し込む。
*電源設備が必要。
*SDGs対応可能。

キャンドルペイント

サイズ：約5×5×高さ5㎝
教材費：1000円
キャンドルにキャンドルペンでお好
きな模様を描く。
*SDGs対応可能。

アニマルポットアレンジ

サイズ：直径5×高さ8㎝
教材費：1000円
動物の形の花器に好きな花材をアレ
ンジする。

春 NEW
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ミニボトルアレンジ

サイズ：直径約2.5×高さ10㎝
教材費：800円
好きな花材をボトルにレイアウトす
る。
*SDGs対応可能。

ドームアレンジ

サイズ：直径約12×高さ11㎝
教材費：2300円
好きな花材をドーム状にアレンジし、
ガラスドームに入れる。
*SDGs対応可能。

春色のハーバリウム ショート

サイズ：約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。

春色のハーバリウム

サイズ：約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。

春



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。

春色のボタニカルキャンドル

サイズ：直径8×高さ10㎝
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。

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。
*SDGs対応可能。

春色のディフューザー

サイズ：約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。
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ボタニカルタンブラー

サイズ：直径約7×高さ19㎝
（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。

春色のキャンドルリース

サイズ：直径約7×高さ7センチ
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。
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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



レザーネームタグ デニムトート
バッグ

サイズ：約30×30×マチ11㎝
教材費：1200円
レザーに刻印し、トートバッグにカ
シメで付ける。
*カシメを木槌で打つため、体験時
に音が出る。

レザーコインケース

サイズ：約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。

レザーネームタグキーホルダー

サイズ：全長約12㎝
教材費：1000円
革を選び、刻印をする。
メタルパーツを選び、キーホルダー
金具に付ける。
*刻印を木槌で打つため、体験時に
音が出る。

七宝焼キーホルダー

サイズ：全長約10㎝
教材費：1600円
七宝焼きで好きな模様のチャームを
作る。キーホルダーに仕上げる。
＊電源設備が必要。
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カラフルウッドバーニング ミラー

サイズ：約15×7㎝
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、その後着色する。
＊電源設備が必要。
＊トレイ（1000円）コースター
（800円）など他のアイテムでも
対応可能。

手作り石鹸

サイズ：直径約6×高さ5㎝
教材費：２個で1000円
カラーのソープチップを入れ、溶か
したグリセリンソープを入れる。
*電源設備が必要

バスボム

サイズ：直径約6×高さ5㎝
教材費：2個で800円
原料の粉に着色し、模様になるよう
に型に入れる。
*水道設備が必要。

オルゴール

サイズ：直径約5×高さ7㎝
教材費：1800円
マスコットを3体選び、土台にボン
ドで貼る。
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春の花柄がま口

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。

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し、花
材などをデコレーションする。

ウッドバーニング 皿

サイズ：直径約12㎝
教材費：1000円
下絵を描き、専用の道具を使って焦
がし、模様を付ける。
*電源設備が必要

レザーバーニング トレイ

サイズ：約11×7㎝
教材費：1800円
栃木レザーの革を選び、カシメて形
を作る。
下絵を描き、専用の道具を使って焦
がし、模様を付ける。
*電源設備が必要。
*カシメを木槌で打つため、体験時
に音が出る.
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金継ぎのブローチ

サイズ：約3×3㎝
教材費：1200円
シーグラスと陶器を好きなものを選
び、金継ぎしてブローチに仕上げる。

裂き織りコースター

サイズ：10×10㎝
教材費：800円
裂き布を織って、コースターに仕上
げる。
*SDGs対応.

Tシャツヤーンの小物入れ

サイズ：直径約8×高さ1㎝
教材費：800円
裂き布とリサイクルTシャツヤーン
を選び、専用の織機で織る。
端切れを使ったエコなハンドメイド。
*SDGs対応.

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。
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食品サンプル ミニお弁当

サイズ：約６×8㎝
教材費：1800円
本格的なロウを使ったパーツを組み
合わせて、ミニお弁当を作る。

食品サンプル ミニタルト

サイズ：直径約5㎝
教材費：1800円
本格的なロウを使ったパーツを組み
合わせて、ミニタルトを作る。

食品サンプル ミニカレーライス

サイズ：直径約８㎝
教材費：2000円
本格的なロウを使ったパーツを組み
合わせて、ミニカレーライスを作る。

アイロンビーズ 新幹線
ネームプレート付き

サイズ：7×7㎝
講座開催費：(30名）50000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。
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フィンガーペイントバッグ

サイズ：約30×40cm
教材費：1200円
型のまわりをフィンガーペイントす
る。
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キャンディポーチ

サイズ:：約22×12㎝
教材費：1000円
好きな生地を選び、専用接着剤で形
作る。

ゆめかわヘアゴム

サイズ：:約5×10㎝
教材費：1000円
袋状のチュールレースの中にパーツ
を入れて、リボン形にし、ヘアゴム
にする。

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。
*焼き上がりに時間を要する。
*形が変更になることがある。

ポーセリンアート タンブラー

サイズ：直径約9×高さ12㎝
（250mi）
教材費：1800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。
*焼き上がりに時間を要する。
*器の形は変更になることがある。
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トワコロン

サイズ：フリーサイズ
教材費：1500円
フェイスの色を選び、ビーズ、デコ
パーツを自由に組み合わせて、腕時
計に仕上げる。

グリーンボックスアレンジ

サイズ：約5×21×高さ3㎝
教材費：1500円
グリーンを自由に、ボックスにアレ
ンジする。

苔ミニジオラマ

サイズ：直径約5×高さ9㎝
教材費：1000円
卵型の容器に、プリザーブド加工さ
れた苔を敷き、ミニチュアを飾る。

モチーフ苔デコレーション

サイズ：約10×10×厚さ4㎝
教材費：1000円
モチーフにプリザーブド加工された
苔を貼り、花材も貼る。
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ペンケース アート

サイズ：約6×22×まち3㎝
教材費：900円
専用のクレヨンを使って、自由にイ
ラストなどを描く。

レッスンバッグ アート

サイズ：約60×36×まち10㎝
教材費：1200円
専用のクレヨンを使って、自由にイ
ラストなどを描く。

ランチマット アート

サイズ：約30×40㎝
教材費：1200円
専用のクレヨンを使って、自由にイ
ラストなどを描く

レジン 歯ブラシスタンド

サイズ：直径約4×高さ4㎝
教材費:1200円
型にレジン液を入れ、押し花や花材
をレイアウトし、硬化させる。
*電源設備が必要。
*室内開催に限る。

春の新生活



タイルトレー

サイズ：約12×20㎝
教材費：1200円
タイルを自由に選び、トレーに貼り、
目地を入れて仕上げる。
*水道設備が必要。

グリッタータンブラー

サイズ：直径約7×高さ14cm
（250ml）
教材費：1200円
タンブラーに、好きなコンフェッ
ティ、ラメ、ホロを入れ、専用液を
入れる。
*水道設備が必要。

レジン 箸置き

サイズ：約2×5×高さ2㎝
教材費：1000円
型に花材などをレイアウトし、レジ
ン液を入れて硬化させる。
*電源設備が必要。
*室内開催に限る。
*SDGs対応可能。

レジン 押し花のコースター

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。
*電源設備が必要。
*室内開催に限る。
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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

ハーバリウムボールペン

サイズ：全長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

和紙と押し花のボールペン

サイズ：全長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。
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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：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。

ブレードデコ ポーチ

サイズ：約15×20×マチ7㎝
教材費：1200円
ブレードを選びグルーで貼る。好き
な糸でタッセルを作り、ファスナー
に付ける。
*電源設備が必要。

ブレードデコ デニムトートバッグ

サイズ：30×30×マチ11㎝
教材費：1500円
ブレードを選びグルーで貼る。好き
な糸で模様を付ける。
*電源設備が必要。
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デコパージュ ボックス

サイズ：約11×11×5㎝
5.5×22×3.5㎝
教材費：1000円
用紙を選び、カットして専用液で貼
る。
*電源設備が必要。

デコパージュ ミラー

サイズ：約15×7㎝
教材費：1200円
用紙を選び、カットして専用液で貼
る。
*電源設備が必要。

デコパージュ ペンケース

サイズ：約6×22×まち3㎝
教材費：1000円
用紙を選び、カットして専用液で貼
る。
*電源設備が必要。

ペンケース デコ

サイズ：約6×22×まち3㎝
教材費：1200円
フェルトモチーフやブレードなどを
自由に選び、グルーで付ける。
*電源設備が必要。
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デコパージュ レッスンバッグ

サイズ：約32×25㎝
教材費：1200円
用紙を選び、カットして専用液で貼
る。
*電源設備が必要。

デコパージュ ポーチ

サイズ：15×20×マチ7㎝
教材費：1000円
用紙を選び、カットして専用液で貼
る。
*電源設備が必要。

デコパージュ デニムトートバッグ

サイズ：30×30×マチ11㎝
教材費：1200円
用紙を選び、カットして専用液で貼
る。
*電源設備が必要。
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＊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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