
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。

立体アート 恐竜

サイズ：約7×14×４㎝
教材費：800円
自然素材の木材チップ製ボードを重
ねて貼り、恐竜を形作る。
恐竜は3種（ティラノサウルス・ス
テゴサウルス・アンキロサウルス）
から選べる。
＊SＤＧｓ対応。

こどもの日 NEW

SAMPLE SAMPLE

SAMPLE



フェイクスイーツ マカロン

サイズ：直径約4×高さ4㎝
教材費：1000円
着色した粘土を成形し、クリームを
サンドし、トッピングする。

フェイクスイーツ 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。

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：約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：約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
レートと組み合わせる。
＊電源設備が必要

こどもの日 NEW



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。

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。

こどもの日 NEW



手形アート

サイズ：約8×15㎝
教材費：1000円
手形を取り手形に合わせてお花の
シールを貼る。

手形プレート

サイズ：約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

木製観覧車

サイズ：約17×8×高さ20㎝
教材費：1500円
木製パーツを組みたてて作る。モー
ターの力で動く。

絵本づくり

サイズ：約20×21cm
教材費：1000円
イラストや文字を自由に描き、絵本
に仕上げる。

こどもの日

SAMPLE

SAMPLE



手作り天体望遠鏡

サイズ：直径4×50㎝
教材費：1600円
筒を差し込み本体を作る。周りを着
色して仕上げる。倍率は30倍。

フェイクスイーツ ミニチュアドリ
ンクチャーム

サイズ：直径4×高さ6㎝
教材費：800円
樹脂粘土を使って、ミニチュアス
イーツを作る。

ポーセリンアート 子供の日プレー
ト

サイズ：8×15㎝
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。
焼き上がりに時間を要する。
*器の形は変更になることがある。

スタンド和紙こいのぼり

サイズ：高さ25㎝
教材費：1200円
土台部分にフェイクの芝を貼る。マ
スコット1体を貼る。こいのぼり、
吹き流しをカットし、組み立てる。

こどもの日

SAMPLE



つるし飾り 端午の節句

サイズ：全長40㎝
教材費：1500円
ちりめん細工のこいのぼりを作る。
その他のパーツを選び、紐を通して
仕上げる。

こいのぼりづくり

サイズ：全長約45㎝
教材費：800円
布製こいのぼりベースに、自由に色
や模様を描く。

こいのぼりのステンドグラス風デコ

サイズ：20×15㎝
教材費：1000円
準備したベースの中を、専用のペン
で塗る。持ち帰り後、窓ガラスなど
に貼ることができる。

起き上がりこぼし かぶと

サイズ：直径5×高さ6㎝
教材費：1200円
ベースに好きな柄の美濃和紙を貼り、
目や口を描き、かぶとをかぶせ仕上
げる。

こどもの日

SAMPLE



こどもの日 グラスエッジング

サイズ：直径約7×高さ10㎝
教材費：1200円
下絵を選び、下絵に沿って専用の道
具で削る。
＊SＤＧｓ対応。

ボディーペイント

教材費：講師1名 実施時間5時間
の場合 10万円
講師が、体にも安全な絵の具を使い、
イベントテーマに合ったボディーペ
イントをする。

キーホルダービュッフェ

サイズ：全長約10～15㎝
教材費：1500円
ぬいぐるみやパーツを選び、キーホ
ルダー金具を付ける。

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。

こどもの日



アート けん玉

サイズ：全長約20㎝
教材費：1200円
木製のけん玉に、自由に色付けする。

こどもの日



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。

米袋エコバック

サイズ：19×19×マチ7㎝
教材費：1000円
丈夫な米袋をエコバックに加工する。
自由に絵を描く。
＊SＤＧｓ対応。

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。
＊SＤＧｓ対応。

マスコットレインボーローズ

サイズ：全長8㎝
教材費：1600円
プリザーブドローズにアルコールイ
ンクで色付けし、マスコットに持た
せる。

母の日 NEW

SAMPLE



アートパネル時計

サイズ：14×18㎝
教材費：1500円
自由に絵を描き、ムーブメントを取
り付ける。

パネルフラワーアレンジ

サイズ：18×14㎝
教材費：1500円
自由に絵を描き、花材をグルーで付
ける。
＊電源設備が必要。

レザータグつきエプロン

サイズ：フリーサイズ
教材費：2500円
レザーに名前などを刻印し、エプロ
ンにカシメで付ける。

母の日 NEW
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タオルフラワーボックス

サイズ：11×11×高さ7.5㎝
教材費：1800円
今治ハンドタオルと、花材を組み合
わせて、アレンジボックスを作る。

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。

ターピーシートで作るエコバック

サイズ：43×28×まち８㎝

教材費：800円
端材のターピーシートを使って、針
を使わずにエコバックを作る。
＊SDGｓ対応。

マカロンキャンドル

サイズ：直径5㎝ 2個
教材費：1200円
お好きなカラーのマカロンを選ぶ。
ホイッピングをし、クリームに見立
てて、サンドして仕上げる。
＊SDGｓ対応可能。

母の日

SAMPLE



母の日ポーセリンアート タンブ
ラー

サイズ：250ml
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。
＊焼き上がりに時間を要する。
＊電源設備が必要。

ハートオーナメント

サイズ：約8×8㎝
教材費：1000円
ハート型のクリアケースに花材を入
れる。タグにメッセージを書いて付
ける。

アルコールインクアート

サイズ：約16×12㎝
教材費：1000円
アルコールインクを使い、色やラメ
を付ける。メッセージやカーネー
ションを書いたフィルムと一緒にフ
レームに入れる。

デコパージュ 手鏡

サイズ：約7×15㎝
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。

母の日



母の日 ポーセリンアート カップ
&ソーサ―

所要時間：45分
サイズ：カップ 直径10×6㎝
ソーサ― 直径15㎝
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。
＊焼き上がりに時間を要する。
*電源設備が必要。

ハーバリウム ショート

サイズ：約4×4×高さ12cm
教材費：1000円
母の日に合う花材をレイアウトし、
ハーバリウムオイルを注ぐ。
瓶にリボンを飾る。
＊ＳDGs対応可能。

ハーバリウム

サイズ：約4×4×高さ22cm
教材費：1500円
母の日に合う花材をレイアウトし、
ハーバリウムオイルを注ぐ。
瓶にリボンとタグを飾る。
＊ＳDGs対応可能。

ハートのキャンドル

サイズ：約5×5×高さ4.5cm
教材費：1000円
シートを型抜きし、ベースのキャン
ドルに自由に貼り付ける。ディッピ
ングして仕上げる。
*電源設備が必要。
＊ＳDGs対応可能。

母の日



アートジグソーパズル

サイズ：20×28cm
教材費：800円
ジグソーパズルにイラストやメッ
セージを自由に描く。

母の日 スノードーム

サイズ：直径9×高さ9cm
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。

シャカシャカタンブラー

サイズ：直径7×高さ13㎝
（250ml）
教材費：1000円
台紙にイラストやメッセージを描き、
ビーズやコンフェッティと一緒に、
タンブラーにセットする。

母の日 アロマグラス

サイズ：直径約8×高さ15cm
教材費：1500円
アロマ入りのワックスをグラスに流
し入れ、好きな花材をレイアウトし
て固める。
*電源設備が必要。
＊ＳDGs対応可能。

母の日



スプーンサシェ

サイズ：全長約15㎝
教材費1000円
ウッドスプーンに、花材をレイアウ
トして付ける。ソラフラワーにフレ
グランスオイルを垂らす。
*電源設備が必要。
＊ＳDGs対応可能。

ウッドバーニング（カットボード）

サイズ：約25×12㎝
教材費1200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。

グラスエッジング

サイズ：直径約7×高さ10㎝
教材費：1200円
下絵を選び、下絵に沿って専用の道
具で削る。
＊ＳDGs対応。

アロマワックスバー

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。

母の日



アートハンカチ

サイズ：約30×30㎝
教材費：800円
専用のペンを使って、自由にメッ
セージなどを描く。

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：約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。

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。

母の日



デコパージュ デニムトートバッグ

サイズ：約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。

デコパージュ トートバッグ

サイズ：約70×40×マチ13㎝
教材費：1500円
アップサイクルの素材で作られた
トートバッグを使用。用紙を選び、
カットして専用液で貼る。
*電源設備が必要。

ポーセリンアート マグカップ

サイズ：直径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。
＊焼き上がりに時間を要する。
＊電源設備が必要。
＊器の方には変更になることもある。

らくやき プレート

サイズ：直径12㎝
教材費：1000円
専用のマーカーを使って、プレート
に自由にメッセージやイラストを描
く。オーブンで加熱し焼き付ける。
*焼き上がりに時間を要する。
*電源設備が必要。

母の日



らくやき マグカップ

サイズ：直径約9×高さ9.5㎝
教材費：1000円
専用のマーカーを使って、マグカッ
プに自由にメッセージやイラストを
描く。オーブンで加熱し焼き付ける。
*焼き上がりに時間を要する。
*電源設備が必要。

ラウンドバスボム

サイズ：直径約7㎝
教材費：1000円
原料の粉に着色し、専用の型でラウ
ンド型に成形する。
*水道設備が必要。

押し花ミラー

サイズ：約14×8㎝
教材費：1200円
鏡の背面に、押し花を自由にレイア
ウトし、セットする。

水引ブレスレット

サイズ：フリーサイズ
教材費：1000円
水引とビーズを選んで、ブレスレッ
トを作る。

母の日

SAMPLE



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。

母の日



＊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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